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立春の候、新しい年を迎え会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げ

ます。平成２７年１月３１日（土）～２月１日（日）宮城県青根温泉『観山聴月』において第４回目
のＭＰＰ一泊研修を行いました。今回は１６名の参加で２チームに分かれ、大変有意義な研修となり、
また会員同志の親睦を深めました。新会員の積極的な参加により、東北支部の新たなるエネルギーを
感じます。
敬具

①[報告]

山形支援センター・宮城支援センター

ＭＰＰ一泊研修報告

開催日

平成 27 年 1 月 31 日（土）13：00～16：00

開催場所

宮城県青根温泉『観山聴月』

トライアルケース

参加者 2 チーム 計 16 名

完全予約制の「はりきゅう整骨院」の創業
ＭＰＰ終了後、チームごとに発表

懇親会

参加者全員記念撮影

研修風景
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ＭＰＰ参加者の声
ＭＰＰ一泊研修に参加して

東北支部

茂木

昭

会場は蔵王連峰東側に位置する宮城県の青根温泉「観山聴月」という旅館で行われました。
前日に大雪が降ったため少し心配でしたが無事に着くことができました。MPP 研修は今回で
２回目となります。今回のケースは整骨院の経営改善についてどうするかがテーマでした。私は現在税理士法
人深田会計に勤務しており、関与先に整骨院があります。自分の担当する整骨院の経営状況と照らし合わせ、
アドバイスや支援策等をリアルに考え意見を述べました。それと同時に他の先生方の意見を聞くことができ非
常に勉強になりました。また、一泊研修ということもあり初めてお会いする先生方とも交流を深めることがで
き有意義な時間を過ごすことができました。今後も会計事務所の職員という立場で仕事を続けていくつもりで
す。その中で、経営士として関与先企業の永続・発展のため少しでも経営のお役に立てられるよう勉強し、情
報提供や経営助言を行っていきたいと考えております。参加させて頂きありがとうございました。
第 3 期経営士養成講座を経て、平成 26 年 11 月に経営士として登録しました八木寛彰です。
この度は、登録後初となる一般社団法人日本経営士会東北支部主催の MPP 研修に参加しま
した。今回の研修では、
「完全予約制の“はりきゅう整骨院”の創業」というテーマについて
意見や考えを出し合い議論を深めました。そのなかで MPP 参加者からは、当該整骨院に対し、
「主たる商品
は何か」や「顧客を絞るべき」という指摘がありました。この指摘について私は、同感すると同時に私自身の
事業経営に対する指摘でもあると感じました。私も当該整骨院と同じように、出来る仕事をただ並べ相談者だ
れでも良いという考えを持っていました。その理由は、「特化すると顧客が少なくなるのではないか」、「顧客
を絞ると売上が減少するのではないか」という思いが強かったからです。しかし今回の研修を受講したことに
より、私自身の経営について、「自分の強みは何か」、「どういう顧客に自社の商品を提供していくのか」を再
確認することができました。大変貴重な経験であったと感じました。今後は、再確認した内容を実践できるよ
うに取り組んでいきたいと思います。

クリエイティブひまわり経営研究所

代表

伊藤

仁（いとう

ひとし）

この度、経営士養成講座を経て経営士会に入会致しました伊藤仁と申します。私は商工会の
経営指導員として三十一年勤務し、昨年早期退職をしました。その時、長年経営指導員で培
った経験と人脈を活かし、少しでも小規模企業者のお役に立ちたいと経営コンサルタントを志していたところ
当会の研修を知り、早速受講、無事試験合格、念願のコンサルタントの第一歩を踏み出すことが出来ました。
コンサルタントとして船出したからには、各種の知識の仕入れが必要であります。そんな時、支部長よりお誘
いがあり、東北支部主催のＭＰＰ研修会に参加致しました。研修では新規開業間もない個人事業者の事例であ
ったこともあり前職での経験を踏まえながらＭＰＰの手法も無理なく理解出来たように思います。企業分析に
際し、批判的な目で見がちですが、ＭＰＰの手法は批判的に見るのではなく参加者互いの意見を尊重し、企業
の実態に迫っていく手法は大変有効であると共に大変新鮮な感じを受けました。今後の企業コンサルタントに
も活かしていけそうです。今後は経営士会の研修に積極的に参加し、研鑽を広めることは勿論、会員同士の横
の繋がりを深め、事業者に寄り添ったコンサルタント業務を展開して行きたいと思います。
MPP 研修を振り返って

片岡

修一

経営士になってのはじめての一歩が、今回の MPP 研修会への参加でした。様々な年齢や経験
を持つ人たちがひとつのテーブルを囲んで議論をすることで、自分にない視点が生まれるこ
とが大変勉強になりました。今回のテーマは「鍼灸院」。私が普段、あまり出会うことがない事業テーマでし
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たが、経営の観点から見ると根底は一緒でした。事業の創造を行っていくうえで、事業ビジョンやミッション
を確立し、そして自分の強みを活かした集中と選択、これらを事業計画に落とし込むことで事業を進めていく
ための方向性を明確にしていく、この基本がとても重要であることに改めて気づくことができた研修会であっ
たと思います。今後は経営士として、より実践の場において様々な課題や困難に出会うことがあるかと思いま
す。しかし、自分の中に基本をつくり、経営士としてもぶれない支援を行っていけるよう、自立に向けたより
深く学んでいきたいと強く感じております。また、様々な経営士の先輩方と出会うことで、先人の知見を自らの
ものにできるよう、頑張っていきたいと思います。

ＭＰＰに参加して

東北支部

渡辺

晋也

宮城県の青根温泉にて行われましたが、前日からの積雪にもかかわらず、参加された大先輩
方の熱気と、初めて参加させていただく我々新人 6 名（経営士補を含む）の意気込みにより、
周囲の大雪をも融かすかのごとく大変有意義な討論の場を持てたと思います。引き続き行われました懇親会や
その後の延長戦におきましても、東京から参加された先生方からも話を聴けたり、みなさまの普段の活動状況
等につきましても意見交換が出来るなど、今後の自身に活かせる、また行き詰った際に相談させていただける
（そうな）大変貴重な時間となりました。ひとつ心残りであったのは、せっかく配慮により話題の温泉旅館に
宿泊することが出来ましたので、ここの女将にもう少し現場の話を聴きたかったなと、そんな経営士としての
自省でした。最後に、私は 10 年余りの銀行員活動を経て起業し、昨年経営士会の財務部門に名を連ねさせて
いただきました。現在は福島に家族と住み、仙台と福島に拠点を構え、本業の企業（起業）支援や事業再生に
取り組む傍ら、地元の復興支援にも自社並びにＮＰＯ（3 社）の役員として関わっております。
（この活動の一
端は 2/17 にＢＳにて放映されますが、この号が発行されます際には既に放送は終了していますね…）
復興は、まだまだ道半ば。今後も、みなさまの経験豊富な知識をご教示いただきながら、日々の活動に取り
組んで行きたいと思います。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
東北支部主催 MPP に参加して

青木幸江

平成 27 年１月 3１日土曜日から平成 27 年 2 月１日まで、東北支部主催 MPP に参加して
参りました。会場は、宮城県青根温泉「観山聴月（かんざんちょうげつ）」と言う、仙台駅
から車で 1 時間 30 分程山に入った、趣きのある温泉でした。今回、参加した動機は、MPP の研修ですので、
勿論、地方の厳しい経営環境の中での会員の先生たちのご活躍をお聞きしたかった。と同時に、「女性初の東
北支部長への激励」と言う意味もあり参加をさせて頂きました。13 時から佐藤光子支部長のご挨拶から始ま
り 13 時 15 分から研修が行われました。「完全予約制の‘はりきゅう整骨院’の創業」という課題で、今回の
参加者の関与先の案件でした。開院している地域の状況から代表者のプロフィールなど現状分析から始まり、
今後の支援策まで、忌憚のない白熱した議論が続き、17 時で閉会。その後、18 時から懇親会。参加者が、ほ
ぼ全員現役の方達で、経営士会のブランドで頑張っている姿を拝見して、「経営士会の為に頑張らなくては」
と、再認識して帰路につきました。

ＭＰＰ参加者（順不同、敬称略）
・庄司 孝一

・青木

幸江

・岡崎 充男

・峯田

寿子

・庄司 芳昭

・八木

寛彰

・山下 健二

・伊藤

仁

・表

伸也

・片岡

修一

・茂木 達男

・茂木

昭

・小林 実

・渡辺

晋也

・佐藤 光子

・齋藤

誠一郎
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②[募集] 福島支援センター ＭＰＰ参加者募集
日 時 ： 平成２７年３月２１日（土）

１３：３０～１６：３０

ＭＰＰ研修

１７：００～

懇親会

場 所 ： 郡山市民文化センター
福島県郡山市堤下町１番２号
（郡山駅より徒歩 20 分

または

福島支援センターの会員の皆様

TEL 024－934－2288

の参加をお待ちしております。

タクシーで 5 分）

※駐車場がありませんので、お車でお越しの方は
近隣のコインパーキングにお願いします。

参加される方は、別紙による参加申込みをＦＡＸ又はメールにてお願いいたします。

③[ご案内] 平成 26 年度東北支部報告会及び記念講演の開催
日

時 ：

平成２７年５月２３日（土）

場

所 ：

シェルブール仙台

TEL 022－261－7711
スマイルホテル仙台国分町 3 階

仙台市青葉区一番町４－３－２２
（ＪＲ仙台駅より徒歩１５分
スケジュール：

または

タクシーで５分・地下鉄広瀬通駅より徒歩３分）

１０：００～１２：００
新会員

オリエンテーション

新会員等のフォローアップ研修
１３：００～１４：００

報告会

１４：３０～１６：３０

記念講演

１７：００～１８：００

懇親会

講義

深田一弥氏、掛札彰久氏

加茂水族館

村上館長

④[ご案内] NJK 女性経営士の会 in 山形
日

時

：

平成２７年８月２９日（土）

１３：３０～

場

所

：

山形市内予定

内

容

；

女性リーダーによるＭＰＰ研修です。懇親会も予定しております。
女性会員、男性会員の皆さま、奮ってご参加をお願いいたします。
なお、詳細は追ってご案内いたします。

⑤東北支部会員名簿を作成いたします
別紙による会員名簿登録票を作成の上、下記宛、ご郵送をお願い致します。
〒９９４－００６５

山形県天童市大字清池９０－３
一般社団法人日本経営士会

東北支部

支部長 佐藤光子

宛

※２月２８日（土）必着
いただいた個人情報は、活動情報等の連絡に関連することに限定して使用させていただきます。
なお、会員名簿を一般社団法人日本経営士会東北支部のホームページにも掲載します。
掲載不要の方は、その旨お知らせください。
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