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早いもので本年もあとわずかを残すのみとなりました。不順な季節が続きますが、いかがお過ごし

でしょうか。例年通り年末・年始の行事が準備されています。ぜひのご参加をお待ちしております。 

年末・年始の行事のご案内 

 

１２月 月例研修会開催のおしらせ 

開催日 平成 15 年 12 月 20 日（土）    場 所 船橋市中央公民館 

テーマ１ トップの IT 知識 
講 師 横山貞夫 会員          時 間：１３：００～１４：４５ 

 
・トップとＩＴ担当者との「バカの壁」 ・ＩＴ基本知識 

・情報化戦略    ・情報化投資の評価 

・ＩＴサービスベンダーの活用  ・経営コンサルタントとＩＴコンサルタント 

県会におけるＩＴ関連レクチャーを通じ、多くの会員にＩＴに対する誤解があるように感じており

ます。この点で、正に企業トップのＩＴ軽視と共通するものが有るように思います。企業トップと接

する経営士に、正しいＩＴ知識を持っていただく一助に資したいと考えています。 

 
テーマ２ アジア経済図説（特にアセアン諸国との関わりについて） 
講 師 高砂 巌 会員           時 間：１４：４５～１６：３０ 

 
・アジアはおもしろい   ・経済摩擦の激化 

・日本の援助とアジア経済   

・アセアン経済（アジア経済危機後） 
タイ・インドネシア・マレーシア・シンガポール・フィリピン・ベトナム・カンボジア・スリランカ・ 

ブルネイ・ミャンマー 

・韓国／タイワン／中国   ・結び 

 アジア経済の現在について、独自の視点で語ります。ご期待ください。 
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ISO コンサルティング研究会開催のおしらせ 

日 時 平成 15 年 12 月 23 日（火、祝） １３：００～１７：００ 

テーマ ISO9001（2000 年版）QMS を活かした「経営指導」マニュアル最終発表会 
講 師 近江堅一 会員 

場 所 千葉市民会館 第 5 会議室 

 
 ISO9001/2000 年版の QMS を活用した経営指導マニュアルの完成版の最終発表会です。参加各会員

の努力の結晶をご披露いたします。ぜひご参加ください。 

 
 

 

 

   ※懇親会開催のおしらせ※ 

☆今年最後の懇親会です。今年一年を振り返り楽しく語り合いましょう。みなさんの参加をお待ち

しております。 

  日 時：平成 14 年 12 月 20 日(土) １７:００より 

  場 所：船橋駅南口前 Fａｃｅ地下 日本海 庄や 

  会 費：４，０００円 

 
 
申込先：別途案内はお送りしません。１２月１０日までに、若月英司 会員 Tel ：
０４３－２４７－５０７８ Fax：０４３－２４７－５０８２ まで下記の申込書

でお申し込みください。多数のご参加をお待ちしております。 
 

 月例研修会／懇親会(12 月)出席連絡  
(社)日本経営士会 千葉県会 
総務担当 若 月 英 司 宛 
Tel ：０４３－２４７－５０７８        会員氏名                  
Fax：０４３－２４７－５０８２  出席ご希望の方は１２月１０日までにご連絡願います。 

出席を次の通り連絡します。（該当欄に出席は〇印、欠席は×印をご記入下さい。） 

 月例研修会 懇 親 会 

１２月２０日 出席   
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２月 月例研修会開催のおしらせ 

開催日 平成 15 年２月 21 日（土）    場 所 船橋市海神公民館 

テーマ 環境経営度評価について 
講 師 金子昌夫 会員         時 間：１３：００～１６：３０ 

 
企業において環境経営への取り組みが急速に進んでいる。 

過去・現在の事業活動の成果を評価するだけでなく、その企業の未来価値をつくっていく企業トッ

プの理念、方針およびリーダーシップ、マネジメント能力も評価する必要があり、環境経営度評価の

方法について考察する。 

 
 

３月 月例研修会開催のおしらせ 

開催日 平成 15 年３月 20 日（土） 場 所 船橋市海神公民館 

◆テーマ１ マネジメントシステムのパフォーマンス改善について 
講 師 河井成夫 会員         時 間：１３：００～１４：４５ 

 
マネジメントシステムのパフォーマンス改善について、次の３項目が JIS 化されました。 

(1).JIS Q9023:2003 方針によるマネジメントの指針 

(2).JIS Q9024:2003 継続的改善の手順及び技法の指針 

(3).JIS Q9025:2003 品質機能展開の指針 

以上から分かるように、今までの JIS 規格がほとんど物についての規格ばかりでしたが、この JIS

規格３項目は、マネジメントについてのものです。これは日本工業標準調査会にとって画期的なこと

です。このマネジメントシステムの JIS について紹介いたします。 

 
◆テーマ２ ビジネスコーチング 
講 師 榎本 均 会員          時間：１４：４５～１６：３０ 

 
組織においてなぜ人材育成が必要なのか？、目的は？、それはメンバーとのコミュニケーションや

接遇マナーといった対人関係能力、あるいは業務姿勢を含む人間的成長を促進させることでです。ビ

ジネスコーチングで、メンバーの育成を通じて自分自身と職場全体の成長をも促進することができる

ことを理解します。またビジネスコーチングの基礎的知識をスポーツの事例を通じて学習し、概要を

つかんでいきます。 
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県会ホームページの活用状況について 

広報委員 鈴木伸一 

 
県会ホームページを開設してから９ヶ月がたちました。ホームページの現在の状況についてご報告さ

せていただきます。 

まずアクセス数ですが、開設から９ヶ月で 12,980 アクセス、訪問者数（トップページ以外を見てい

ただいた方）はのべで 570 人になります。平均で１日あたり２人ですが、特にメーリングリストで案

内を送ったあとはアクセス数が伸びる傾向があります。 

現在３つのメーリングリストを運用しています。それぞれ会報発行の連絡用、月例研修会などの実施

連絡用、ISO 研究会連絡用です。それぞれ１０名、１１名、６名の方に利用いただいています。県会

報の発行、月例研修会の開催、ISO 研究会の開催の事前にメールを送付いたしますが、従来は郵送で

行っていた連絡が、電子メールで行われています。これらによる通信費の削減が約３千円ほどになっ

ています。もっと利用が進めば通信費の削減がホームページの運用経費を上回ることでしょう。 

ホームページには、現在会員向けの情報を中心に掲載しています。月例研修会の開催案内や変更通知

などの情報をトップページよりアクセスしていただけます。最新の情報にいつでも更新できますので、

従来の会報、案内はがきではお送りできないような、会場や内容の変更などの最新情報なども掲載い

たしています。その時点の最新情報を確認できますので、研修会などおでかけまえに、ぜひもっと見

ていただくようお願いいたします。 

この県会報も電子媒体（PDF）でホームページに掲載しています。５５号以降今回で１０号分掲載し

てあります。ＡＤＳＬなどの高速なブロードバンド回線をご利用な方は、ぜひ本会報ＰＤＦ版のダウ

ンロードを試してみてください。会報発送と同時にメーリングリストでの案内と会報 PDF の掲載を行

っていますので、郵送でご自宅に届くより早く会報をご覧になることができます。 

今後会員向けには、もっと便利な情報を提供いたしますのでご期待ください。 

 
現在、ホームページのコンテンツとしては、会員向けの情報を中心に公開しておりますが、年度末に

向けて本格的にコンテンツの充実を行いたいと思います。 

特に外部向けの情報の充実を目標に、企業・団体に会の活動を広く知ってもらえる情報をホームペー

ジ上に掲載しようと思っております。それに関してアイデアがありましたら、またご協力いただける

方がおりましたら、ぜひ連絡をお願いいたします。 

たとえば月例研究会等で利用したレジュメも、掲載の許可をいただいて、ＰＤＦ等で公開させていた

だければと思います。経営士会や会員のスキルを多くの事例とともに紹介いたしますので、クライア

ントに強くアピールできるのではないでしょうか。 
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今、外部向けのコンテンツとして企画しているものは、①本年度に実施した外部向け研修の講座と

内容、②経営に関するトピックスの解説、③月例研修会のレジュメ掲載などです。ぜひ皆さんもコン

テンツの充実にご協力いただけるようお願いいたします。 

 
再度のお願いですが、会員情報をホームページへ掲載いたします。ぜひ宣伝にご利用ください。情報

はホームページから入力いただければ掲載の手続きをいたします。また、会報のダウンロードによる

配布にご協力ください。ホームページ上でメーリングリストに登録していただければ、会報の発行の

度にメールで連絡いたしますので、ホームページよりダウンロードして印刷をお願いします。 

 
まだホームページの機能としては不十分ではないかと思います。今後も充実するよう努力いたします

ので、ぜひ皆さんもご協力ください。 

 
まだ県会ホームページを見たことがないかたも、一度ご覧になってください。そしてぜひご意見をお

寄せください。 

 
日本経営士会千葉県会ホームページ URL: 

  http://www.keieishi-chiba.org/ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記事ご協力のお願い 

記事、投稿をお待ちしております。ご協力お願いいただける方は広報担当 鈴木まででお送りください。 
TEL：０９０－５４４―６２８０８  FAX：０４－７１３３－１３０３ 
」MAIL：shin_suzuki@nifty.com  

日本経営士会北関東支部 公開講演会のご案内 

 日本の産業基盤づくりに新しい視点として、「環境にやさしい地域づくりによる観光立国」が求められ

ています。観光立国の推進により新しい価値への転換が求められています。経営戦略的視点として中小企

業もこの観光立国に適応した企業経営を進める必要があります。（社）日本経営士会北関東支部では、実

践的な観光立国の価値観づくりに関する公開講演会を開催いたします。 

記 
日 時 平成１６年 1 月２２日（木） １３時から１７時まで 

会 場 さいたま市大宮ソニックシティ９０５号室 

テーマ 環境にやさしい観光立国の視点で中小企業経営戦略を探る 

講 師 国土交通省 関東地方整備局 佐倉市商工会議所 NPO 事業所 

参加費 無料 

申込先 染谷会長まで FAX（047-341-6772）で申し込みください。 
締 切 １月１５日（定員になり次第締め切らせていただきます） 
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会議･研究会開催報告 

●６月度月例研修会 
平成 15 年６月 22 日(日) 14:00～16:30   場 所 船橋市海神公民館 

講 師 高砂 巌 会員 

テーマ 「東南アジアのビジネス」 

参加者 佐藤光生、驫木一三、西村 豊 

 
１．アジアは面白い 

  体制や経済発展（大小の差、貧富の差、資本主義と社会主義） 

  人口３２億人の巨大マーケット、植民地支配の歴史  

２．経済摩擦の激化 

  貿易不均衡の解消、人件費の安さと労働時間の長さ、特許・知的所有権、米中摩擦  

３．日本の援助とアジア経済  

  ASEAN 諸国援助、ベトナム援助、ＯＤＡ実績の増加（１４２％、１０６億８０００万㌦） 

  ８年連続で最大の援助国となる 

４．経済危機後のアセアン経済  

  タイ（アジア通貨危機の震源地）、インドネシア（続く政治不安）、マレーシア、 

  シンガポール、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、スリランカ 

５．韓国／タイワン／中国 

  韓国（IMF 体制下で構造改革断行）、タイワン（世界有数の海外準備高） 

（当日午後、ＪＲ総武線人身事故により列車運休という思わぬ事故により出席者が少なかったこと  

が大変残念でした） 

 

●平成１５年度第２回役員会 
平成 15 年７月５日(土)  11:00～12:00   場 所 船橋市海神公民館 

参加者 染谷文夫、河井成夫、原 弘行、吉井秀成、轟木一三、佐藤昭保、宮脇顕一、鶴岡義明、 

鈴木伸一、保科秀雄、西村 豊、若月英司 

 

内 容 

 １．北関東支部関係事項（各委員会委員、北関東フォーラム等）連絡 

 ２．第 38 回全国研関係事項の連絡 

 ３．平成 15 年千葉県会定時総会の反省 
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 ４．千葉県会 50 周年にむけての行事について 

 ５．千葉県経営者協会セミナー講師派遣の件 

 ６．ポリテクセンター千葉セミナー 

 ７．会員プロフィール作成の件 

 

 

●７月度月例研修会 
平成 15 年７月５日(土)      場 所 船橋市海神公民館 

参加者 石塚康生、河井成夫、小島和久、佐藤昭保、鈴木伸一、染谷文夫、鶴岡義明、驫木一三、 

中嶋清介、宮脇顕一、横山貞夫、若月英司 

 
◆テーマ１ 「情報教育の進め方」 

講 師 西村 豊 会員   13:00～14:45 

 
１）企業内における情報教育の必要性   

２）情報リテラシー教育の導入事例紹介   

３）ＩＴ経営への情報教育導入効果 

４）インターネット普及に伴う教育内容の変化（実技からモラルへ） 

５）官・民・学が一体となった今後の情報教育のありかた 

６）地方自治体が目指す電子自治体での情報教育の実態 

 
◆テーマ２ 「公的資金獲得ノウハウ」 

講 師 宮内勇三郎 会員   14:45～16:30 

 
1）補助金制度と種類 

2）助成金と融資の違い 

3）アドバイザーの基礎知識 

4）戦略策定 

5）申請手続き＆フォロー 

6）当該企業へのアドバイス経過フォロー 

中小企業を相手とする我々経営コンサルタントとして最も入りやすく、クライアントが受け入れやす

い分野として、評価が高い。公的補助金は原則返済不要であり、審査も厳しいが獲得できれば企業側

も価値がある。千葉県会としても研究会のテーマとして取り上げ、勉強をして行きたい。 
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●平成１５年度第３回役員会 
平成 15 年９月 2０日(土)  12:00～14:00   場 所 船橋市海神公民館 

参加者 染谷文夫、河井成夫、原 弘行、轟木一三、佐藤昭保、鶴岡義明、宮脇顕一、保科秀雄、 

西村 豊、若月英司 

内 容 

 １．ポリテクセンター千葉に関する報告 

 ２．千葉県経営者協会に関する報告 

 ３．平成１５年度北関東フォーラムについて 

 ４．北関東支部への補助金申請について 

 ５．千葉県会５０周年行事について 

 ６．チャレンジド・ジャパン・フォーラム 2003 について 
 

●MPP 研修会 

平成 15 年７月 26 日(土)  13:00～17:00   場 所 習志野市大久保公民館 

テーマ 「MPP 普及のための MPP」 

参加者 佐藤昭保、吉谷健二、宇賀田登茂男、河井成夫、鶴岡義明、轟木一三、中島清介、西村 豊 

内 容 

①． 経過：第 3７回経営士全国研究会議での研究報告の概要を説明し、その際に報告した「企

業等の先端的人材育成プログラム」について外部に向けて普及させることについて研究を

行った。 

・ 参加メンバーの顔ぶれにより、自己紹介を省略し、内容についてはパソコンにより全国

研と同じように６０分をかけてケーステーマの解説を行い、次いでリーダーとライター

を決めて討論に入った。 

・ ケースの内容は、今までに見られなかった今日的な問題のケースのためか、討論に熱が

入り各設問を超越した議論が度々なされ４時間にも及んでしまった。 

②． 成果：この度のケースは、会員の自己営業に関わることから、MPP に参加した回数によ

る理解度に差があり、一時は面食らった感もあったが、議論していくうちに、理解度が深

まるのに３時間も費やした。 

③． 本ケースの場合６時間程度が必要であり、「企業等の先端的人材育成プログラム」につい

て説明するには、マニュアルについても説明する必要を痛感した。 
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●９月度月例研修会 

平成 15 年９月 2０日(土)  14:00～16:30   場 所 船橋市海神公民館 

講 師 佐藤昭保 会員 

テーマ 「コンサルタントの健康について」 

参加者 小塚彦明、石塚康生、保科秀雄、中島清介、小島和久、原 弘行、宮脇顕一、轟木一三、

河井成夫、西村 豊、宇賀田登茂男、染谷文夫、榎本 均、鶴岡義明、藤江隆平 

 ①健康の定義と３０の法則 

 ②成人病がなぜ生活習慣病とといわれるのか 

 ③生活習慣の改善で健康な暮らし 

 ④何でも美味しく食べていますか 

 ⑤太りすぎていませんか 

 ⑥血圧は正常ですか 

 ⑦あなたの生活習慣病危険度チェック 

 ⑧「医学常識はウソだらけ（三石理論）」の紹介 

 ⑨慢性病の予防と簡単な治療法 

  ⅰ体のゆがみを治す 

  ⅱ水で血液サラサラ 

  ⅲ５分間で直る手当て気孔 

独立している経営士は、サラリーマンと異なり体が資本なので健康管理をすべて自分で行わなけれ

ばならず、今回の研修会が目からうろこといったところでした。 

 

●１０月度月例研修会 
平成 15 年 10 月 18 日(土)      場 所 船橋市海神公民館 
参加者 染谷文夫、鈴木伸一、中島清介、高砂 巌、佐藤昭保、宇賀田登茂男、藤江隆平、河井成夫、 

榎本 均、鶴岡義明、石塚康生、小島和久、横山貞夫、金子昌夫 

 

◆テーマ１ 「生産管理の視点」  13:00～14:45 

講 師 中嶋清介 会員 

生産管理とは何か、生産管理についての諸事項をまとめた大量な資料は、講師の１０年にも及ぶ生

産管理の現場体験をもとに、生産管理全体を俯瞰しわかりやすく整理した内容であった。 

講師は大日本インキの千葉工場のプラント作成などを経験して、ラテックスなどの高分子化合物生産

の専門家である。タイとインドネシアへの海外赴任を通じて、合弁会社を設立し異文化と触れ合って

いた。その経験を生産管理の体系に整理したものが、今回の資料である。生産管理の今日的な情報も

盛り込まれた、この役に立つ資料をもとに生産の現場の門外漢にも生産管理とは何かをわかり安く解

説いただいた。 
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◆テーマ２ 「中東情勢とビジネス」  14: 45～16:30 

講 師 石塚康生 会員 

いつも新聞紙上をにぎわす中東の情勢について、私たちはその本質を理解できていない。中東の歴

史的背景やアラブ民族の宗教、風土、国民性など私たちのまったく知らない事項について、商社マン

として中東のビジネスに深くかかわってきた講師が体験した生の中東についての情報を披露していた

だいた。 

 

  

●１１月度月例研修会 
平成 15 年 11 月 15 日(土)      場 所 船橋市海神公民館 
参加者 石渡善紹、宇賀田登茂夫、遠藤英雄、河井成夫、菊池武美、佐藤昭保、染谷文夫、 

鶴岡義明、轟木一三、中嶋清介、西村 豊、原 弘行、林 久雄、藤江隆平、前島英太郎、 

吉谷健二、横山貞夫 

 

◆テーマ１ 「コンサルに役立つ雑学講座」  14: 45～16:30 

講 師 鶴岡義明 会員 

普段の月例研修会はそれぞれ講師の専門分野の話で、一寸堅い（難しい？）が、今日の研修はその

一服の清涼剤のような内容で、誰でもが知っていそうで聞かれると一寸戸惑う様な事や、「へえ～！成

る程」と思う事等、様々な雑学の分野で、クライアント先に行った時など、話題に事欠かない内容で、

二～三例を挙げると、「不美人のことを"ブス"とよぶのはなぜ？」「"紅一点"この花は一体何？」「エレ

ベータのワイヤーが切れてしまったら？」等々、大変参考になったと皆さん喜んでいた。 

研修会が終わった後の懇親会の席で、これからの研修会は堅い話一辺倒ではなく、趣味等の話も交え

た方が良いのでは？と話が弾んだ。 

 

◆テーマ２ 「資産運用の考え方」   13:00～14:45 

講 師 小島和久 会員 

資産運用の考え方－相場への取り組み・何故うまくいかないか－について４つの観点から考察した。 

1.現在は日本経済も株価も、長期的下降トレンドにあるので、上昇局面があっても幅は小さく、期間 

も短くなる。従って株式では儲けづらい「株式投資困難時代」である。 

2.一般には投資をする時、自分のルールを持たないことが多いが、その時その時の感じで投資するこ  

とは、最悪の結果になる典型的パターンと考えた方が良い。「株は意地悪」で一般の逆をいくからで

ある。また売り買いの時、感情に邪魔されることも投資にとって大敵となる。冷静であることが必

要。 

3.マスコミなどからもたらされる景気予測や株式情報は、馴れ合い的なものが多く、こうした予測は 

余り当てにしないほうが良い。   
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4.間違った常識がはびこっている。 

①ファンダメンタルズ（経済からの株価予測）は後追いになる。株価は半年先行しており、経済指

標によって投資しても儲からない。 

②株式の需給について、例えば外人買いが好材料のように新聞は書いているが、企業価値が上がり、 

ファンダメンタルズの良い時には、どこからとも無くはるかに大きな買い需要が起こるものであ

る。 

③一般に、「割安株投資」とよく言われるが、毎日の株価こそが売り方、買い方の需給に基づいた 

「適正」な株価であり、割安株があると思うと間違えるのではないか。そこにあるのは 

むしろ投機だけと考えた方が良いと思う。 

 

ISOコンサルティング研究会開催報告 

 長期にわたってまとめてきた、ISO コンサルティング研究会の成果発表があります。ぜひご参加く

ださい。 

 

●６月開催 

平成 15 年６月 2８日(土)  10:00～16:30   場 所 船橋市 中央公民館 

講 師 近江 堅一 会員 

テーマ 「ISO9001/2000 QMS を活かした経営指導マニュアル作成 結果発表会」 

参加者 岩野邦久、宇賀田登茂男、遠藤秀雄、大久保 篤、河井成夫、川崎秀雄、渋谷 勲、 

染谷文夫、鶴岡義明、林 久雄、眞武清志、吉谷健二、佐藤昭保、近江堅一、若月英司 

内 容 

 １．近江堅一会員（ISO9001 主任審査員）より、ISO9001/2000 の正しい認証取得の仕方につい

て説明 

 ２．宇賀田、吉谷、遠藤、河井、大久保、岩野、若月、川崎の各会員より各自作成の各々の専門

分野の経営指導マニュアル（案）について説明  近江会員よりまとめ方について指導を受け

た 
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●８月開催 

平成 15 年８月 16 日(土)  10:00～16:30   場 所 船橋市海神公民館 

講 師 近江 堅一 会員 

 
テーマ 「ISO9001/2000 QMS を活かした経営指導マニュアル 編集会議」 

参加者 宇賀田登茂男、岩野邦久、近江堅一、金子昌夫、川崎秀雄、佐藤昭保、渋谷 勲、 

鶴岡義明、吉谷健二、林 久雄、若月英司 

内 容 

 １．今後の進め方についての検討 

 ２．前回（6/28）指導に基づく改定版および新規「経営指導」マニュアル（案）の作成者説明と

近江堅一会員による指導 

 ３．次回開催予定日（10/5）の決定 

 

●１０月開催 

平成 15 年 10 月５日(土)  13:30～16:30   場 所 船橋市海神公民館 

講 師 近江 堅一 会員 

テーマ 「ISO9001/2000 QMS を活かした経営指導マニュアル作成 追加修正」 

参加者 宇賀田登茂男、岩野邦久、近江堅一、大久保 篤、佐藤昭保、鶴岡義明、染谷文夫、 

榎田國男、遠藤秀雄、松木幹雄、若月英司 

内 容 

 １．医療器具に関する ISO13485 

 ２．パチンコ業界の最近の ISO 認証取得状況について 

 ３．ISO9001／2000 年版ＱＭＳを活かした「経営指導」マニュアル取りまとめ方法について 

 ４．「経営指導」マニュアル改定案作成者説明と近江堅一会員による指導 

 ５．次回開催予定日（12/23）の決定 
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保存版・アクセスマップ 

 会場へのアクセスがわからないとの声をいただきましたので、主だった会場の地図を掲載いたしま

す。ぜひご利用ください。 

 

■船橋市 中央公民館、勤労福祉センター ■船橋市 海神公民館 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

■習志野市 大久保公民館 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

勤労福祉センター 

近道 
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■千葉市 千葉市民会館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■千葉商工会議所    ■千葉市 ぱ･る･るプラザ千葉 
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■柏商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 連 絡 先 電  話 Ｆ A X 電子メール 
県 会 長 染谷文夫 047-341-6772 047-341-6772 fumio_someya@ygk-support.jp 
月例研究会 河井成夫 047-346-4441 047-346-4441 icb26004@nifty.com 
月例研究会  西村 豊 047-455-0900 047-455-0900 yuta.nsm@juno.ocn.ne.jp 
ISO 研究会 若月英司 043-247-5078 043-247-5078 e.wakatsuki@mbm.nifty.com 
MPP 研修会 佐藤昭保 04-7159-3419 04-7159-3419 － 
広   報 鈴木伸一 090-5446-2808 04-7133-1303 shin_suzuki@nifty.com 
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会員各位                               平成 15 年 11 月 10 日 

                                (社)日本経営士会 千葉県会 

                                    研修担当 河井成夫 

平成 15 年度 三会合同研修会開催のご案内 

   
恒例となりました「三会合同研修会」を下記要領にて開催いたします。 今回のテーマは「２１世紀を勝

ち抜く流通業の統合ＩＴシステム構築の考え方進め方」です。21 世紀の今日ＩT 技術は社会に大きな影響を

与えるとされています。流通業経営においてもＩＴシステムは欠かせないものになりました。この機会に最

先端流通業のＩＴシステムの情報を是非ご聴講ください。なお、今回は行政書士会、技術士会等からの参加

者もおいでになる予定です。 

 また、研修会終了後、恒例の懇親会を開催します。その席でも流通業のコンサルタントとして第一人者の

波形克彦先生を囲んで２１世紀を勝ち抜くためのコンサル技法について各会を超えて花を咲かせたいと思い

ます。こちらの方にも多数のご参加を期待しています。 

 
記 

１． 日 時 平成 15 年 12 月 13 日(土) 研修会 14:00～16:30 

                               懇親会 16:30～18:30 

２． 場 所 千葉商工会議所会議室 １４階 

      ＪＲ千葉駅東口より１０分（案内図参照） 

      ＴＥＬ：０４３－２２７－４１０１（代） 

      懇親会 ９階「レストラン ピープル」 

３． テーマ 「２１世紀を勝ち抜く流通業の統合ＩＴシステム構築の考え方進め方」 

 
  講師 波形 克彦 先生 商業システム研究センター 代表 

東京都出身｡産業能率短期大学販売能率科卒業後､早稲田大学ビジネススクールでシステムデザイ

ンを専攻｡日本婦人新聞記者､繊維新聞記者､同編集長を経て､商業システム研究センターを設立｡ 

現在､同代表のほか､産業短期大学能率科講師､中小企業診断士､社会保険労務士､IT コーディネー 

ター､等を務める｡ 

 

４．参加費 講演会、懇親会 出席  ６，０００円 

      講演会のみ（資料代）  １，０００円 

５．申し込み方法 １２月３日(月)までに下記ＦＡＸでお申し込みください。 

 
研修会申込書  申し込み先 (社)日本経営士会 千葉県会 研修担当 河井 成夫 

      ＦＡＸ（ＴＥＬ共） ０４７－３４６－４４４１ 

「２１世紀を勝ち抜く流通業の統合 IT システム構築の進め方」 出席希望個所に○印をつけて下さい 
氏  名 講演会 懇親会 

   

 


