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2016 CUC中小企業マネジメントスクール

中小企業マネジメントスクール ２０年の歩み
千葉商科大学 地域連携推進センター長･教授

鈴木

孝男

CUC中小企業マネジメントスクールは1997年に「中小企業経営セミナー」として発足してから今年で20回目を迎えます。こ
のスクールがここまで続いた最大の要因は、受講者のOB（OG）組織である生々塾の全面的なサポートがあったことにあります。
特に第2代の広浜泰久代表（株式会社ヒロハマ会長、中小企業家同友会全国協議会幹事長）、第3代の田平和精代表（株式会

第２０回 募集要項

受講生募集！

社市川ビル代表取締役、市川商工会議所副会頭）の本スクールへのご尽力には心より感謝申し上げます。また、第１回から参
加し続けてくださっている松瀬邦夫氏や亀井隆氏をはじめ長期間継続して受講してくださった多くの方々にも心からの感謝の気持
ちを申し上げます。
実際にセミナーを行ってみて、大学教授や研究者の理論やデータをもとにした話よりも、中小企業の経営者の実体験に基づい
た話に高い関心があることがわかってきました。そこで講師選定に際しては受講者である経営者にヒントや元気を与えられるよう
な経営実績を残している人を探すように心がけてきました。講師企業（経営者）を選ぶ情報源としては、千葉県中小企業家同
友会や東京都信用金庫協会からの情報が非常に有効でした。これらの団体の皆様にも大いに感謝しています。
本スクールの20年にわたる取り組みで得た知見は「中小企業経営の先生は優れた中小企業の経営者である」ということです。
まさに現場の実践の中にこそ経営の真実があるのです。

地方創生の実現のために。人の成長が企業の成長へ、そして地域の成長へ。
我々を取巻く経済環境はめまぐるしく変化しております。日銀のマイナス金利政策の導入やＩＴ技術の
進展など、今までの常識では計れないものとなっておりますが、この変化をチャンスと捉え、デフレ脱却を
確実なものとし地方創生に繋げていくことが肝要です。
千葉県経済に目を向けますと、県内人口は622万人と過去最多を更新し、基準地価も上昇に転じるなど、
デフレ脱却に向けた動きが顕在化しつつあります。さらに、東京五輪・パラリンピック開催によるインフラ
整備の促進やインバウンド増加なども、今後の地域経済への波及効果が大いに期待されます。
こうした環境の中、当行は地域金融機関として、地域経済の更なる活性化を図る取り組みを強化して
おります。「観光活性化ファンド」や「クールジャパン機構」を活用し、豊富な観光資源を有する本県へ
の効果的なインバウンド誘致を図るほか、医療機関や行政などと連携した「地域包括ケアシステム」の構築により、少子高齢化
社会に対応する新たな街づくりの支援も行っております。そして、中小企業支援ではコンサルティング機能を発揮した「事業性
評価」にも取り組んでおります。このように金融面から地方創生を後押しすることで千葉県経済の成長に積極的に貢献したいと
考えております。
今年度の本スクールは、
『
「中小企業経営の目指すところ」何のために経営をするのか、誰のための会社なのか』をテーマに
開催されます。地方創生の実現に向け、人の成長を企業の成長へ、そして地域の成長へとつなげていく上で、優れた中小
企業経営者の実体験に基づく、
貴重なお話に触れる絶好の機会となりますので、
ぜひ多くの方にご参加いただきたいと考えております。
最後に、「ＣＵＣ中小企業マネジメントスクール」が開講20周年を迎えますことを心よりお祝い申し上げますとともに、本スクール
並びに受講生など本スクールに携わる皆さまの、ますますのご繁栄を祈念申し上げます。

株式会社京葉銀行

取締役頭取

小島

信夫

経営幹部の道場ＣＵＣ中小企業マネジメントスクール２０周年を祝す
千葉商科大学中小企業マネジメントスクール２０周年をお祝い申し上げます。
当社は第５回から参加し、以後毎年経営幹部を送り込み、このスクールから多大の知とパワーを得る
ことで、会社の業績も鰻上りです。経営者・幹部は激務の中で、自社の存在意義（社会へのお役立ち、
Ｗin 〜Ｗinの関係拡大）を忘れがちです。当スクールは毎月１回、大学で元気なリーダーの講演を聞き、
第２部（飲食付き異業種交流会：別料金不要！）で、元気エネルギーの増幅交換と共に、経営幹部
の魂を洗い清めます。会社業績は、学び続ける幹部主導の経営革新で支えられます。千葉商科大学
で共に学び、会社を良くし、地域の振興・国家の発展に貢献致しましょう。本道場の費用対効果は日
本一を自負しております。今年度も一緒に学び高め合いましょう。

千葉商科大学 生々塾代表

田平

和精（市川商工会議所 副会頭、㈱市川ビル 社長）

中小企業経営 の目指すところ
何のために 経営をするのか
誰のための 会社なのか
2016 年5月 14 日（土）〜 2017年1 月21 日（土）
企業や組織のマネジメントに携わる経営者･実務家、起業を志す学生･社会人に向けた
中小企業経営の革新と創造的リーダーの育成を目指すセミナー

月１回・土曜日開講（全8回・スケジュールは次頁をご覧ください）
◆第一部／勉 強 会 15:00〜17:00
◆第二部／異業種交流会 17:30〜19:00 自由参加／飲食付（年間申し込み者は無料）
■定
員
■受 講 料
■会
場
■申込締切日
■申 込 方 法

50名（最少実施人数20名）
25,000円 単発での参加も可（但し、受講料5,000円/1回）
千葉商科大学
2016年5月7日（土）
①氏名 ②ご住所 ③連絡先（TEL･E-mail）④ご職業（勤務先名・所属・役職等）
を
明記して、
ファクシミリまたは Eメールでお申込みください。
※受講料は当日ご持参ください。

お申し込み ・ お問い合せ
千葉商科大学 地域連携推進センター「中小企業マネジメントスクール」係

〒272-8512 千葉県市川市国府台1-3-1
TEL : 047-320-8667 FAX : 047-373-9958 E-mail : cucr@cuc.ac.jp
＜千葉商科大学へのアクセス＞
JR総武線「市川駅」下車：徒歩約20分
（バス利用の場合、駅前京成バス1番のりばから松戸駅行または松戸営業所行

東武スカイツリーライン

大宮
新越谷

に乗車約10分 「和洋女子大前」下車 徒歩3分）

JR武蔵野線

南浦和
JR常磐線

京成線「国府台駅」下車：徒歩約10分
北総線「矢切駅」下車：徒歩約20分 （バス利用の場合、 駅前京成バスのりば
から市川駅行に乗車約10分、 「和洋女子大前」下車 徒歩3分）

■主催／千葉商科大学
■協力／生々塾（本スクール修了生の経営学習会）
■後援／市川市・江戸川区・千葉県中小企業家同友会・東京東信用金庫・千葉県経営者協会・市川商工会議所

アクセスマップ ・数字は本学までのおおよその所要時間(分)
・乗換などの時間は含みません
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日暮里

JR常磐線「松戸駅」下車：京成バス3番のりばから市川駅行に乗車約20分、
「和洋女子大前」下車 徒歩３分
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CUC中小企業マネジメントスクール20周年 記念講演
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第4回 9月17日

５月14日㈯

東邦航空株式会社 代表取締役社長 宇田川 雅 之

コミュニケーションとホスピタリティー 四国遍路が教えてくれたこと
千葉商科大学 地域連携推進センター長･教授

鈴木

安全安心な市民生活とインフラ整備の下支えとしての空飛ぶ社会貢献

ヘリコプターを活用しての防災減災や山岳、洋上での航空人命救助、ドクターヘリでは救急救命活動、伊豆諸島の
皆さまの日々の生活路線の確保や山間部での送電線工事等を行なっています。また北アルプスを中心とした山岳地域

孝男

弘法大師空海が開いたとされる四国八十八カ所の札所巡りは、一昨年（2014年）で
1200年目となったそうです。交通機関が発達した現代では、個人で回る人が多くなっていま
すが、かつては講という団体を作って徒歩で回るのが大半でした。
また四国ではお接待という独特の風習があり、遍路者を支える活動が続いています。地
域の人々との交流も遍路をしていく際に経験する重要な要素です。こうした独特の雰囲気

の山小屋への生活物資の資材輸送や航空報道取材等、安全安心の市民生活や社会インフラ整備の下支えとしてのヘリ
コプター運航業務とともに官公庁ヘリコプターの整備事業を行なう総合航空運送事業者として社会に貢献する事業内容
について紹介します。

第5回 10月8日

女性経営者の視点から見た女性を活かす組織づくり

の中で巡礼をしながら、それまでの人生観や価値観が変わった、と述べる遍路者も出てい
ます。
共に歩くメンバー同士や地域の人々との交流の中で遍路者の心の中に生ずる独特の心の有り様こそが、四
国遍路の本質です。それがここでいうコミュニケーションであり、ホスピタリティーです。このコミュニケーションと
ホスピタリティーが中小企業経営とどのような関連性をもつのか。こうした点について私の考え方を述べてみたい
と思います。

第1回 5月14日

株式会社イシド 代表取締役社長 沼 田 紀代美
弊社、株式会社イシドはそろばん人口が急激な減少を始めた昭和47年に創業しました。超衰退産業、かつニッチ産
業業種でイシドはなぜ生き残り、成長をしているのか。
その理由には、社員のやる気を引き出し「全員参加」で経営目標を実現していく仕組みづくりと、女性スタッフを活
かした組織づくりがあります。
99％の方に「通ってよかった」と言われるそろばん教室「いしど式」の社内活性化についてお話をします。

国内唯一のエボナイト工場を事業継承した三代目社長が経営方針を語る

第6回 11月12日

未来の自分は、今の自分で決まる。

株式会社日興エボナイト製造所 代表取締役 遠 藤 智 久
原料が天然ゴムの硬質ゴム、エボナイト。古くから電気絶縁素材や万年筆、木管楽器のマウスピース等に使われてい

株式会社ナルシマ 代表取締役社長 鳴 島 英 雄
当社は企画デザインから印刷、製造、セット梱包を一貫生産をしている会社でございます。

るエボナイト素材を国内で唯一製造する日興エボナイト製造所の事業を承継した三代目社長は、荒川区行政との関わり

また、商品開発した製品をインターネットショップで販売もしております。

をきっかけに、脱下請けを図るべく、事業の多角化を進めています。

会社が全焼しゼロからのスタートで現在どのように変化したのか「従業員と会社が目指してきた事」また「人の大切さ」

産学官連携、経営革新計画、万年筆事業への進出、海外販路の開拓等、多岐にわたります。またここ数年の近隣事

をお話をさせて頂きたいと思います。

業者との異業種会主宰を通じて得た経験を紹介します。

第2回 6月11日

中小企業のお金の儲け方
税理士法人 古田土会計 代表社員 古 田 圡

第7回 12月10日

人を活かすため、中小企業ができること

満

株式会社ヒカリシステム 代表取締役 金 光 淳 用

中小企業の約７０％は赤字で賞与を払えない会社は３０％以上あります。大企業はほとんどの会社が黒字なのに、な

企業の究極的な使命は「人を活かす」ことだと考えます。働く人を活かし、お客様を活かし、取引先様を活かし、地域

ぜ中小企業は赤字が多いのか、それは経営を学んでいないからだと私は思っています。
具体的には会社が儲かるコツは、時代の変化に合わせて商品サービスを変えていかなければならないのに、コスト削
減ばかり努力しています。
経営の方向性が間違っています。戦略の誤りは、戦術ではカバーできないのです。

第3回 7月16日

地域とともに

を活かし続けるための条件として企業を存続させる必要がある。「儲かる企業・潰れない企業」は条件であって目的では
ありません。
大企業に比べて人材確保に関して不利な面があるという現実問題があるからこそ、中小企業は採用・教育・組織づくり
の定石を学びながら、経営品質を高めていく努力を払う必要があります。そのような視点で、当社において取り組んでい
る事例をお伝えしたいと思います。概要：採用・教育・コミュニケーション・人事評価・報酬・内部体制（PDCAの回し方）に関する方針

第8回 1月21日

中小企業経営と非言語コミュニケーション

大里綜合管理株式会社 代表取締役 野 老 真理子

千葉商科大学 地域連携推進センター長･教授 鈴 木 孝 男

千葉県大網白里市で、不動産業をして創立42年。20名弱のスタッフで280の地域活動を展開させながら年商4億

人類の歴史は700万年といわれています。その長い歴史の中で、言葉によるコミュニケーションが行われるようになっ

ほど。
特徴の一つは8500名の不在地主さんの土地を管理。年2回の草刈りと見回りでお預かりしている土地を保全してい
ます。もう一つは地域活動。勤務時間の約4割を280種類の地域活動に当てています。
ちょっと変わった会社です。

CUC中小企業マネジメントスクールは、次の企業様からご支援・ご協力をいただいております。▶

たのは、20万年前とも数万年前ともいわれており、比較的新しいことです。さらに文字を使ったコミュニケーションと
なると、おそらく1万年程度しかたっていない可能性があります。
ここから言えることは、情報通信技術が高度に発達した現代社会において、我々がコミュニケーションのツールとして
最も重視している言葉や文字が万能でないということです。それではどのようにしたらコミュニケーションがうまくとれ
るのか？この点も踏まえて小規模組織における人間のコミュニケーションのあり方について述べてみたいと思います。

(株)市川ビル、(株)加藤新聞舗、山崎製パン(株)、(株)アービック、(株)ヒカリシステム、(株)市川環境エンジニアリング
京葉瓦斯(株)、(株)ヒロハマ、松瀬キャリア教育研究所、(株)京葉銀行、(株)千葉銀行、(株)千葉興業銀行

