
カラファシンスレの権7溜品P
One for All,Al!for One「私がいなくちゃ始まらない、私がいるから中央支部」

支部大会 &特別プログラム
オープニング 12:45-12 10分 開会セレモニー ABC

第1部 12:55-14 45 110分 支部大会 ABC
第2吉β 14:45-15 25 40分 部会説明会 ABC

15:30～ 16:30 60分  (1メ、20分 ) キャリアカウンセリング D

15:30-16:30 60分 ミニセミナー ～経営者に信頼される/L/ゼンス 落語家に学鳩舌し方・振舞いの妙 E

15:30-16 60分 セミナー・ワークショップ企業内診断士～独立への道 F

15:35-17:00 85分 研究会・マスターコース活動説明会 ABC
15:40-17: 90分 (1人 4分 ) /Elフィール写真撮影会 ABC
16:45～ 17 65分 つながる。おしゃべりカフェ ～食べて言舌して中/」 企ヽ業を応援しよう ! D

17:00-17 50分 研究会。MC・ 4区診断士会・部会 ブース相談会
第3吉β 18:00～ 19:30 90分 会員交流会 ABC

会場別スケジュール
ZZ多彰●●場椰 薇多錮魃 晰:輻 Z多彩鰊鰊笏場,饂聰      多愉蜀 κ鍼 笏笏

案内

研究会・マスターコース

活動説明会 (新入会員向)

プロフイール写真撮影会

(新規/既存会員向)
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一般社団法人 中小企業診断士協会 中央支部主催
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【スローガン】
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笏楊賤隧颯鰊玲
-11の執行部会、9のプロジェクト
ー14の研究会、12のマスターコース

鰊隕妙≪鞣霧ネッ馘彪―⑪づくり棘覺キルマップ聰靡
一多種多様なイベント、セミナー・研修の開催

輻ジネ仄財斃蜀鰈
一

章貸罰暦
・中央区・港区・文京区を拠点にしたビジ
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会員の年代別構成

8参筏 2像代   3つ筏

18 ‐ |‐ 10‐      199

,ル傷■‐″残|■|`=移6鬱イイt
2る場

'7.7% 雛
響
蒻

協 会 全体
に対する

東京 協会
の害1合

協 会 全体
に対する

中央支 部
の割 合

東 京協 会
に対する

中央支部
の割 合

女 性 42.6% 14.7% 35.4%

男 性 51.5% 18.2% 346%
合 計 43.1% 14.9% 34.7%
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※中央支部関連組織 (4区診断士会)

・ (―社)ち よだ中小企業経営支援協会
O NPO東京都中央区中小企業支援センター
O NPO東京都港区中小企業経営支援協会
O NPO文京区中小企業経営協会
※東京シティプラットフォーム (構成機関)

中央支部執行体制

執行委員60名
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顧間政策委員     ‐

正冨」支部長 音「‐長

総務部長 土 田 健治

経理部長 大根田 陽介

広報部長 遠藤 孔仁

研修部長 高鹿 初子

研究会部長 西原 寛人

会員部長 大野 進一

青年部長 濱□ 誠一

国際部長 松島 大介

渉外部長

(副支部長兼任)

弥冨 尚志

ビジネス創造部長 神宮司 絢佳

実務従事支援部長 中原 裕之

顧
間

木村 博光

小林 勇治

宮崎 一紀

小出 康之

小野 修一

松枝 憲司

政
策
委
員

青野 忠義

遠藤 英彰

関本 征四郎

武居 弘泰

中野 和彦

長谷り|1 勇

松崎 香澄

山田 一

鳥海 孝

今宿 博史

河合 正嗣

大場 貞男

三宅 幹雄

参
与 波形 克彦

支  部 長 八本 田鶴子

副 支 部 長 兼子 俊江

金綱 潤

鎌田 浩一

佐藤 正樹

佐藤 裕二

′′

(渉外部長兼任)
弥冨 尚志

副 支 部 長 鴨志田 栄子

内部監査委員

内部監査委員 高野 武彦

加藤 茂

※蓋扇』笈移憂、魏疑議鉤脅隧蛉後蟷踪
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執行委員 (アイウエオ順) ※正副支部長・部長以外

青木 公司 東京協会事業開発部長

赤22 豪 研究会部冨」部長

飯野 純夫 実務従事支援部副部長

石川 秀朝 会員部副部長

磯山 隆志 総務部副部長

伊藤 孝一 総務部副部長

丼村 正規 国際部副部長

宇都宮 徳久 研修部副部長

大谷 秀樹 研究会部副部長

J」 りヽ|| 売 一 研修部副部長

尾崎 多佳代 総務部副部長

金子 敦彦 歩外部副部長

久保 和也 広報部副部長

小石 悟史 竃年部副部長

古賀 元 歩外部副部長

小暮 美喜 研究会部副部長

小島 慶亮 ゴゾネス倉」造音隔皓『長

後藤 さえ 国際部副部長

小林 敬幸 総務部副部長

小林 ますみ ヨ際部部員

高橋 力也 二
゛
ツ
・
ネス創造音隔」音β長

高橋 真紀
`・

シ
゛
ネス倉」造部冨」音B長

長 克成 竃年部副部長

坪丼
/AN夫 彗年部副部長

手坂 空太郎 二
・
ジネス創造部副部長

東穂 芳乃 ム報部副部長

鳥居 経芳 ム報部副部長

永井 謙一 径理部冨」部長

南雲 (塙)智子 1・ ツ
・
ネス創造音隔皓:長

原 知世 径理部副部長

日置 律子 会員部副部長

藤田 泰宏 国際部副部長

三澤 響 喧報部副部長

宮川 公夫 研修部部員

村尾 奈津 研修部副部長

守谷 元伸 歩外部副部長

山崎 文 実務従事支援部副部長

山崎 隆由 実務従事支援部副部長

山根 孝― 歩外部副部長

山本 修 東京協会広報部長

吉野 太佳子 会員部副部長

若林 和載 含員部副部長

颯1颯1魏1憫1魏愧1靱

若手診断土・女性診断土・企業内診断土の活

躍～各部員・プロジェクトメンバー、その他
一 絋循勒蛉嘔趙饂黎 :蠍 4室斃攀 鮫鯰ey鶉亀

壼眈鰺診鋏堂勉率 鈴巾“輪疱

鰊錮疵～骰聰疵魃攀 枡り。け儡
0 執行委員の年代別構成

・ 執行委員の男女比率
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①中小企業診断士としての資質向上のため、研鑽の機会の場の
創造・提供 :各審6惨 プ翻ジ五クト|こよるなミナータイベン舞など纂数
開催

②ビジネス機会の倉」出と提供および中小企業事業者にとって役
立つ活動の推進 :催策家協会の各種プ翻ジ五ク辣崎鶴壌援魃
業等 |こ協力し参面、タト部機趙ならの纏慶の支援案件鰺 |こ機種鑢筵文J瘍

③より魅力的な東京協会 。中央支部活動のあり方の提案と実
践 三「診断士の回塵隋燿イベン舞「中央魏 歌つつ」新規扁催

④会員サービスの一環としての情報提供の強化 :「中央支畜降鶴
かリガイド」を刊行 場配奪。本―ムベージのりニューマル鐵%。 推閲議

「ふれあい」を幸突支部設立う周年議議雹として発行

難総鶴隧
0事業計画については、収支均衡予算&決算で執行し、活動成

果をあげることができた
鬱  各種のイベントのをミターなどへ延べ0,①OO入以上の多加

支部大会資幾

楊鯰懃鰊晰1鯰鰺颯1笏
【プ ロジ ェク ト報 告】P」 リーダーは副支部長、各部横断的に相互協力・実施

′       プロジェクト名       ′            実施内容等
″        ″

翼

魃識茫多誓瘍%籠≫磋判饒蓼鬱多凛嘉華皿 の運島:重母ま欝証、各イ
ベントでの人会 ′

鉤鍼鰊鶉聰 務影
k善項目洗い出しと20項 目の改善実施、「ふれあい ′

分|‐il■,■,o百て,,|れ||″オ1参茄おを|;影
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【各部事業実績】

輌1颯報愉晰1鯰1隋1鯰

支部役職者・部員・ 等名簿管理、

各種会議運営、支部事務所運用、
各種推薦者募集対応、新年おめでとう会運営、

中央支部早わかリガイド整備・活用 ほか

支部の出納業務、記帳処理、予算策定、決算業務と監査対応 ほか

HP管理運営・ りニューアル、 eニュース・メルマガ編集発刊、ふれあい支部

5周年記念号発刊 ほか

知のホット]―す―、技のホット]―す-5回開催、他部連携企画 ほか

認定研究会・ マスターコースの運営管理。代表者説明会 (23団体参加)、 中

央支部祭り成果発表会 (8団体フ
゜
レビン) ほか

会員参加イヘ
゛
ント・他部連携企画開催、新入会員フォローアップイベント3回・ス

フ
゜
リンク

・
フォーラム0秋大会ほか

ワンコインセミナー4回開催、若手診断士向けキャリアセミナー、他部連携企

画、他県協会、他支部・ 他紙業との交流会実施 ほか

国際部サロン (4回)0セミす一開催、グロJヽ
い
ルウィンド、他部・他支部連携ほか

東京シティPF・ ミラサホ
゜
活動支援、4区診断士会連絡会議、東商支部事業協力ほか

民間企業・他士業・経営者とビジネスマッチング・ イヘ
゛
ント等開催ほかビジネス創造部

東京協会実務従事事業支援、実務従事機会の提供、指導員への個別支援、ほか

るこ颯滸颯錢魃錢|´顆躾腋ml聰1吻吻1漱鰊
【靱瘍顆鼈鯰螂蜆】

0専門員区分追加登録は 随時受付ける (窓□は総務部長)

東京協会 0専門家登録制度の区分

Al独立診断士 :中小企業の支援経験があリー人でやれる

B)独立診断士 :中小企業の支援経験は少ないが、

今後経験を積みたい

馘 絋魏鰊愉魏翡 :中小企業の支援経験があリー人でやれる

妙 鯰魏鑽愉鋏翡 :その他 (中央支部のみ)

今後支援経験を積みたい

0-般公募時の条件等
・ 募集内容による登録範囲、案件内容 0適性、中央支部活

動 0診断士協会活動への参加状況、部会活動・プロジェ

ク ト活動、推薦者の有無 等
・ 会費納入は必須条件
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饂東蒙協残解残修姿晏珍プ絋ジ五ゲ舞へ聰耀之珍黎雉な越し

東京協会の各執行部会、委員への派遣 対応する執行各部より

経営力向上下OKYOプログラム委員 (専門家登録) 登録希望者

なでしこプロジェクト 支部長・女性会員

化学物質管理プロジェクト 部長推薦

企業内診断主交流会の幹事 企業内診断士活性化P」

連合会本部シンポジウム司会・相談員 0運営委員 執行委員より推薦

東京協会「診断士の日」プロジェクト委員 執行委員より推薦

東京協会会員部 1年目の会幹事 部長推薦

企業診断ニュース「はつらつフ
゜
ロコンライフ」インタビュー掲載 部長推薦

経営改善計画策定支援説明会 /AN募による

実務従事マッチング大会実行委員 実務従事支援部

新入会員歓迎秋大会運営委員 会員部・青年部部長推薦

新入会員歓迎春大会スプリングフォーラム運営委員 会員部・青年部部長推薦

多る多κ残%%     ■
|‐ ■|・■■

〔おもなビジネス機鷲突筵 (1笏1嬢)|し|12の

`ら

奪4鶏|～2の 1鷲17奪念鶏|■ |※登1録1図1彎 |

募集対象| 実1績|

外部支援機関

ものづくり・ 商業・サービス業革新補助金 審査員 A～D※ 71

東京都中小企業振興公社専門家登録 (28-29新規) A～ B※ 19

東京都中小企業振興/AN社専P5家登録 (継続) A～ B※ 44

荀店街訪間支援者 4区の診断士会 10

経営発達支援計画審査員 支部部長会 10

経営力向上TOKYOプロジェクト専Fヨ家新規登録 ∧～ B※ 24

等 東京都産業労働局観光部専P5家登録 A～ B※ 2

ソヾナ価格交渉サポート事業セミナー講師・専P5家 A～ B※ 4

中小企業基盤整備機構ハンズオン支援事前調査員 ∧～ B※ 9

動き方改革支援事業 専門家登録 A～ B※ 19

東京保証協会経営力強化促進補助事業専門家登録 支部部長会推薦 32

東京保証協会経営力強化促進補助事業 案件実績 登録専門家 127

〈
（

協断
連

診

関

理論更新研修運営委員 支部執行委員 18

実務補習指導員登録 (28-30新規登録) ∧～ D※ 41

実務補習指導員 (夏・冬)副指導員は随時参加可能 登録指導員 34
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貸借対照表 (2017年3月 31日現在 )

2016■三I蔓 (H28) 2015盗F層議 (H27)

普通預金 15′ 340′ 974 13′ 739′ 310

差入保証金 750′ 000 750′ 00C

資産合計 16′ 090′ 974 14′ 990′ 968

負債合計 2′ 332′ 506 1′ 781′ 517

正味財産合計 13′ 758′ 468 13′ 209′ 451

負債正味財産合計 16′ 090′974 14′ 990′ 968

く抜粋>

正味財産増減計算書 (2016年4月 1日 ～2017年3月 31日 )

2016奪三』蔓 (H28) 2015奪三[蔓 (H27)

支部助成交付金 10′ 915′050 10′ 926′ 700

大会関係収益 807′ 000 812′ 00C

部会事業収益等 1′ 030′460 601′ 40C

事務所使用料収益等 649′ 700 605′ 000

径常収益合計 13′ 402′ 210 12′ 989′ 647

大会関係費 2′ 964′493 2′ 994′ 672

春大会等関係費 465′89 379′ 930

総務部費 4′ 016′ 649 3′ 817′ 691

経理部費 314′ 205 260′ 854

雇k幸晨音F曇封 1′ 081′ 188 1′ 299′ 610

研修部費 381′ 165 656′ 764

研究会部費 535′ 210 518′ 115

会員部費 287′ 588 278′ 954

青年部費 188′890 326′ 052

国際部費 408′ 274 373′ 133

シ歩タト音F曇藝 317′ 844 386′ 223

ビジネス倉」進指F費 446′ 101 447′718

実務従事支援部費 45′ 479 86′ 150

委員会等費 1′ 400′215 825′ 545

支部部会費等計 9′422′808 9′ 276′ 809

経常費用計 12′ 853′ 193 12′ 651′ 411

当期経常増減額 549′ 017 338′ 23C

径常外費用計 0 C

当期正味財産増減額 549′ 01フ 338′ 236

正味財産期首残高 13′ 209′ 451 12′ 871′ 215

正味財産期末残高 13′ 758′ 468 13′ 209′ 451



一般社団法人 東京都 中小企業診断Jl協 会

会長     米 田 英 二 殿

内部統制室長 三宅 幹雄 殿

中央支部長  八本  田鶴 子 殿

平成 28年度 中央支部 決算内部監査実施報告書

平成 29年 4月 6日 中央支部会議室において、平成 28年度決算内部監査を実施いたし

ました。

平成 29年 3月 31日 現在における貸借対 1翠 表、正味財産増減計算書のそれぞれの決算

処l~Tは 、「支部経理実施要領」に準拠 して行われ、いずれも適正にして正確に処理されてい

ることを、認めます。

会計システムの機密保持 (パ スワー ド管理など)について t)調 査 し、厳格な管理が行わ

れていることを確認 しました。

また、同期 における業務監査につきま して、内部監査委員は支部執行委員会、支部部長

会議に出席す るほか、総務部長お よび経理部長か ら執行内容の報告 を受 け、議事録等を確

認 し、業務および財産の状況 を調査 し、必要に応 じて執行内容の報 告を求めま したが、い

ずれ も適正であ り、特に指摘する事項はあ りませんで した。

以上、ご報告いた します。

平成 29年 4月 6日

一般社 INll法 人 東京都 1'小企業診断士協会 中央支部

内部監査委員 高野 武彦
多多彩

内艦酵員麻 茂
形

添付 内部監査チェ ック リス ト (確認結果記載 )
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【スローガン】

妙 琲鰊條悩累饒悩累蒻 妙 讚

鰊嘲鯰蜀漑痣跛鶉咆魏魏黎鰊了輻鋏珀顆痒渉鰺魏冬鰈瞼吻恣

【基本方針】

辣贔蠍扮洸蝙雹魃玲鋏魏薇之 颯緑戌檄鶴

覺礼図は核脩放鸞俸瘍鑽贔了聰

鬱颯懃聰1輪鯰咆1鐵1炊ml颯鬱晰‐鋏‐瘍
①辣層ち金斃震夕鰈董としての資甕褥上のため鷺霧なの機会のはや

塵じ進 修振侯～多種多様な会員ニーズに対応したセミナー・

研修、視察会などのスキルアップの場を倉」造し、提供する

また、そうした場での相互交流の促進をはかる。

② 蓼ジネス鶉餃鰊倉J鐵 と機儀および中摯壼難事業者鍾なつて投

立●滋颯雹疵進 ～東京協会のビジネス案件に積極的に協力

し、また、中小企業支援機関との関係を深耕しt4区 の診

断士会とも連携してビジネス機会を倉」出し提供するとともに、

中小企業事業者にとって役立つ活動を一層推進してい<
0まり蟷力価な策京魏瞼 修申央蔓郡遜動の雉り力の振興む突鰈

～会員にとつてより魅力ある活動をめざして、東京協会およ

び中央支部の活動のあり万の提案や実践をしてい<
@餡幾ワー馘ス雹―mと しての罐魏据傑鶉3酸化 ～ホームペー

ジやメールマガジン、中央支部の機関紙「6ヽれあい」、「中

央支部早わかリガイド」等による情報提供を一層強イヒする



1晰1颯魃鶉晰1鯰1瘍1鶉 |

・ 東京協会への積極的な提言
― 正副会長+6支部長会議
一 東京協会部長会
― 東京協会理事会

・ 東京協会と連携 した活動

鬱撼痒零晨薇Q● 4袢憫饂颯
鬱菫猥帷なでわ叩イプ恣 鬱蝙量
惨軋デ輻六咸鶉ユ●絃饂之鰊診眈蜀震晰

‐■務1鍼鋏靱1鸞1靱1瘍1鋏|

圧倒的な中央支部の会員数

多様な中央支部の会員像

プロジェクト活動
各部の多種多様な活動

●

　

　

　

●

・́″″′″″″́ ″́″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″́ ″″″″″″″″″″″″%″
彰

誂は4筐睫該颯褥隋蒻晰
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【方針】

① 中央支部会員強化の重要取組みのひとつと位置づける。

組織拡大策検討プロジェクトが策定した今年度中央支

部入会促進計画にもとづき、他プロジェクトや部会と

連携して、新入会員の獲得と定着化を図る。

【具体的取り組み】
① 支部新入会員及び入会検討者を歓迎し、参加者の期待

に応えるコンテンツの提供を行う。

② スプリングフォーラムヘの集客からカンフアレンス等

支部イベント誘導への確実な動線を敷き、支部・協会

活動への参画を促す。

③ プロジェクト会議開催計画 :4回開催予定/年。

i山■ず鯰颯麒流笏鬱りや177
【方針】

① 東京協会秋大会における支部説明会に、多くの新人・

既存会員に参加してもらい、中央支部の会員増加を

図る。

【具体的取り組み】
① 支部説明会の企画立案。

② 集客方法の検討。
③ 秋大会当日の支部説明会の運営手順の確立。

④ プロジエクト会議開催計画 :2～ 3回開催予定/年。

争争■■|″輪 ″́″′″
～
■了了アi

【方針】
① 執行部の更新に伴い部長会議の拡充を行う。

合わせて拡大会議を同日に行う拡大合宿を開催する。

② 平成30年 1月下旬に開催する。

③ 場所は宿泊と会議が同じ場所で行える大規模保養所等。

【具体的取り組み】

① 従来通り部長会 。拡大会議・懇親会と翌日のオプシヨ

ンツアーの組み立てとする。

② プロジェクト会議開催計画 :2回開催予定/年。

1771辣憑多́眩扮″夕贄″′ググアi千子
【方針】

① 支部会員の増強、活性イヒを図り、支部ひいては協会の

組織強化を図るため、会員増強計画を立案し、実施す

る。
② 正副支部長会議、部長会と連携を図り、支部一体とな

って遂行する。

【具体的取り組み】
① 新入会員獲得に向けた一連の施策を実施する。

② 既存会員の活性化に向けた施策を検討 。実施する。

③ 次年度の、組織拡大 。強化の中央支部方針策を提案す

る。
④ プロジェクト会議開催計画 :7回開催予定/年。

“

ア鞣妙″レタ́″″́″″́́夕″″″イγ
【方針】

①  「私がいなくちゃ始まらない、私がいるから中央支部。」をテーマ

に参加型のイベントを実施して、私の中央支部を演出する。

様夜なイベントにより、会員が支部活El」 に参力Bする、参加できる

「きつかけ」と「居場所」を作る。

【具体的取り組み】
① 会員獲得、会員維持のため、各部・各プロジェクト、特に組織拡大

策検討プロジェクトと連携する。

② 参力0型の様夜な企画を提供する。
③ 初参加でも、スしざりでも溶け込める参加型イベントを実施する。

④ 支部各種活動において、カンフアレンス参加を促すプロモーシヨン

を実施する。SNSo webブ ロモーションも積極的に実施する。

⑤ プロジエクト会議開催計画 :6回開催予定/年。

77´″″″́夕″″″′́夕″″′グア千
【方針】

①  陰 員満足の向上」を目的として、既存会員にとつてはノウハウを

|ま じめとする情報交換や交流の場、新入会員にとつては協会活動の

理解や参画の機会とする。
「中小企業診断士の日」を意識したコンテンツを組み立て、「中小

企業診断士」としての衿持や社会的意義、責任を確認する。

【具体的取り組み】

① 「研究会・マスターコース成果報告会」をはじめとして、会員の中

小企業診断士活動に役立つ情報交流・提供を行う。

② 多様な会員の属性を意識し、複数のコンテンツを同時並行で行う。

③ 運営は、既存会員に加え、多くの新人会員にも参加してもらい、 新

しい仲F83が 協会活動に主体的に関わる場を提供する。

④ プロジェクト会議開催計画 :7回開催予定/年。

:て7111秒 1夕″妙″を夕な|″|′″́|「ア子了:
【方針】

① さまざまな支部活動の情報を共有化し、より多<の会

員の支部活動への参画を促進する。

【具体的取り組み】
① 昨年度に検討した情報公開改善項目の実行推進。

② さらなる有益かつ便利な情報公開項目の検討と改善実

行提言。
③ 必要に応じた7AN開手続・管理・運用方法に関する文書

イじ。
④ プロジエクト会議開催計画 :7回開催予定/年。

7争骰劣颯晰笏″夕″″′タア了γ
【方針】

① 4区 NPO、 診断士会がアプローチしされていない、又

はしていない金融機関、関係機関への中央支部の支援

内容活用のメリットを具体的に提案と仕事の倉」造に取

り組む。

【具体的取り組み】
① 対外的に支部の魅力と提案内容が分かるツール (バン

フレット (A4裏表チラシ)を準備し、関係機関への

アプローチを本格化する。

② 4区外金融機関、4区内の日本政策金融公庫各支店と

連携した支援案件の掘り起こしに向けて、メガバンク

の中小企業担当部門8カ所への提案を実施する。

③ プロジェクト会議開催計画 :5回開催予定/年。
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【方針】

① 実務補習指導員の確保と質の向上を図り、合わせて
中央支部への新人入会増を図る。

② 副指導員を養成して継続的に指導員への採用を図る。

【具体的取り組み】
① コンサルティング実務を熟知した指導員候補および

休眠指導員を掘り起こす。
② 冨」指導員希望者に研修を行い、合わせて必須要件で

ある指導員へのマッチングを行う。
③ プロジェクト会議開催計画 :4回開催予定/年。

|■     鰊鰊⑫銹|■||■|■
【方針】

① 支部のインフラ業務の確実な遂行。
② 総務部の活動の効率化について検討し、作業負荷の軽減を図る。
0 適宣タスク別の担当者会議を実施する。

【具体白」取り組み】
① 大会・部長会・執行委員会、顧間政策委員会議の円滑な運営。
② 支部事務所管理業務の円滑な運営。
0 支部役職者、部員、プロジェクトメンパーの統合名簿管理。
④ 支部各部P]ス ケジュールの統合管理。
0 支部の各種規程類の管理。
⑥ 部会説明会、事務所開き等の総務部主管行事等の企画運営。
0 「中央支部早わかリガイト」の整備と活用。
3 支部広報への協力。
9 支部長指示による各種メンパーの募集・推薦等に関わる協力。
10 総務部で扱う各種情報の効果的共有とバックアップ。
ll 内部監査の受検。

⑫ 東京協会総務部への協力。

O 部会開催計画 :5回 開催予定/年 (こ の他、タスク別担当者会議あり)

『「「争%″   ‐ ‐ m談眩尤顆■■■|:`::`子
「「

i:

【方針】
① 各種広報メディアを通じて、中央支部と会員の皆様を

つなぐ手段を提供する。

【具体的取り組み】
① 中央支部ホームページの管理・運営、コンテンツ充実。
② eニュース、支部メルマガの編集 。発刊。
③ 支部広報誌「ふれあい お正月号」の編集 。発刊。
④ 中央支部バンフレットの企画 。制作。
⑤ 広報部体制の充実。ML)舌用 。広報部会等により運営

体制の充実を図る。広報ツールや運営に関する調査 。

ガイドライン作成等の検討を行う。
⑥ 東京協会広報部への協力。
⑦ 部会開催計画 :3回開催予定/年。

了
`「
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【方針】

① 支部会員と認定研究会 。マスターコース (以下MC)の
橋渡しを行い、会員の診断スキル向上 。人1辰拡大等に
貢献する。

【具体的取り組み】
① イベントを開催する。
② 広報部と協力して会員に情報提供を行う。
③ 研究会 。MCの管理業務。
④ 研究会 。MCの設立支援。
⑤ 東京協会研究会部への協力。
⑥ 部会開催計画 :2回開催予定/年。

■■|■||||1鸞1鰊捗勒■|||||■ |
【方針】

① 支部会員ニーズに沿つた実践ノウハウの充実とスキルアップに資す
る研修会の開催。

② 他の部や支部とも連携して力を結集して会員のスキルアップに貢献
する。

【具体的取り組み】
① 「知のホットコーナー」の開催。ホットな話題の矢□(ち )の提供の

場。
② 「技のホットコーナー」の開催。現場で実践している技 (わざ)

を伝授の場。
③ 会員の参加を増やすための取組みを実施。
④ 他の部と連携したイベントの企画と開催。
⑥ 他支部と連携したイベントの相互参加や合同のスキルアップの場の

企画と開催。
⑥ 東京協会能力開発推進部への協力。
⑦ 部会開催計画 :1回 FT5催 予定/年。

てて1111‐||1雉1烙〃鶉||||‐1了「了「:‐

【方針】
① 新入会員の積極的な獲得と未入会会員のフォローアッ

プに取り組む。
② 他部とも連携して会員交流の活発化に取り組む。

【具体的取り組み】
① スプリングフォーラム、カンフアレンス、秋大会の

フォローアップを実施する。
② 会員交流の活発化のために既存会員向けイベントを

企画する。 (セ ミナー、年代会、女子会、「2年目、
3年目の会」等)

③ 他部との連携・協力を強化。
④ 東京協会会員部への協力。
⑤ 部会開催計画 :4回開催予定/年。

“

争|||||||1眩 1蟷珍″||
【方針】

① ガバナンスの強化。
② 予算執行の適正管理。
③ Fintechの 活用で支部活動に貢献。
④ 収益増と経費削減への取組み。

【具体的取り組み】
① 業務役害」分担をすすめる。
② 四半期毎の予算執行状況の部長会への報告。
③ カンフアレンス、支部まつりを中心とした支部行事ヘ

の協力。
④ 会費未納者への督促メール配信による納付率の向上に

寄与する (目標納付率90%)。
⑤ 部会開催計画 :4回開催予定/年。 (その他臨時部会2回 )
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【方針】
① 若手診断士の東京協会中央支部への入会1足進、定着化を図る。

② 若手診断士のキャリア構築、交流の場を提供し、若手診断士
の活性化を図る。

③ 若手診断士が活躍する場の提供・拡大を図る。

【具体的取り組み】
① 若手診断士向けキャリアセミナー。
② 東京協会、支部イベントにて、入会促進活動に対する協力

(コ ンシェルジュ)。

③ ワンコインセミナーの定期開催。
④ 青年gβ主催セミナーの開催。
⑤ 他団体の青年部組織等との交流、知名度向上に関する調査活

動。
⑥ 東京協会会員部への協力。

17争|||||1秋%%鯰|||17771
【方針】
① 4区行政。公的支援機関が主幹する中」ヽ企業者の支援事業に協力することで

中央支部会員に有益な業務情報を収集する。

② 4区診断亡会との連携と協力関係を維持すると共 |こ知己のある金融機関や行

政機関・商工会議所等への定期的な訪間を行い関係性の維持を図る。

0 東京協会活動に部員を派遣 し協力することでも地域や政策等の情報収集の精

度を向上させていく。

【具体的取り組み】
① 東京シティプラットフォーム及び他の金融機関等の連携強化活動に協力する。
② ミラサポの支援事業及び専P5家・事業者登録等の要請に協力する。
③ 東京商工会議所の4区支部事業と本部事業に協力する。

3築翠諮基彰ヂ蓄」蟹認に含蓄密雛 躍笏獅‰ 央支
部の意向を適宜協会活動に反映するように活動する。

⑥ 他の部会・ プロジェク ト等との協業事業又は活動支援についての検討を行い、

次々年度の計画に活かせる案件を探索する活動を行う。

⑦ 部会開催計画 :2回開催予定/年。

了:i71111111魏1勒%鮨|||||1117i「7
【方針】

① 「診断士の国際化促進と発展」を理念とし、「For you&For
me」 をミッションとする。

② グローバル活Ll」 に関lbをもつ支部会員間の交流や情報交換を促進し、

グローバル・ネットワークの構築をはかる。

③ 中小企業のグローバル化に関するコンサルノウハウを発信する。

④ 他部とのコラボレーションにより活動範囲を拡大する。

⑤ 東京協会国際音Bの一員として協会活動の役害」を担う。

【具体的取り組み】
① ダイバーシテイサロン企画・運営。(年2回 )。

② 国際部セミナーの企画・開催 (年 1回 )。

③ グローバル・ウィンドでの情報発信(月 2本以上)。

④ 会員部、研修音β、渉外部等とのコラボレーション活動。

⑤ 東京協会国際部への協力。
◎ 部会開催計画 :2回開催予定/年。

了71111鯰″́ %隧狡鋏|1了771
【
F蓼

汁

当部に新い け ヤレンジの工利 レギーを注入雌 絵 員鑢 識を変な 前

に進める新 しい事業機会を創造する。

② 民間会社や主業家、経営者、ビジネスマン、他の部の文」象ではない公的分野

とも複合的なネットワークを創造する。

③ 支部会員にマッチング機会とビジネスチャンス、そこで通用する能力向上の

場を支部会員に提供し、新しい事業につなげる。

【具体的取り組み】
① 会員のビジネス機会を創造するための、ビジネスマッチングイベント、ワー

クシヨップイベント、懇親会の実施。
② 新たな収益事業を行うチャンスを取り込むための、外部・他主業との連携モ

デル検討。

支部会員などのビジネスに直結する矢酬 習得・能力向上のための、セミナー

やイベント実施。

新たな業務提携・事業倉」造の芽を創るための外部機関へ働きかけの実施。

東京協会事業開発部への協力。

部会開催計画 :5回開催予定/年。

Ｏ

　

④

⑤

⑥

“

等|||1隧隧翡秋秋骰%熙||:`て7:
【方針】

① 実務従事事業を通じて更新ポイントの獲得を支援する。

② 実務従事事業の指導員・冨」指導員登録を推進する。

【具体的取り組み】
① 指導員のインストラクシ∃ン技術の向上による会員の

言

'断

実務の支援。

中央支部会員へ多様な実務従事機会の提供。

東京協会実務従事支援部への協力。

部会開催計画 :2回開催予定/年。

②
③
④
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正味財産増減予算書 (2017年 4月 1日 ～2018年 3月 31日 )

2017■三[蔓(H19) 2016有可蔓(H18)

受取会費支部配賦金に。 11′ 390′ 000 10′ 840′ 000

大会関係収益 1′ 000′ 000 1′ 000′ 000

部会等事業収益 1′ 840′ 00C 710′ 00C

事務所使用料収益 600′00C 600′ 00C

経常収益合計 14′ 830′ 00C 13′ 200′ 000

大会関係費 2′ 860′ 00C 2′ 750′ 000

春大会等関係費 550′ 000 350′ 000

総務部費 3′ 840′ 000 3′ 920′ 000

経理部費 240′000 350′ 000

燿I幸展音F曇彗 1′ 240′ 000 1′ 500′ 00C

研修部費 460′000 480′00C

研究会部費 フ10′000 760′ 00C

会員部費 400′ 000 280′ 00C

青年部費 360′ 00C 350′ 000

国際部費 470′ 00C 460′ 000

渉外部費 200′00C 350′ 000

ビジネス創造部費 520′ 000 540′ 000

実務従事支援部費 150′ 000 90′000

委員会プロジェクト等費 2′ 830′000 1′ 050′ 000

支部部会費等計 11′ 420′000 10′ 130′ 000

怪常費用計 14′ 830′ 00C 13′ 230′ 00C

当期経常増減額 C ▲ 30′ 00C

予備費 C 0

当期正味財産増減額 C ▲ 30′ 000

(注 1)今年度より支部助成交付金が科目名変更。
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【趣旨】

①支部会員のニーズを把握し、その満足度の状況をむ、まえて

支部活動を進め、見直しを進めてい<ことが重要。

②この観点から、「組織拡大策検討プロジェクト」において

その具体化の検討を進め、アンケート手法での実施案をと

りまとめた。本年2月、部長会決定、執行委員会77K認。

③具体的には、

1)支部会員のニーズはさまざまであるが、おおづかみな

ものを類型化し、その傾向を調査する。

2)経年変化を想定し、毎年5～6月 に「定点観沢」」する。

3)支部大会にて、参加者に協力をお願いし、参加できな

かった支部会員にはWEBアンケートの機会を提供。

4)結果は、集計 0分析の上、フィードバックする。

咆

`ζ

鰺餞mlm■m場1釉m‐1魃lml鍼1錢1魃|,IIII蝸楊子η子
【アンケート記入上の注意事項】

①「あなたに当てはまるお立場」は、当てはまるもの、また

は、最も近いものを、あなたの解釈で選択して<ださい。

②「あなたの年代」は、差しさわりがあれば「回答せず」を

選択して<ださい。
③診断士登録後の経過年数は、11か月以下であれば0(ゼ

□)、 」年Jか月であればJと記入して<ださい。

④期待 (ニーズ)と満足度は、対で質問しています。ただし、

新入会員の方は、満足度の回答は不要です。 (本アンケー

トでの新入会員とは、今春の実務補習以降の入会者です。

⑤期待 (ニーズ)と満足度は、それぞれ5段階のいずれかに対
応する番号に○をつけて<ださい。
5:高い、4三 やや高い、 3、 高い 。低いどちらともいえ

ない、2三 やや低い、1:低い です。 または、
もともとその期待 (ニーズ)がない方、あるいは、よ<わ
からないという方は、該当欄にチェックを入れて<ださい。



部会説明会では、各部プレゼンターが、

各部の特徴、カラー、雰囲気、入部メ

リットなどについてプレゼンします。

会場案内
ABCルーム

スケ|ジ|ユ|■,レ||||■

14:45-15:25

担当 :総務部

～あなたも部会に入金して、
充実した診断士ライフを送りませんか～

_珊警奮甲|||‐

惚   Ⅲ
`  中央支部 |

輩外部  011部会 爾修部

目際部

青年部

研究会都

会員

“

 ‐

<今年の発表順>

01 青年部 07 総務部

02 研究会書F 08 ビジネス創造部

03 実務従事支援部 09 会員部

04 渉外部 10 経理部

05

"=幸

風書「 国際部

06 研修部

マスターコース、研究会の活動を支援 部員13名
試験合格はゴールではな<スタート。皆さんは、診断士としてこれ

から数+年活動していきます。そのための場づ<り、仲間づ<り、ネ
ットワークづくりを青年部を通して、一緒に行いませんか。
青年部は、な手が幽分のやつたしLことを実現でなるプラットフォー

ムです。

【主な活動】
①ワンコインセミナー ～自ら登壇できます !～
→セミナー講師としての実績を作るチャンス !!

②キャリアセミナー ～診断士のキャリアを形成します !

→診断士キャリフアップのためのセミナーを企画・運営
③主催イベント ～おもしろく。役に立つイベントを企画します !

*興味のある方は、お試しで5月 30日 (火)19時〇〇分～
@中央支部の部会にご参加下さい。

イベント運営

広報

認定・審査

／

／

／

　

／

／

／

　

／

／

／

スプリングフォーラム 出展
カンファレンス説明会

中央支部まつり活動報告

T SMECAニュース情報収集

中央支部メールマガジン情報収集
アクティビティーガイドブック情報収集

新設研究会・MC認定手続き

研究会補助金審査、補助金支給
活動報告書とりまとめ

いろいろな活動に参加する機会があります !

一緒に企画を立ち上げましょう::

毅こ蜀不鬱靡嘔なな鰊～

【方針】
。行政が主幹する地域ネットワーク活性化による中小企業者の
支援事業に協力していく。

・4区診断士会との連絡会議を通じ行政機関との連携を深める。

【事業計画】
① 東京シティプラットホームの連携強化活動に協力する。
② ミラサポの専P5家 。事業者登録等の支援に協力する。
③ 東京協会の商店街支援事業に協力する。
④ 東京商工会議所の4区と本部事業に協力する。
⑤ 4区診断士会との連絡会議を年4回開催する。
⑥ 部会を年2回開催する。

17



部長名 :遠藤 子L仁 (えんどう こうじ)

部員数 :26名
主なる活動 :中央支部ホームページの管理、メールマガジンの発行

会報誌「ふれあい」の発行、など
⇒中央支部と会員の皆様をつなぐ手段を提供します !

氣 塀ρヅ 【夏:葛」量頭Fジ
ン

“
=‐ ‐ ■

=`■ `=‐ “̀`,`■
‐   ⇒中央支部員限定のメルマガです .

選熙脆笛 レ
躊 壺穏ξ

丸
%%〃 :/ノ″7´〃″″z多■年π″多

`ラ

タノ   情報を配信するメルマガです.

診断協会本部の「会員Myページ」

乞

霙
後珍やノールアド1/Zなどが

唆多′
=な

つた際′夕″あプ城

t_4多多多資i

広報誌ふれあい

入部希望の方はこちらへご連絡ください。

研修部長 高鹿 初子 :hkOuroku@gmai com

活EI方針

①支都会員
=■

ズに沿らた実践/ウ

^ウ

の充実とスキルア,プ に資する研修会の開催よ
②他の部や支部とも力を結集してスキルアップの場を提供するよ■ | ‐|‐ |    |

活勁内容

■知のホットコ●ナーの開催 (年 4回 予定)ホ ットなテーマではうとするホットな話題の知 (ち,0場 :|||■ ‐

■技のホットコ■ナーの開催 (年 2回予定〉診断士としての実践的な技 現場で実践して,ヽ る技の伝授の場。

■都会 (年 1回 )年 初に1年 r.nの 研修を企画する場.自 分が興味があり聞いてみたい講師を提案できる場

`

昨年の研修テーマ

f悩める絶替者と占術家との関係んF.l題解決に奎るまでの経緯～:「 中小企業も無視てきなt｀ 、続計学 人i知能あ知識」
「人生が潤う本物の教養」「ヽ方創生とものづくり」■地方のものづくり●l成功するポイントとま～  | |   ■

最継奮彙」轟菫

":機

蓋占■■|| |■ ||‐ | ||■■||■ |‐ ■
参加するメリット

企画力、交渉力
=セ

ミナ■運営スキルが身に付く:好きな講師を提案して、呼ぶことができる:さ らに懇親会で講師と飲める
`他の部会や他支部との共同開催もあり、人脈が広がる。企業内診断士でも活動しやすい。(平 日0夜 の活動が中心。).

支部会員の方々の「ビジネス機会の発掘と提供」に関わる活動を行う部です。

9つのタスクチーム

タスク別ミーティング

総務部会終了後は、

1裏方仕事多し、

1他方、表舞台の

1仕事もあり

1支部全体に関わ

|る仕事、インフラ

:業務

部長  :神宮司絢佳 (じんぐうじあやか)

日」部長 :南雲智子、高橋力也、小島慶亮、高橋真紀、手坂空太郎

部員数 :50名

・ 民間企業、士業者、経営者の方とのイベントやワークショップを開催
。支部会員などのビジネス能力向上のための、セミナーやイベントを実施
。その他、新たな業務連携や事業創造の芽を創るための活動

・ 皆で明るく・楽しく・ワイワイと意欲的に活動しています !

。若手・女性も多く、独立・企業内ともに多様性を持ちなから活動しています
。その結果、実施イベントも総合満足度4.8など、非常に評価が高いです !

皆で楽しく、ネツトワークづくりやスキルアツフ
゜
も行いながら、

支部の皆様・診断士・外部の方など多くの方に貢献できることが魅力です !

※中央支部のビジネス機会倉」造のため、本気で活動に打ち込める方を求めます。

入部希望やイベントのお問い合わせは、お気軽にビジネス創造部長までご連絡下さい !

ビジネス倉」造部長 :神宮司 絢佳 (jinguji a@gmail com)

★MISSION★
。会員交流の活性化
:新入会員、未入会会員のフォローアップ

★これが会員書Fのメリット|★

①イベント企画運営スキリレUP!
②女子会、年代会、新入会員向けイベント、セミナー…・

今日入部された方にも活躍の場がたくさん!!
③ネットワーク獲得 ! | !

★入会方法★

会員部部長 大野 (の物 御娩′能傷

`斃

冤勿須働髪)宛に

今すぐメールを !問合せもお気軽に |!
・6月 13日 部会開催  @京橋区民館 18時半～

★誰に?
・国際化ビジネスに興味のある

・国際化支援のスキルをあげたい

★何を?
・顧客中小企業経営者の事業のヒントになるポイントを !

・中小企業診断士自身のスキルアップにつながる情報を !

★どのように?
・国際部セミナー

・双方向プチセミナー

仲間 絶賛募集中輩‖ お問合せは国際部 松島まで:daに uke@mtSm jp

・支部まつり:国際部主催イベント

少数精鋭

>中央支部内で最も少人数 (8名 )の部会
>経理実務経験者と未経験者が半々
>年 4回の部会

基本的な活動
>中央支部の出納業務、記帳処理
>決算、内部監査対応 (経理)

>予算編成、予実管理

仕組み化の推進 (ITのフル活用)

>支部イベント (カンフアレンス、支部まつり等)の受付、

決済の仕組みを毎年更新中
2015年 名札管理、クレジットカード決済
2016年 WEB事前決済
2017年 QRコード導入による来場者分析→BIツールによる分析を予定

今年の入部者既に2名

現在2名(札幌、高松 )



(ご案内)第 2部 プレゼン滋%魏 |

聯 4車り″‐

ブース相談会■■4″″“

ルーム EF

第2部のプレゼンテーションプログラム

では、研究会ロマスターコースの担当者
が活動内容についてプレゼンテーション

を行います。何を目的に活動しているの
かをご自身で確認してください。また「ルーム E′ F」 で開設

のブースでは、研究会コマスターコース・四区診断士会ロ

部会の担当者が個別に相談を受けたり、入会の説明を
します。興味、関心のあるブースを訪ねて直接話しを聞
くことで、会の考えや雰囲気を理解することができます。

研究会ロマスターコースが一堂に会するこの機会を積極
的にご活用ください。ご来場を心からお待ちします

究会・マスターコース活動説明会

中央支部には17の研究会、17のマス

ターコースがあり、個性的な活動を

活発に展開しています。研究会は

『診断士のネットワークを拡げる場』であり、
1つのテーマについて継続的に活動しています。マス

ターコースは『プロコンのスキル強化を図る場』として、
多くは1年間のカリキュラムに沿つてプロコンサルタント

としてのスキルアップを目指します。新入会員はもちろ

ん更なるスキルアップを目指す既存会員も、研究会ロ

マスターコースに参加して人的ネットワークと、活動の

場を広げてください。複数入会もOKです

プレゼンテーションプログラム

時間 :15:35～17:OO 会場 :ルーム ABC

|11■,多11

11115137111
女性のビジネス支援MC

①「女性起業家」のビジネス支援で強みを発揮する専門家を養成します。②
個人・法人開業の実践ノウハウと成長の支援力を養成します。③プロコンの
独立準備や、独立コンサルタントのネットワーキングを支援します。

||1211:

1115140,
ビジネスモデル研究会

]][牢   鰐    炒譜降魂菅1 2

1113111

1115:441:

企業内診断士次世代リー

ダー養成MC
企業内診断士が将来経営陣を目指すことを目的とした唯一のコース。第3期

を迎える今年は実際に役員まで務めた塾長が開発した実践的な2つ のコー

スを統合し、新しいカリキュラムとしてさらにバージョンアップします。

3

″
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「夢をカナエル」プロコン

養成MC
独立の決め手は「採算が取れる・取れない」です。診断士が独立後の安定飛
行に向け、どんな布石や展開そして失敗をしたか、生事例を講義でお伝えし
ます。卒業生6割が独立の実績 ! 夢の具現化ヘサポートしていきます。

4

111:野::11

111515211
老舗企業研究会

老舗企業は「日本の宝」「くめども尽きぬ教訓の宝庫」であると認識し、老舗
企業の経営ノウハウを学び、診断士として中小企業の支援に活かすことを

目的に、研究活動を続けています。老舗の知恵を共に学びませんか !

5

みんなのプロコン塾～活
躍する診断士の王道、テ
オリアメソッド!

診断士のコンサル能力を磨き、活躍できる真の診断士を養成します。実際
の企業の現場で活かせる革新的な戦略構築・コンサル術を学び、現場で役
立つノウハウロスキルを活用し、個々の成長を図るプロコンの王道塾です。

6

稼げる !プロコン養成塾
プロコンとして独立したい方口企業内で二足の草軽を履きたい方が、経営指
導、講師、執筆等を行う際に必要な心構え、知識・スキル・経験を身につける
MC。 培つてきた知識とキャリアを実践で活かせるよう磨きます !

7

研究会・マスターコース活動説明会 企画運営 :研究会部
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売れる !人気プロ研修

講師ロコンサルタント養
成講座

開始5年で受講生142名 の人気MC!売れる人気研修講師プロコン養成の

ため、成功特性及びメソッドの習得を図ります。NHK総合マサカメ丁∨出演

経験あり、年間267日 講師登壇の青木公司塾長が全て登壇します !

8

目標必達のコンサルティ
ングMC

「“経営"はつまるところ人と組織 !」 を合言葉に、経営の本質である「人と組

織をマネジメントし、(経営)目 標を設定し達成する」ためのコンサルティング

カをマスターする“正統派 "プロコン養成コースです。

9

ファッションビジネス・リ
デザイン支援MC

「現場主義」を徹底します。ファッション関連企業(製造・缶「売・ノト売)2社 の中
に入り、社員の皆さんと共に汗を流し改善策を練り上げ、実際に行動するこ

とで成果を上げることをミッションとしています。

10
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経営革新プロジェクトマ

ネージャ養成コース

経営革新計画承認は、経産省担当官も驚いているロングラン制度。低利融

資や各種補助金など他の制度と連携拡大中の診断士必携ツール。しかし、

計画承認後の実現支援こそ診断士の醍醐味があることをご存知でしょう

か ?

ものづくリプロコン養成
コース丁KKマンダラ法

現場での“気付き"を基に体系化した診断手法を効率的に学びます。総合的

な「現場力」と、真にお客様に喜ばれるコンサルタントになるために必要な
「人間力」を身に付けることを目指しています。

|111311

1■6122■

経営革新のコンサルティ
ング・アプローチ

講義と具体的な企業をモデルとしたケーススタディを通じて課題解決の具体
的アプローチ手法を体得します。修了後は運営母体BCNGにて継続的にス

キルアップ、「診断士活動のベースキャンプ」として活用頂けます。
13

=■
1141=|

|■612511

企業内診断士ビジネス

連携研究会

企業内診断士が持つ「経営知見 X勤務先企業ブランドX企業外人脈 ×国

家資格ホルダー」という4つの強みをミックスして存在意義をアピールできま

す。若手や女性会員が多いのも特徴です。一緒に活動してみませんか !

15

,41115,務 :

==0,2",ラ

中小企業の勝ち方研究
△
ム

中小企業支援の中核は経営戦略です。短期間の売上・利益追求ではなく、
10年先まで発展する戦略を構築することが目的です。SWO丁分析やファイブ

フォース等の戦略フレームワークでは勝ち残れません。問題提起と自由な

議論で楽しく競争戦略を考えましょう。

16

|11161 国際会計と財務戦略M
C

管理会計を主軸に実践的会計能力を磨き、会計から経営を学びます。そし
て社長に提案できるようになることを狙いとします。今年度は大企業と中小

企業を比較し、実際に中小企業診断を行い、ポイントも獲得できます。

17一２
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|■7
代理店ビジネス研究会

損害保険の業界動向・ビジネスモデルを研究し、損保代理店のコンサルティ
ング手法を開発します。研究成果は「損保代理店 成功の秘訣」として出版
しており、2017年は「営業力の強化」を探求しております。

19
116i36111:|:

フレッシュ診断士研究会

◇診断協会の掟破り・常識・行動規範を知らないで失敗する人が沢山いま

す。◇年収3000万 円を稼いでいる人や資格取得1年先輩まで、成功の秘訣
やその姿勢を教われます。◇この研究会では図書出版のチャンスも提供し

ます !

20

生産革新フォーラム研究
△
ム

製造業の経営システムを研究しています。主な活動は毎月の月例会での研

究会会員、外部講師による研究発表や講演と年2回 開催する工場見学です〈

今年は診断士のための生産管理知識勉強会 (無償 )を開催しています。

21

経営者のハートをつかむ

診断士のためのコーチ

ングのすすめ l

診断士がコーチングを活用するメリット 1.経営者から本音の相談を受ける
ようになる、2.経営者から幹部、管理職、そして一般従業員へと仕事が広
がる、3.企業と長期的な信頼関係ができる。つまり安定収入となる。

23

実践的プロモーション研

究会

私達は、スモールビジネス(ノ lヽ規模事業者)のプロモーションを研究していま

す。「実践的」とは、事業者が「自ら」「すぐに」「その場」で実施できる方策で

す。写真やコピーライテイング等の表現にも注力しています。

24
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アグリビジネス経営支援
研究会

アグリビジネス現場で実践的な経営支援に取り組み、最終的に独立のプロ
コン育成を目指すマスターコースです。29年度は、農業経営の環境変化を
ビジネスチャンスと捉え、農業法人経営者との交流拡大に取り組みます。

14

中小企業経営経済研究
ゼミナール

本研究会は、経営学日経済学的アプローチによる中小企業に関する調査研

究を行い、各会員の知見向上を図つています。活動内容は論文の共同執筆
と学会での発表や経営日経済に関する著作の輪読などになります。

18
||ク学||ス

=|■101み■|

能力開発研究会

己の「能力開発」は永遠のテーマですが、特にこんな時代だからこそ、自分
の強み能力を鍛えていくことが重要ですね。本研究会は、「能力開発」を
キーワードに会員それぞれが自分の得意日興味分野について発表し、会員
相互に議論します。

22

小売業&サービス業研

究会

「流通は文化である」を基本コンセプトに、小売業・サービス業専門店の成
長・発展の支援を目指し、経営戦略やマーケティング政策に関する会員相
互の知識・情報の深耕やコンサルティングスキルの向上を図つています。

|のみ■|

続 贅,

|のみ:=
思想・哲学研究会

深遠ゆえに難解な思想・哲学を紐解くことを通じて、①自身が成長するため
の「善良な社会人としての強国な基礎」を獲得し、②思想家・哲学家の思考
プロセスや方法を抽出し、実務に応用すること、を目指します。

1籍:芥支:

■0み71
企業元気道場研究会

中小企業に対する経営支援を主たる目的とし、同時にその為に必要な会員
のスキルアップも目的とする研究会です。活動理念は『中小企業を企業元
気道場会員がよつてたかって元気にします !!』

ビジネス英語研究会
Learn practical business English with usl We focus on vocabulary, topics
and communication skills used in the international business.
For more details, visit http://bizengjimdo.com/

エンゼル投資研究会

スタートアップ期のベンチャーヘのエンゼル投資を、案件発掘、支援の協働
等を実践しながら、得られた課題、知見等を纏めてインフラ整備の提言等を
行うための研究会です。ほば毎回、ベンチャーのビジネスプランプレゼンが
あります ^

1紹介文■
プロ講師養成講座MC

①一流企業から中小企業まで対応できるスキルを習得し、自分独自の研修
開発商品を構築する。②管理者研修の原理原則を修得し、その知識と資料
は研修のみならずコンサルに活用できるノウハウと資料を提供します。跨

一
経営コンサルタント養成

塾

当塾は、1年間で中小零細企業の支援に必要な調査・診断・現場支援のノ

ウハウや実践力を身につけ、調査報告書や事業計画書の作成、顧間契約、
現場支援等、様々な場面で対応できる経営コンサルタントを養成します。一雛一一鶴一一一一一一 事業承継支援専門家養

成講座

中小企業の事業承継は年々厳しさを増しており、政府としても支援体制を強
化しています。しかし、これを担う専門家が不足しています。当講座では、経
営面と財産面から支援できる専門家の養成を目指しています。

インテリアビジネス研究
△
ム

当研究会では、ビジネス支援のための執筆活動やセミナー活動に取り組ん
でいます。インテリアの範囲は非常に広く、屋内空間のすべてですので、多
くの企業対象です。ご興味のある方は、積極的にご参加ください。

研究会・マスターコース活動説明会 21   企画運営 :研究会部
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限定20名 !著名人撮影実績の豊富なカメラマンが

特別イ面格で撮影 します !昨年も大好評でした !

証明写真に !名刺に |ブログに I FaceBookに !執筆媒体などのプロ
フィーリレ写真に !著名人の雑誌掲載用プロフィール写真撮影なども多数手
掛けられるプロカメラマン庄野正弘氏によるプロフイール写真撮影ブース
を特設します。
スタジオで27′ 000円で行われる撮影を、カンフアレンス限定特別プログ

ラムで実施。厳選した写真一覧から2カ ットのご提供で、なんと破格の
2′ 500円 !1000円 @1カットの焼き増しも可能です !

撮影は1人約4分間、色々なポーズをお試しください |

会場案内
ABCルーム
後方 撮影ブース

スケジニ|■,レ■■■■

15:40-17:10

昨年大好評につき、今年はカウンセリング時間を延長:ゆっくり相談しやすくなりました:更に、今年は、全会員が対象です::

皆さんの悩みに経験豊富なベテラン診断士の先生方が 「やさしく」お応えします。カウンセリングをきつかけに人脈が広がるかも::

時間     :15:30～ 16:30(事前申込済の方は15:25、 当日申込の方は15:20にルーム D受付に集合下さい。 )

会場      :ル ーム D
参加資格    :会 員なら全員大歓迎です (特に副業・兼業、定年後の資格活用、独立、人脈拡大に興味がある方はwelcome11)

カウンセリング時間 :20分/人
費用      :無 料
カウンセラー  :中央支部 :顧間、副支部長、執行委員 (企業内診断士、女性診断士)等の実力診断士が対応致します。※2

※1 当日申込みの方は、下記のアンケートに記入の上、15:20にルームDカ ウンセリング受付に持参下さい。定員時はご容赦下さい。
※2 申し込み状況により、ど

｀
要望に沿えない場合がございます。予めご了承下さい。

<当 日申込み用アンケー ト用紙>

●ご自身のこと (可能な範囲でお答えください)

お名前

登録番号 /登録年

所属企業

職務内容

得意分野

●カウンセラーの希望があれば、以下かを
□①独立開業で活躍している実力診断士
□②定年後、資格を活かし再活躍している実力診断士
□③副業やセミナー・請演で活躍している実力講師
□④実力・有名女性診断士(独立・企業内)

□⑤実力・有名企業内診断士
□⑥協会。支部活動での有名診断士
□⑦その他(                  )

●今回特に聞いてみたいと思つていることを以下から選択下さい。

□①独立開業のノウノヽウ、独立開業後の生活・仕事の取 り方、独立開業までの準備など

□②成功している人は、人脈をどう拡大し、どう仕事に繋げてきたか

□③定年後、資格を活かした働き方・働き先について、ア ドバイスを得たい

□④ 企業内で診断士として効果的に、よリー層活躍するためにはどうすれば良いのか

□⑤現在の仕事の中で、どのように中小企業診断士という資格を活かしていけば良いのか

□⑥資格更新 (実務従事や実務従事以外)について相談をしたい

□⑦自己スキルアップや支部活動に参加。再活動を始めるためには、どうすればよいか

□③その他(                             )
●希望される方に前実務従事支援部飯野部長が作成された「資格更新ポイント獲得方法」をご提供します。

ビジネス成功、自己PRに必携 :

プロフイール写真撮影会

カンフアレンス 満足度NQ lイベント
キヤリア・カウンセリング ::

当日申込みシー ト

(若干申込可能です)※ 1



経営のパニトナ■としてt‐ 経営者や従業員の方々と自々接するめが診断士め白常:・ |

セミナ■で、1対 1で対面する場でt我流 。自己流の振る舞いが出てきてしまうもの:

長年のうちに身についた話し方や振る舞いtどれだけ自信がありますか ? ‐ |‐ |‐

|‐

第■線で活躍する落語家、春風亭正太郎さんから、プレゼシスを学びましょう ! ‐

会場案内
Eルーム

スケ|ジニ,■タレ|

15:30～ 16:30

l言1眸隷:::襲すξ鶴1贄曹姜|||||||

春風亭正太郎さん略歴
東京都目黒区出身。明治学院大学文学部芸術学科卒業。春風亭正朝に入門し、2009年 にニツロ昇進。
2015年 に第14回さがみはら若手落語家選手権優勝、第26回北とぴあ若手落語家競演会大賞、
第7回前橋若手落語家選手権準優勝、と次々と受賞を重ねる。
以降、古典落語を中,い に勉強会や独演会を精力的に開催。
連日全国を駆け回るほか、都内でも定期的にイベントを実施している。

融 立:を目指すうえで、どんな準備をt

会場案内
Fルーム

瀾催1時間のご案内|

15:30～ 16:30■登壇する独立診断±■ ＼1年目からガツガツ!!/

＼専P5分野でバリバリ!!/

民間契約を中心に活躍する診断士
岡安 裕―さん

明日からの支援に活かせる !ミニセミナー

経営者に信頼されるプレゼンスとは ?

～落語家に学ぶ話し方・振舞いの妙～
ゲス ト :春風亭正太郎さん

◇セミナー&ワークショップ◇
企業内診断士～独立への道



研究会・マスターコースブース相談会

ブース配置図

ルームF:研究会・マスターコース

日寺間 :17:OOへ′17:50 会場 :ルームF

田 巴

囲
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000000
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40  回 回    28

1 女性のビジネス支援

2 ビジネスモデル研究会

3 企業内診断士次世代リーダー養成

4「夢をカナエル」プロコン養成

5老舗企業研究会

6み
鷲 濾 tの亜 、捌 アメソッ中

7 稼げる !プロコン育成塾

8売鶴 ラダヌ堪劣祗之理
9 目標必達のコンサルティング

10フアツシヨンビジネス・リデザイン支援

11ものづくリプロコン養成コース 丁KKマンダラ法

12中 国語研究会

13経営革新のコンサルティング・アプローチ

14アグリビジネス経営支援研究会

15企業内診断士ビジネス連携研究会

16中小企業の勝ち方研究会

17国際会計と財務戦略

18中 小企業経営経済研究ゼミナール

19代理店ビジネス研究会

20フレッシュ診断士研究会

21 MIF(生産革新フォーラム)研究会

22能力開発研究会

23経営者

寧卿

診断士のための

24実践的プロモーション研究会

研究会・マスターコース活動説明会 企画運営 :研究会部



(ご案内)第 2部

ブース相談 ご案内

ブース配置図

ルームE:四区診断士会 0中央支部部会

日寺間 :1了 :OOへ′17:50 会場 :ルーム E

||,||ム|||1  25
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25 NPO法 人文京区中小企業経営協会

26-般社団法人ちよだ中小企業経営支援協会

27 NPO法 人東京都中央区経営支援センター

28 NPO法 人東京都港区中小企業経営支援協会

29 総務音F

30経理部

31広報部

32 研修音F

33会員部

34青年部

35国際部

36渉外部

37ビジネス創造部

38実務従事支援部

39研究会部

40研究会・MC設立相談

これから研究会・マスターコースを作ろうという方々は
ブース「研究会・MC設立相談」へ

研究会・マスターコース活動説明会 25   企画運営 :研究会部



会場案内
歩き疲れてしまったなあ。

ちょつと4ヽ腹がすいてしまつたなあ。

少し座って休みたいなあ。

診断士の輪を広げたいなあ。
という方々。ぜひお立ち寄りください。

食べて話して中小企業を応援しよう !

中央支部4区の銘菓がせいぞろい !!
:      ～おいしいお菓子とお店の物語をご用意します～     リヽ

■お菓子の一例 ■

竹むらの揚げまんじゅう ツツカベツカライ カヤヌマの

(千代田区)   ザツノヽ トリレテ(千代田区)

たちばなのかりんとう

(中央区) 壽堂の黄金芋(中 央区)

ノヽリバリ活躍中の先輩診断士とテーブルを
囲んで、自分が輝ける場所をみつけましよう : ‐
大丈夫。テーブルにいる優しいフアシリテータ
が、あなたをちゃんとサポートしてくれます

先輩診断士のみなさま 1中央 4区の銘菓を
世界のお茶と一緒に楽しんでいつてくださいね !

昨年好評いただいた「つながるカフェ」と
「おしゃべりカフェ」が融合して登場 !

新 しく診断士になられた方、

ずいぶん前に診断士になられた方、

診断士ネッ トワーク作れてますか ?

診断士としての居場所、作れてますか ?

しろたえの
レアチーズケーキ体 区)

警紘堂の登大後繊 京雀)

※お菓子の内容は変更される可能性があります

‐

融 |||

36(新人用 18、

先輩用18予定 )

捕 Zl)コ
ンサルティング依頼を受けたきつかけは ?

紹介が 6害」、人の繋がりが決定打 !

(同業者、金融機関、支援機関など)

※2015年 (―社)中小企業診断協会調べ

今年は「名刺交換」をつかつたゲームを実施

新たなネッ トワークをづ くりのきつかけに

流会までに、そして交流会で、

多 く

一父

の

会場案内
ABCルーム

不タツユ|=211111

18:00ハV19:30

59%

名刺交換された方には豪華景品が !

～ 幅広い分野で活躍する診断士との出会いの場 ～



4区診断士会働紹介です11

港区の中小企業者の経営力向上に尽
:

力するのがNPOみなとの使命です。港区
内の商工行政や商工団体と協力して、
中」ヽ企業者 0創業予定者や商店街、並
びに地域コミュニティに文寸して、創業支援、

少人数ながら入会年度にこだわることな i

く風通しの良い運営を行つています。活
動としては、千代田区の中小企業者の

1経営支援として、千代田区経営相談会、|

|■代田区主催の各種セミナーt中小ビ

‐   喜線;iよ|||

NPOちゆうおうは、中央区の中小企業の
発展に寄与することを目的に、平成16年

4月 に発足しました。当NPOは約8o名の

中小企業診断士を中心に構成されてお
り、松枝憲司理事長のもと、さまざまな活
動を行つています。中央区の活動に興味
のある方、中央区在住、在勤の方は是
非一度見学に来てください。

文京区中小企業経営協会は平成15‐

‐頸驚ぶ覇鶴琶桑襲|‐

.中心にtJヽ野修■撃事1長―の|もとヽ1文京|‐ |

27



入会員 &入会検言1

診断士スタートダッシュセミナーのご案内
中央支部の新入会員の方や、入会を検討中の皆様向けに、今後の診断士活動に役立つイベントを企画しました。

中央支部の八木支部長や先輩診断士が、中央支部のマスターコース・部会活動等を中心に診断士としての活躍の場についてお話します。中央支部入会・

申込のご相談ブースを設置します。「診断士として活躍するにはどんな準備が必要 ?」 「中央支部にはどんな活動の場があるの ?」 などについて知りた
い方はぜひご参加ください。

内容  °セミナー

開催場所 中央支部事務所

定 員   25名 (先着 ‖煩)※ 定員になり次第締め切りますので、注 轍 ください

参 加 費  無 料 ※終了後は希望者で懇親会に行きます。別途実質 (4′ 000円程鍍 )

牛寺!典   参加者皆きまに冊子
′′
中央支部早わかリガイド

″
をプレゼント

お早目に、中小企業診断協会の会員Myページよりお申し込み ください !!
※入会検討中の方は、①氏名、②連絡先 (メ ーリレアドレスおよび電話番号)を 明記して、会員部担当の

motorrow2210o納 ail com(筒 丼 )、  ″akaた ″zゥ l~・ A麟 謝 CO鶴 (若林 )ま で お 送 り くだ さ い 。

・参加対象 :中央支部新入会員 (入会 1年未満の方 )

診断士協会入会を検討中の方 (実務補習中の方など)

※中央支部の既存会員の方の参加も大歓迎です。

zorT .6.21, (zK) 1e:oo-20:30
「診断士として成功するために」     八木田鶴子中央支部支部長

「新人王。MVPが語る中央支部の歩き方」平成28年度中央支部 of the year新 人賞受賞会員
平成28年度中央支部 ofthe year M V P受 賞会員

I三イ崖    東京都中小企業診断士協会中央支部会員部

過去の新入会員向けイベントの様子

″|″

`|■

″‐タタ‐ ′多 |́■ ′″ ■|′ 多夕・イ |″ |″´‐ ′|″´′■′|′

“

´ |″″|″ ,そ
―多‐|●″‐|■′・ ′́″|″

``|´
´|´ ,多

～
隕颯彬

‐
量

|も1生1涯現役■■■ |

鞣菫1顆1檻鍼躙1瞼

～
″夕″″|´■ ||´ |″ |夕 ■|´ ″■■′|″||■ ●■‐

'″
″多|″ |‐″′・ 7/● |́′・́″‐″|″ |″夕′14´‐|″ ‐́″″ |´

`|夕

|″ 脅́

一た
一靱

|″″41″ |夕 ″″|″
'

|″‐́■■夕|■ |‐夕″|′ ■́ ■ψ‐″″ン″

レジェンド診断士の講話など

生涯現役の秘訣とノウノヽウを伝授 !

|キャリアを活かす、熟練診断士。

1自分の最適な居場所を見つけ、

:充実した診断士ライフを目指し

|ませんか !

平成欲鵞年輪月V鸞日 (土)(予定)

★当日のスケジュール

13:30受付開始

14:00 セミナー開講

17:30終了

17:40 懇親会

(会員部主催 )

(会費3′ 500円飲み放題 (予定))

■‐′〃■17■ ■′́ |″■‐■″|″ |″‐′″|タ

・不参カロをお知らせください。

1 才上隆司

´
'″

″・′′́ そ■■′多|´■■″‐′■|||夕 |́■ ■■■,|″|′″‐411″ |夕多‐
||´‐′́ ‐″‐″‐″|″″″‐多″‐|夕|´‐1多%″|′ ■|″|″‐晰́ |″■■■|

お申込方法 :

①会員Myページからお申込み、又は②下記宛に氏名、携帯番号、メールアドレスと、懇親会参カロ,

申し込み、問い合わせ先 :中央支部会員部 レジェンド診断士事務局  sauo.7taka@nity.com


