
を実現していただきます！ 

２０２２年４月開講 塾生募集のご案内 

充実した研修内容、他に類のない圧倒的研修回数（２年間、計４０回）、４０年

を超える経験に基づく運営ノウハウにより、 

 後継経営者としての立ち居振る舞い 

 経営に関する知識 
 戦略的思考 

 人格の成長 

 生涯にわたるかけがえのない人脈の形成 

経営二世塾の特徴 

 ◆経営者になる上で必要とされる一通りの経営知識について座学で学んでいただきます。 

 ◆経営二世塾OB企業を中心に計20社の会社見学を実施し、経営者・経営幹部の方から「経 

  験に基づく経営の知恵」について学んでいただきます。 

 ◆少数の塾生（定員20名）で計５回の宿泊研修と講義後の月１回程度の会食を実施すること 

  により、懇親を深めていただきます。 

 ◆卒業後は、OB会（KN会）に加入いただくことにより、他の期のOBとも人脈を広げてい   

  だたくことが可能です。 

 ※1980年の開講以来、200名以上の方が当経営二世塾を卒業しておられます。 

を習得し、 

中堅・中小企業経営者に必要とされる資質と能力 

強い使命感 

好ましい倫理観 

対人感受性 

自責要因で考える 

プラス思考 

具体策を考える力 

リスク回避能力 

戦略的思考力 行動力 

課題解決力 

リーダーシップ・ 

マネジメント 
成果 

自社の 

存続・ 

発展 

 使命感の醸成 

     



２年間のカリキュラム 

※テーマにつきましては、時流等を勘案し、変更する場合がございます。 

※１泊研修は計５回実施します。 

※２年間の研修終了後、海外研修（７日間）を実施予定。 

講師 

 甲南大学 経営学部教授 商学博士 西村 順二氏 「マーケティング」、「経営戦略」担当 

 アイ人財企画 主宰 伊藤 靖氏 「マネジメント・リーダーシップ」担当 

 プロフィット・アップ 代表 片桐 明氏 「営業管理」担当 

 エルアール・ビジネスコンサルティング 代表 末永 伸正氏 「生産管理」担当 

 多田羅社会保険労務士事務所 代表 多田羅 秀之氏 「人事・労務管理」担当 

 税理士法人岡本事務所 代表社員 森田 昌宏氏 「財務管理」担当 

 NPO法人日本交流分析協会 交流分析士教授 川合 由美子氏 「ＴＡ」担当 

 (株)デジタルソリューションズ 執行役員 森田 一弘氏 「ＩＣＴ戦略」担当 

 清原弁護士事務所 弁護士・弁理士 清原 直己氏 「法務」担当 

 プログレスビジネスコンサルタンツ(株) 代表取締役 野路井 達氏 「中期経営計画」担当 

 甲南大学 特任教授 筒井 喜郎氏 「行動経済学」担当 

 大阪経済大学 経営学部・大学院 経営学研究科 教授 高原 龍二氏 「組織活性化」担当 

 大阪府経営合理化協会 大西 尚道 「創造性開発技法」、「マネジメントゲーム」担当 

 ※上記講師は変更となる場合がございます。 

  開催月 回 テーマ    開催月 回 テーマ 

初
年
度 

4月 1 経営二世塾開講式  

２
年
目 

4月 
22 会社見学⑩ 

5月 
2 創造性開発技法実習、塾生同士の交流・情報

交換（一泊研修） 

 23 講義⑧「ＩＣＴ戦略」 

3  5月 24 講義⑨「労務管理」 

6月 
4 会社見学①  

6月 
25 

会社見学⑪～⑬（地方一泊研修） 
5 講義①「マーケティング」  26 

7月 
6 会社見学②  

7月 
27 講義⑩「法務」 

7 講義②「マネジメント・リーダーシップ」  28 会社見学⑭ 

8月 
8 会社見学③  

8月 
29 講義⑪「中期経営計画」 

9 講義③「営業管理」  30 会社見学⑮ 

9月 
10 会社見学④  

9月 
31 講義⑫「行動経済学」 

11 講義④「生産管理」  32 会社見学⑯ 

10月 
12 

会社見学⑤～⑦（地方一泊研修） 
 

10月 
33 講義⑬「経営戦略Ⅰ」 

13  34 講義⑭「リスク管理」 

11月 
14 講義⑤「人事管理」  

11月 
35 

会社見学⑰～⑲（地方一泊研修） 
15 会社見学⑧  36 

12月 

  KN会（OB会）との情報交換および懇親会  12月   KN会（OB会）との情報交換および懇親会 

16 マネジメントゲーム（経営の疑似体験）      

（一泊研修） 

 1月 37 講義⑮「組織活性化」 

17  
2月 

38 会社見学⑳ 

1月 18 協会の年頭大会（経営セミナー）に参加  39 講義⑯「経営戦略Ⅱ」 

2月 
19 会社見学⑨  3月 40 経営二世塾修了式 

20 講義⑥「財務」      

3月 21 講義⑦「交流分析（ＴＡ）」      



 ▶この2年間は私にとって忘れ得ぬ貴重な体験になるだろう。同じ悩みを持つ多くの友人を得るこ 

  とが出来た。コンサルタントの先生方からは、有意義なアドバイスをいただいた。しかし何より 

  素晴らしかったのは、第一線で活躍されている経営者の方々の生の声を聞くことが出来たことで  

  ある。理路整然と話される方あり、カリスマ的な迫力で圧倒する方あり、タイプは様々だが、そ 

  の実体験に基づく講話の持つ説得力は他では得られぬものであった。（製造業、４３才） 
 

 ▶この短期間で、私自身かなり大きな意識の変革がありました。異業種で会社規模も違うとはいえ、 

  同世代・同じ立場にあるメンバーから受ける強い刺激・影響が大きかったと思います。ややもす 

  れば惰性で仕事をしていた観がありましたが、皆さんがそれぞれ積極的に仕事に取組み真剣に自 

  社の将来に危機感を抱く姿を見て、会社とは生き物であり、常に何かに取り組み・考え・行動を 

  おこしていく姿勢が必要であることをあらためて実感しました。（卸売業、３８才） 
 

 ▶二世塾では各々が異業種であり、企業内容・規模こそ違いはありますが、同じ立場の方と付き合 

  えたこと、本音の話が出来たこと、また、皆がこんなに頑張っているんだという強い刺激を受け 

  たことがとても良かったと思っております。これからも同期の方とＯＢ会を通じて親交を更に深 

  めていきたいです。（製造業３４才） 
 

 ▶２年間インプットした知識を基に実際に自社の診断を実施し、ビジョンを明確にしたことにより、 

      自社についてより深く知ることができ、経営者として何をすべきか、何から手をつけるべきかが 

      明確になりました。（卸売業、３７才） 
 

 ▶二世塾は私にとっては全ての経験が新しいものであり、自分にとって大きな自信になっている。  

  （飲食業、２９才） 
 

 ▶この経営二世塾で得た「常に勉強するという姿勢」を失わず、立ち向かっていきたいと思います。 

  （小売業、３２才） 

経営二世塾参加者の声 

見学先と講演者(過去の実績） 

 (株)棚澤八光社         代表取締役社長 棚澤 肇氏 

 タカヤマ金属工業(株)      代表取締役社長 高山 正義氏 

 (株)精和工業所         取締役会長 山下 清一氏 

 (株)福井製作所         代表取締役社長 福井 洋氏 

 オリエンタルチエン工業(株)   代表取締役社長 西村 武氏 

 中村留精密工業(株)       総務部部長 宮崎 悟氏 

 (株)東振精機          専務取締役 中村 俊介氏 

 トラスコ中山(株)        代表取締役社長 中山 哲也氏 

 松下資料館           館長 遠藤 紀夫氏 

 アンダーデザイン(株)      代表取締役社長 川口 竜広氏 

 (株)ノリタケカンパニーリミテド 広報室主事 深谷 基嗣氏 

 日進工業(株)          工場長 間瀬 雅勅氏 

 ダイドー(株)          代表取締役社長 山田 貞夫氏 

 寿工業(株)           代表取締役社長 北村 良太氏 

 (株)キャステム         代表取締役 戸田 拓夫氏 

 (株)サタケ           経営本部広報室主査 瀧本 明氏 

 マツダ(株)           商品本部主査 佐賀 尚人氏 

 幸南食糧(株)          取締役会長 川西 修氏 

 生興(株)            代表取締役社長 古谷 勝彦氏 

 (株)ナカキン          代表取締役社長 榎本 卓嗣氏 

 ※先方との日程調整の関係等により上記見学先と講演者は変更となる場合がございます。  



参加資格 

募集人員 

参加費用 

開催場所 

開催時間 

申込方法 

●中堅・中小企業の経営後継予定者。 

●年齢は原則として25才から50才まで。 
 

●20名（定員になり次第締め切ります）。 
 

●当協会会員：年間33万円（左記の半額を半期毎に請求いたします）。 

   会員外：年間39万6千円（左記の半額を半期毎に請求いたします）。 

※参加費用とは別に、申込み時入会金として別途１万1千円を申し受けます。 

※上記価格は全て消費税込となります。 

※地方一泊研修時の宿泊費・交通費は別途ご負担願います（1回3万円程度）。 
 

●2022年4月より2024年３月までの2年間で計40回実施します。 

※塾生の皆様のスケジュールを毎回事前に確認し、開催日を決定します。 
 

●講義は、原則堺筋本町近隣の会議室で行います。 
 

●講義は原則として午後６時から午後８時までの２時間程度です。 

●会社見学の時間は、見学先企業様と調整の上決定いたします。 

※研修終了後、夕食をご用意し意見交換会を行います（会社見学時を除く）。  
 

下の参加申込書にご記入の上、下記まで送付下さい。 

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか５階 

一般社団法人 大阪府経営合理化協会 

経営二世塾事務局：大西（e-mail：onishi@gourika.or.jp） 

TEL：06-4794-9090 FAX：06-4794-9085 

経営二世塾（21期生）申込書 

開催期間 

※ご不明な点等ございましたら、担当者までご連絡いただけますよう、お願いいたします。 

会社名 
        TEL   

      FAX   

会社住所 

（〒   －    ）       

社員数 

  

      名 

          

業種業態 

    

代表者 

   

     ㊞  

       

ﾌﾘｶﾞﾅ   

年齢 

  

役 職 

    

本人氏名 
  才    

        

勤務先住所 

（〒   －    ）     
TEL 

  

        

      
FAX 

  

        

e-mail 
        携帯  

電話 

  

          

開催要項 


