
講座名：第１期　経営能力開発講座基礎コース
期間／平成２年１１月～平成３年１１月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成２年１１月２１日 地域産業の活性化 岡山大学農学部 目瀬　守男

2 平成２年１２月　３日 即席メンのマーケティング戦略 日清食品（株） 脇原　信博

3 平成２年１２月　９日 企業経営の法律事務 弁護士 有元　　実

4 平成３年　１月１６日 新製品開発とスタッフ 小川香料（株） 岡本　悠紀

5 平成３年　２月　６日 国際化と日本人 共立女子大学助教授 天児　　慧

6 平成３年　２月２０日 からくさ模様のまちづくり からくさ塾長 小嶋　　明

7 平成３年　３月　６日 リーダーになるには 松下政経塾講師 平野　　仁

8
平成３年　３月２３日
～３月２４日

おばあちゃんの原宿 現地研修（東京都西巣鴨とげぬき地蔵）

9 平成３年　４月　３日 女性起業術 エルスプランニング社長 和田　淑美

10 平成３年　４月１７日 21世紀むらは都市より輝く 地域総合研究所 猪爪　範子

11 平成３年　５月　８日 ＫＪ法による能力開発 津山木材同友会 小塔・志水・松本

12 平成３年　５月２２日 人材その魅力の引きだし方 映画監督 澤井　信一郎

13 平成３年　６月　５日 産学官三位一体のまちづくり 都市経済研究所 小林　章次郎

14 平成３年　６月１９日 観光民俗学 民俗学研究家 神崎　宣武

15 平成３年　７月２４日 中間総括シンポジウム

16
平成３年　８月２１日
～８月２３日

大分現地研修 湯布院・大山町・小国町

17 平成３年　９月２５日 研修企画検討会議

18 平成３年１０月２３日 研修企画検討会議

19 平成３年１１月１１日 研修企画検討会議

講座名：第１期　経営能力開発講座実践コース
期間／平成３年１２月～平成４年１０月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成３年１２月１４日 リーダーの自己革新 松下電器教育訓練センター 向畑　忠夫

～１２月１５日 事例研修～八甲田山 ビデオ鑑賞 辻　　俊雄

2 平成４年　１月２９日 中長期経営戦略策定の進め方 長銀総合研究所 塩谷　未知

3 平成４年　２月２８日 中小企業にとっての人材育成　　　 能力開発コンサルタント 野崎　貫之

企業経営の中の財務の役割 岡山商科大学 中井　　秀

4 平成４年　３月１７日 環境分析・現事業分析 長銀総合研究所 塩谷　未知

5 平成４年　４月１８日 F&B教育プログラム実習 岡山ゼロックス 岩根　哲夫

6 平成４年　５月２０日 長期ビジョンの検討 長銀総合研究所 塩谷　未知

7 平成４年　６月１３日 我が経営を語る 日本植生（株）会長 柴田　　正

8 平成４年　７月１５日 長期経営戦略の検討・重点課題の抽出 長銀総合研究所 塩谷　未知

9
平成４年１０月　３日
～１０月８日

海外研修（アメリカ現地研修） 現地研修（ロスアンゼルス・サンフランシスコ・サンディエゴ）

10 平成４年１０月３０日 重点課題の実行計画・総括 長銀総合研究所 塩谷　未知

講師等

シンポジウムパネリスト　山口恵美（奈良県まほろば未来塾）
小山修二（鹿児島県ほっけもん塾）三木義忠（香川県ハッピー
夢想塾）小島明（兵庫県からくさ塾）

講師等



講座名：第２期　経営能力開発講座基礎コース
期間／平成４年１０月～平成５年７月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成４年１０月２１日 私の経営理念 中国食品工業（株）常務取締役 岡　　将男

2 平成４年１１月１１日 地方の活性化とセビリア万博 映画監督 伊藤　俊也

3 平成４年１２月　７日 流通の変化とマーケティング 日清食品（株）部長 脇原　信博

4 平成５年　１月２０日 女性を経営参謀にする方法 フリーライター 徳丸　荘也

5 平成５年　２月１７日 消費の変化とこれからの店舗展開 東京国際大学商学部教授 三村　優美子

6 平成５年　４月２１日 新しい福祉社会への挑戦 湘南学園前理事長 中澤　弘幸

7 平成５年　５月１９日 プロフェッショナルの本領 （株）ジャパンマスヒロ 山本　益博

8 平成５年　６月１６日 全国の地域おこし塾との交流

9 平成５年　７月２１日 基礎コースの総括と実践コースへの方向づけ 東京家政大学文学部教授 伊藤　俊夫

講座名：第２期　経営能力開発講座実践コース
期間／平成５年１２月～平成６年９月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成５年　５月１３日 実践コース検討会議 起業について

2 平成５年　６月１５日 　　　　　　　　〃 　１　　つやまタウン情報誌発行

3 平成５年　８月１２日 　　　　　　　　〃 　２　　オクトバスガーデンカンパニー

4 平成５年　９月　８日 　　　　　　　　〃 　３　　ディベロップメント

5 平成５年　９月１３日 　　　　　　　　〃

6 平成５年１１月２９日 　　　　　　　　〃 長銀総合研究所 塩谷　未知

7 平成５年１２月１３日 実践コース「起業について」 　　　　　　　　　　　　　〃

8 平成６年　１月２４日 先行事例調査（１） 　　　　　　　　　　　　　〃

9 平成６年　２月２１日 市場調査及び先行事例調査（２） 　　　　　　　　　　　　　〃

10 平成６年　３月１４日 事業イメージ検討 　　　　　　　　　　　　　〃

11 平成６年　４月２５日 事業イメージ将来シナリオ検討 　　　　　　　　　　　　　〃

12 平成６年　５月２３日 事業計画立案（１）

13 平成６年　６月２７日 事業計画立案（２）

14 平成６年　７月２５日 事業計画立案（３） 長銀総合研究所 塩谷　未知

15 平成６年　８月２９日 事業計画立案（４） 　　　　　　　　　　　　　〃

16 平成６年　９月２６日 事業計画報告（プレゼンテーション） 　　　　　　　　　　　　　〃

フリーマーケット情報誌企画書提案

講師等

あすなろ懇話会（石川県穴水町）甲田町政経同友会（広島県甲田町）

講師等



講座名：第３期　経営能力開発講座基礎コース
期間／平成７年３月～平成８年３月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成７年　３月　３日 受講生へのメッセージ 東京家政大学教授 伊藤　俊夫

2 平成７年　４月１４日 リーダー学「リーダーとは？」 （株）シー・エヌ・ディ 可香谷　　栄

3 平成７年　５月１９日 リーダー学「リーダーの持つべき想像力と実行」 　　　　　　　　　　　　　〃

4 平成７年　６月１２日 リーダー学「これからのマーケティング」 　　　　　　　　　　　　　〃

5 平成７年　７月１４日 リーダー学「組織を動かすリーダーシップ」 　　　　　　　　　　　　　〃

6 平成７年　９月１１日 リーダー学「ディスカッション」 　　　　　　　　　　　　　〃

7 平成７年１０月１７日 経営学「最近の企業戦略と今後の方向」 長銀総合研究所 塩谷　未知

8 平成７年１１月１３日 経営学「経営管理の基礎知識」 　　　　　　　　　　　　　〃

9 平成７年１２月　５日 経営学「マーケティングの強化」 　　　　　　　　　　　　　〃

10 平成８年　１月１６日 経営学「人を活かすマネジメント」 　　　　　　　　　　　　　〃

11 平成８年　２月２０日 経営学「情報化戦略の動向」 　　　　　　　　　　　　　〃

12 平成８年　３月２１日 経営学「総合ディスカッションと今後の進め方」 　　　　　　　　　　　　　〃

講座名：第３期　経営能力開発講座実践コース
期間／平成８年５月～平成８年１１月
★テーマ／パソコン研修

回数 期日 テーマ 備考

1 平成８年　５月１８日 パソコンの基礎知識 津山工業高等専門学校 岡田正・長井聡

2 平成８年　５月２５日 マウス・キーボード操作 　　　　　　　　　　　　　〃

3 平成８年　６月　８日 　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　〃

4 平成８年　６月１５日 　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　〃

5 平成８年　６月２９日 　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　〃

★テーマ／先輩に学ぶ

1 平成８年　６月１５日 事業展開等 （株）菅田代表取締役 菅田　　茂

2 平成８年　６月２４日 人材確保等 共和機械（株）代表取締役 友末　誠夫

★テーマ／企業の進むべき方向

1 平成８年　４月　９日 中小企業専門店の生き残り策 長銀総合研究所 塩谷　未知

2 平成８年　５月２８日 仮想輸入商店開店 　　　　　　　　　　　　　〃

3 平成８年　６月２８日 社内改善５Sの研究 　　　　　　　　　　　　　〃

4 平成８年　８月２７日 インターネット津山夢タウン 　　　　　　　　　　　　　〃

5 平成８年１１月　５日 自主研修ディスカッション 　　　　　　　　　　　　　〃

6 平成８年１１月２０日 　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　〃

講師等

講師等



講座名：第４期　経営能力開発講座
期間／平成９年２月～平成１０年３月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成　９年　２月２５日 開講式・オリエンテーション・先輩からのメッセージ （株）シー・エヌ・ディ 可香谷　栄

2 平成　９年　３月２１日 リーダーとは「リーダーの定義と本質論」 　　　　　　　　　　〃

3 平成　９年　４月１８日 マーケッティング「環境適合とリーダーシップ」 　　　　　　　　　　〃

4 平成　９年　５月１６日 組織を動かすリーダーシップ「組織適合のリーダーシップ」 　　　　　　　　　　〃

5 平成　９年　６月２０日 リーダーの持つべき構想力と実行「リーダーの使命・役割」 　　　　　　　　　　〃

6 平成　９年　７月１８日 ディスカッション・総まとめと実践展開のためのガイドライン 　　　　　　　　　　〃

7 平成　９年　９月１９日 「最近の企業戦略と今後の動向」 長銀総合研究所 塩谷　未知

8 平成　９年１０月２４日 「経営の基礎知識」 　　　　　　　　　　〃

9 平成　９年１１月２１日 「マーケッティング力の強化」 　　　　　　　　　　〃

10 平成　９年１２月　５日 「人を活かすマネジメント」 　　　　　　　　　　〃

11 平成１０年　１月１６日 「情報化戦略の動向」 　　　　　　　　　　〃

12 平成１０年　２月２０日 「総合ディスカッションと今後の進め方」 　　　　　　　　　　〃

講座名：第４期　経営能力開発講座実践コース
期間／平成１０年４月～平成１１年２月
回数 期日 テーマ 備考

★テーマ／パソコン研修

1
平成１０年　４月２５日
～６月２０日（6回）

ワード初級 津山電子（株） 柴田　哲郎

2
平成１０年　４月２９日
～６月２７日（6回）

ワード中級 　　　　　　　　　　〃

3
平成１０年　４月２５日
～６月２７日（6回）

エクセル初級 　　　　　　　　　　〃

4
平成１０年　４月２９日
～６月２７日（6回）

エクセル中級 　　　　　　　　　　〃

5
平成１０年　４月２６日
～６月２１日（6回）

ロータス初級 　　　　　　　　　　〃

6
平成１０年　６月２６日
～６月２１日（6回）

一太郎初級 　　　　　　　　　　〃

7 平成１０年　７月　４日 インターネット入門 津山工業高等専門学校マルチメディア室

8 平成１０年　７月　５日 　　　　　〃 岡田正・樋口敏三・最上勲

9 平成１０年　７月１１日 　　　　　〃 曽田庄一・大西大二郎

★テーマ／ISO　9000取得における企業の活性化

平成１０年　７月２日
～７月３日

中小企業大学校広島校

★テーマ／観光資源の活用

平成１０年　６月６日
～６月７日

★テーマ／人材育成

平成１０年　８月１９日 先輩に学ぶ-目標管理について 津山電子（株） 柴田　哲郎

★テーマ／自主研修ディスカッション

1 平成１０年　５月２９日 実践研修企画検討会議 長銀コンサルティング 塩谷　未知

2 平成１０年　７月１７日 実践研修企画検討会議 　　　　　　　　　　〃

3 平成１０年　９月１８日 実践研修企画検討会議 　　　　　　　　　　〃

4 平成１０年１０月２３日 実践研修企画検討会議 　　　　　　　　　　〃

5 平成１０年１１月２０日 実践研修企画検討会議 　　　　　　　　　　〃

6 平成１０年１２月１１日 報告会（プレゼンテーション） 　　　　　　　　　　〃

7
平成１１年　２月　２日
～７日

海外研修（アメリカ現地研修）現地研修／ロスアンゼルス

滋賀県長浜市黒壁ガラススクウェア視察

講師等

講師等



講座名：第５期　経営能力開発講座
期間／平成１０年１２月～平成１１年１２月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成１０年１２月１８日 開講式・オリエンテーション

2 平成１１年　１月２２日 店の顔づくり・店舗・サイン・立地・商圏 エスピーケイ研究所所長 金田　晃

3 平成１１年　２月１９日 売り場づくり・レイアウト・イメージアップ・POP 　　　　　　　　　〃

4 平成１１年　３月１９日 活気づくり・イベント・セール・店舗管理 　　　　　　　　　〃

5 平成１１年　４月１６日 顧客づくり・新規店獲得・固定客づくり・顧客情報管理 　　　　　　　　　〃

6 平成１１年　５月２１日 魅力づくり・差別化・販促計画の立案・顧客の満足 　　　　　　　　　〃

7 平成１１年　６月１８日 生き残るためのツボとコツ 　　　　　　　　　〃

8 平成１１年　７月１６日 組織と管理者の役割 （株）テクノソフト 清水　良久

9 平成１１年　８月２０日 問題設定と問題解決 　　　　　　　　　〃

10 平成１１年　９月１７日 対人関係とリーダーシップの向上 　　　　　　　　　〃

11 平成１１年１０月１５日 社員の動機づけ 　　　　　　　　　〃

12 平成１１年１１月１９日 生産管理の技法 　　　　　　　　　〃

13 平成１１年１２月１７日 創造的職場風土の構築 　　　　　　　　　〃

講座名：第５期　経営能力開発講座実践コース
期間／平成１２年１月～平成１２年９月
回数 期日 テーマ 備考

1 平成１２年　１月１４日 事業計画立案（１） ㈱テクノソフト 清水　良久

2 平成１２年　２月　２日 事業計画立案（２）

3 平成１２年　４月１５日 事業計画立案（３）

4 平成１２年　５月３０日 ㈱ミコー代表取締役 山田　英生

5 平成１２年　６月１６日 国民金融公庫津山支店長 梅田　武夫

6 平成１２年　７月　７日 全秦通商㈱専務取締役 全本　和由

平成１２年　７月２４日 県外現地研修

　　　　　　～7月２６日

8 平成１２年　８月　１日 卒業レポート作成

9 平成１２年　９月１６日 レポート発表

7
三島食品　㈱三井ハイテック

㈱住友金属小倉

講師等

講師等



講座名：第６期　経営能力開発講座
期間／平成１３年　８月～平成１４年　７月
回数 期日 テーマ 備考

つやま産業塾塾長 和田　力

法円坂法律事務所所長 稲田　堅太郎

3 平成１３年１０月１２日 実践講座（準備検討）

4 平成１３年１１月１３日 人間講座②問われる経営者の心の豊かさ① 法円坂法律事務所所長 稲田　堅太郎

5 平成１３年１２月１１日 経営講座②変化を厭う企業に将来はない 共信テクノソニック㈱副会長 春名　昌哉

6 平成１４年　１月１５日 地域講座①地域振興が我社の生き残る条件 泉州広告㈱代表取締役 原口　和子

7 平成１４年　２月１２日 経営講座③これからの中小企業と環境ビジネス エコビジネスネットワーク代表 安藤　眞

8 平成１４年　３月１２日 人間講座③問われる経営者の心の豊かさ② 法円坂法律事務所所長 稲田　堅太郎

9 平成１４年　４月　９日 経営講座④少子高齢化に対するビジネス戦略 ㈲ライフデザイン代表取締役 大内　俊一

10 平成１４年　５月１４日 先進地視察（東大阪市）

11 平成１４年　６月１４日 視察報告会

法円坂法律事務所所長 稲田　堅太郎
つやま産業塾塾長 和田　力

講座名：第７期　経営能力開発講座
期間／平成１４年　９月～平成１５年　９月
回数 期日 テーマ 備考

1平成１４年　９月２０日 塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

2平成１４年１０月１５日 代表・幹事の選出

3平成１４年１１月１２日 人間講座①明るく・楽しく・たくましく　～魅力の行動学～ 能力開発コンサルタントおかやま所長 野崎　貴之

4平成１５年　１月２１日 人間講座②ビジネスマンやる気塾 ㈱ファーストプライズ代表取締役 岡田　信夫

5平成１５年　２月１８日 人間講座③いきいきとした職場と自分づくり 山陽機器㈱相談役名誉会長 矢野　啓一

6平成１５年　３月１１日 塾生によるディスカッション

経営講座①動機付けについて つやま新産業推進機構　技術専門相談員 薮木　伸一

　　　　　　産学官共同による商品開発事例 つやま新産業推進機構　技術専門相談員 遠藤　勝治

8平成１５年　５月１７日 女将塾視察研修 女将塾塾長 三宅　美佐子

9平成１５年　６月１７日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

10平成１５年　７月１５日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

11平成１５年　８月１９日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

12平成１５年　９月１２日 閉講式・塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

12 平成１４年　７月　９日
人間講座④問われる経営者の心の豊
かさ③・塾長講話

講師等

7平成１５年　４月１５日

2 平成１３年　９月１１日
経営講座①社員の情報共有と経営者
の人間性の豊かさ

三宅産業㈱代表取締役 三宅　昭二

㈱大阪工作所・㈱ユタカ・SAKE-RANDまこと

講師等

1 平成１３年　８月２１日
開講式・人間講座①20世紀の生き方に対
する反省と21世紀に生き残るための展望



講座名：第８期　経営能力開発講座
期間／平成１５年１０月～平成１６年　９月
回数 期日 テーマ 備考

1平成１５年１０月２１日 開講式・オリエンテーション つやま産業塾塾長 和田　力

2平成１５年１１月１１日 経営基礎理論①人間行動に関する科学 経営改善協会代表理事 杉田　昌質

3平成１６年　１月２０日 経営基礎理論②金と物の流れに関する科学 　　　　　　　　　　〃 　　　〃

4平成１６年　２月１７日 視察研修（岐阜県池田町） ㈱タニサケ

5平成１６年　３月１７日 津山市の農林業の現状と将来の方策 美作大学学長 目瀬　守男

6平成１６年　４月１３日 津山市工業の現状と将来の方策 津山商工会議所工業部会長 金本　生

7平成１６年　５月１１日 津山市観光業の現状と将来の方策 津山市観光協会副会長 竹内　佑宜

8平成１６年　６月１５日 津山市商業の現状と将来の方策 津山市商店街連盟理事長 鍋島　英夫

9平成１６年　７月１３日 津山市産業の現状と将来の方策 津山市産業経済部部長 米井　瑞臣

10平成１６年　８月１７日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

事業所・会社案内（塾生による自社説明）

閉講式・塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

講座名：第９期　経営能力開発講座
期間／平成１６年１０月～平成１７年　９月
回数 期日 テーマ 備考

1平成１６年１０月１５日 開講式・オリエンテーション つやま産業塾塾長 和田　力

2平成１６年１１月１６日 企業経営の実際①創業の志 アスクラボ㈱社長 川嶋　謙

3平成１７年　１月１１日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

4平成１７年　２月１４日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

5平成１７年　３月１７日 視察研修（岡山市） ダイヤ工業㈱・岡山旭東病院

6平成１７年　４月１２日 価値観の共有　企業における教育と訓練 経営改善協会代表理事 杉田　昌質

7平成１７年　５月１０日 生産性は企業の実力　ホワイトカラーの生産性向上 　　　　　　　　　　〃 　　　〃

8平成１７年　６月１４日 都合により休止

9平成１７年　７月１２日 地域の活性化　海外への事業展開 オーティス㈱社長 佐山　修一

10平成１７年　８月２３日 視察研修 オーエヌ工業㈱・オーティス㈱

事業所・会社案内（塾生による自社説明）

閉講式・塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

講座名：第１０期　経営能力開発講座
期間／平成１７年１０月～平成１８年　９月
回数 期日 テーマ 備考

1平成１７年１０月１４日 開講式・オリエンテーション つやま産業塾塾長 和田　力

2平成１７年１１月　８日 視察研修・企業経営の実際①創業の志 ㈱メイト会長 赤岩　達重

3平成１８年　１月１７日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

4平成１８年　２月１４日 事業所・会社案内（塾生による自社説明）

5平成１８年　３月１４日 経営基礎理論①人間行動に関する科学 経営改善協会代表理事 杉田　昌質

6平成１８年　４月１１日 経営基礎理論②金と物の流れに関する科学 　　　　　　　　　　〃 　　　〃

7平成１８年　５月１６日 経営企業の実際②創業の志 コンテンツ㈱代表取締役 小野　博

8平成１８年　６月１３日 経営企業の実際③創業の志 ㈲マリコ代表取締役 池田　真理子

9平成１８年　７月１１日 視察研修 原田農園　吉田牧場

10平成１８年　８月２２日 視察研修（米子市）

11平成１８年　９月１５日 塾生意見発表・閉講式・塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

講師等

地域交流センター田園・(社)氷温協会・㈱ダイマツ

講師等

11平成１６年　９月１４日

講師等

11平成１７年　９月１６日



講座名：第１１期　経営能力開発講座
期間／平成１８年１０月～平成１９年９月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成１８年１０月１３日 開講式・オリエンテーション つやま産業塾塾長 和田　力 　　

2 平成１８年１１月１４日 事業所・会社案内（塾生による自社説明） 　　

3 平成１９年　１月１６日 事業所・会社案内（塾生による自社説明） 　　 　　　 　　

4 平成１９年　２月１３日 経営基礎理論①決算書の見方 アルマ経営研究所取締役　 加藤　珪一　 　　

5 平成１９年　３月１３日 経営基礎理論②自社の強みと弱みの分析方法 アルマ経営研究所取締役 加藤　珪一 　　

6 平成１９年　４月１０日 企業経営の実際①新ビジネスを創造する ㈱三松・ジュエルダン代表取締役 清水　男 　　

7 平成１９年　５月　８日 企業経営の実際②経営革新のすすめ ㈱脇木工専務取締役 脇　容子 　　

8 平成１９年　６月１２日 企業経営の実際③失敗を生かすもの創り アスカバイオ㈱代表取締役 吉井　忠 　　

9 平成１９年　７月１０日 視察研修（バイオマス関連施設） 真庭市 　　

10 平成１９年　８月２１日 視察研修（製造業事業所） 池田精工㈱、脇木工㈱、㈱光岡製作所

11 平成１９年　９月１４日 成果発表・閉講式・塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

公開 平成１８年１２月　３日 演題：「これからの地域社会」 財団法人地域創造理事長 林　省吾

講座名：第１２期　経営能力開発講座
期間／平成１９年１０月～平成２０年９月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成１９年１０月１２日 開講式・オリエンテーション つやま産業塾塾長 和田　力 　　

2 平成１９年１１月１３日 事業所・会社案内（塾生による自社説明） 　　

3 平成２０年　１月１５日 事業所・会社案内（塾生による自社説明） 　　 　　　 　　

4 平成２０年　２月１２日
経営基礎理論①・経営戦略の策定方法
バランススコアカードの作成と導入支援

㈱プランナーネットワーク代表取締役　 日笠　達夫 　　

5 平成２０年　３月１１日 経営基礎理論②・会計の基礎と企業活動 アルマ経営研究所取締役 加藤　珪一 　　

6 平成２０年　４月　８日
企業経営の実際①・株式上場までの経
過　・社員教育のすすめ

㈱メッセージ代表取締役 橋本　俊明 　　

7 平成２０年　５月１３日 企業経営の実際②・経革のすすめ ㈱SL化学研究所代表取締役 公木　真由美 　　

8 平成２０年　６月１０日
企業経営の実際③・人も会社も出会い
に育まれて伸びる

㈱半鐘屋専務取締役 岡田　幸子 　　

9 平成２０年　７月　８日 視察研修 株式会社戸田レーシング 　　

10 平成２０年　８月１９日 視察研修 院庄林業・本山合金製作所

11 平成２０年　９月１２日 成果発表・閉講式・塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

公開 平成１９年１２月１５日 人づくりと両備ハッピーライフプロジェクト 両備ホールディングス㈱代表取締役 小嶋　光信 　　　

特別 平成２０年　３月　５日 視察研修（㈱山田養蜂場） 特別講座

講師等

講師等



講座名：第１３期　経営能力開発講座
期間／平成２０年１０月～平成２１年９月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成２０年１０月１０日 開講式・オリエンテーション つやま産業塾塾長 和田　力 　　

2 平成２０年１１月１１日 事業所・会社案内（塾生による自社説明） 　　

3 平成２１年　１月１３日 事業所・会社案内（塾生による自社説明） 　　 　　　 　　

4 平成２１年　２月１０日
企業経営の基礎（１）　売上　利益は市場に必要
とされている証拠。素直に市場の変化を見る 株式会社アスクラボ　ＣＥＯ　 川嶋　謙 　　

5 平成２１年　３月１０日
企業経営の基礎（２）　商品　商材も市場で通用
する賞味期限がある。うまくいくまでやる 同上 同上 　　

6 平成２１年　４月１４日
企業経営の実際（１）　元祖ぶっかけう
どんふるいちの創業の精神

株式会社ふるいち　代表取締役 古市　了一 　　

7 平成２１年　５月１２日
企業経営の実際（２）　日本一のステン
レス加工基地を目指して

株式会社池田精工　代表取締役 池田　晃 　　

8 平成２１年　６月　９日 企業経営の実際（３）　活力ある企業経営　 株式会社院庄林業　代表取締役 豆原　直行 　　

9 平成２１年　７月１４日 視察研修 　　

10 平成２１年　８月２５日 視察研修

11 平成２１年　９月１１日 成果発表・閉講式・塾長講話 つやま産業塾塾長 和田　力

公開 平成２０年１２月１４日 演題：「旅は心を豊かにする」 株式会社朝日旅行　常務取締役 清水克之輔

講座名：第１４期　経営能力開発講座
期間／平成２１年１０月～平成２２年９月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成２１年１０月　９日 開講式・塾長講話・塾生の自己紹介、自社紹介 つやま産業塾　塾長 和田　力 　

経営者の思いを聴く（１）－創業の志－

起業への道、そして、未来への夢

経営を考える（１）－戦略とマーケティング－

戦略とマーケティング

経営を考える（２）－組織・会計－

戦略遂行を確実に行うための組織と会計のあり方

経営者の思いを聴く（２）－創業と継続－

創業と新事業について

経営者の思いを聴く（３）－事業の展開－

「やる」、「やらない」決断の鍵

7 平成２２年　５月１１日 経営者の思いを聴く（４）－リーダーシップ－ 西粟倉村　村長 道上　正寿 　

経営の現場を見る（１） ㈱西粟倉村・森の学校 　

視察研修

経営の現場を見る（２） 安田工業㈱

視察研修 タカヤ㈱ 　

10 平成２２年　９月１０日 修了式・修了書授与・成果発表・塾長講話 つやま産業塾　塾長 和田　力

9 平成２２年　７月１３日

6 平成２２年　４月１３日 ㈱本山合金製作所　社長 松本　秀彦 　

8 平成２２年　６月　８日
津山高専地域共同テクノセンター

4 平成２２年　２月９日 同上 同上 　

5 平成２２年　３月９日 日本植生㈱　社長 長岡　保男 　

　

3 平成２２年　１月１２日 アルマ経営研究所　取締役 加藤　珪一 　

加茂繊維㈱、ＩＫＯＭＡロボテック㈱

講師等

2 平成２１年１１月 １０日 IKOMAロボテック㈱　社長 生駒　徹志

講師等

共和機械㈱、日本植生㈱



講座名：第１５期　経営能力開発講座
期間／平成２２年１０月～平成２３年９月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成２２年１０月　８日 開講式・塾長講話・塾生の自己紹介、自社紹介 つやま産業塾　塾長 和田　力 　

2 平成２２年１１月 １２日 塾生の自己紹介、自社紹介 つやま産業塾　塾長 和田　力 　

経営を考える（１）

目に見えない資産の把握と活用

経営を考える（２）

制度会計と管理会計

経営者の思いを聴く（１）

一歩前進、二歩後退もある

経営者の思いを聴く（２）

受注下請から製造小売業への革新

経営者の思いを聴く（３）

夢は叶う　第二の創業 　

経営の現場を見る（１） 　

視察研修

経営の現場を見る（２） ㈱山田養蜂場

視察研修 銘建工業㈱ 　

10 平成２３年　８月２６日 成果発表会

11 平成２３年　９月　９日 成果発表・修了式・修了書授与・塾長講話 つやま産業塾　塾長 和田　力

講座名：第１６期　経営能力開発講座
期間／平成２３年１０月～平成２４年９月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成２３年１０月１４日 開講式・塾長講話・塾生の自己・自社紹介 つやま産業塾　塾長 可児　弘毅 　

2 平成２３年１１月１１日 塾生の自己紹介、自社紹介 つやま産業塾　塾長 可児　弘毅 　

経営を考える第１回

仮説と検証

経営を考える第２回

for the team

経営者の思いを聴く第１回

嫌な農業から楽しい農業へ

経営者の思いを聴く第２回

経営者の覚悟

経営の現場を見る第１回 岡山リサーチパークインキュベーションセンター

視察研修 ナカシマメディカル㈱ 　

経営の現場を見る第２回 中国職業能力開発大学校 　

視察研修 三井造船㈱玉野事業所

経営者の思いを聴く第３回

ベンチャー企業のプラスとマイナス 　

10 平成２４年　８月２４日 成果発表会 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

11 平成２４年　９月１４日 成果発表・修了式・修了書授与・塾長講話 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

インタロボット㈱
代表取締役

小川　浩基

7 平成２４年　５月１１日

8 平成２４年　６月　８日

9 平成２４年　７月１３日

5 平成２４年　３月　９日 苺と米の専業農業 須江　寛臣 　

6 平成２４年　４月１３日
元・㈱クラレ専務取締役
山陽技術振興会　会長

安井　昭夫 　

　

4 平成２４年　２月１０日 同上 同上 　

9 平成２３年　７月　８日

講師等

3 平成２４年　１月１３日 アスクラボ㈱　代表取締役社長 川嶋　謙

7 平成２３年　５月１３日 晃立工業㈱　代表取締役ＣＥＯ 福廣　安高

8 平成２３年　６月１０日
平林金属㈱リサイクルファーム御津

オージー技研㈱邑久工場

5 平成２３年　３月１１日 共和機械㈱　会長 友末　誠夫 　

6 平成２３年　４月　８日 加茂繊維㈱　代表取締役 角野　充俊 　

　

4 平成２３年　２月１８日 同上 同上 　

講師等

3 平成２３年　１月１４日
大原中小企業診断士事務所　所
長

大原　章道



講座名：第１７期　経営能力開発講座
期間／平成２４年１０月～平成２５年８月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成２４年１０月１２日 開講式・塾長講話・塾生の自己・自社紹介 つやま産業塾　塾長 可児　弘毅 　

2 平成２４年１１月　２日 リーダーシップ・コーチング講座
㈱アルマ経営研究所
執行役員

加藤　珪一 　

3 平成２５年　１月１１日 企画力・提案力向上講座
㈱アルマ経営研究所
執行役員

加藤　珪一 　

経営を考える

目に見えない資産の把握と活用

経営者の思いを聴く　その1

仕事と生甲斐

6 平成２５年　４月１２日
企業見学
経営の現場を見る

カバヤ食品㈱
㈱岡山村田製作所

　

7 平成２５年　５月１０日
経営者の思いを聴く　その2
私の歩んだ道－ルクマ・ものづくりの夢
をカタチにする

㈱戸田レーシング
代表取締役

戸田　幸男

8 平成２５年　６月１４日 プレゼンテーション力（話す力）開発講座
㈱オーディーエル
代表取締役

堀江　龍一 　

9 平成２５年　７月１２日 成果発表会 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

10 平成２５年　８月２３日 修了式・成果発表・修了書授与・塾長講話 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

講座名：第１８期　経営能力開発講座
期間／平成２５年１０月～平成２６年８月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成２５年１０月１１日 開講式・塾長講話・塾生の自己・自社紹介 つやま産業塾　塾長 可児　弘毅 　

2平成２５年１１月　８日
経営講座　その１
経済低迷期の舵の取り方と従業員のや
る気を引き出す関わり方について

㈱オーディーエル
代表取締役

堀江　龍一 　

経営講座　その２

成果を上げる組織マネジメント

経営講座　その３

基盤を固める組織マネジメント

経営の現場を見る　その１ エバラ食品工業㈱

企業見学 池田精工㈱

経営者の思いを聴く　その１

私の経営体験

経営者の思いを聴く　その２

家具製造と次世代への継承 　

経営の現場を見る　その２ 中四国セキスイハイム工業㈱ 　

企業見学 三菱自動車工業㈱水島製作所

経営講座　その４

プレゼンテーション成功の秘訣 　

10 平成２６年　７月１１日 成果発表会 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

11 平成２６年　８月　８日 成果発表・閉講式・修了書授与・塾長講話 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

8 平成２６年　５月　９日

9 平成２６年　６月１３日 オフィスピット　代表 久保田　浩二

6 平成２６年　３月１４日 山陽ロード工業㈱　代表取締役 秋田　健仁 　

7 平成２６年　４月１１日 ㈱脇木工　代表取締役会長 脇　利幸

4 平成２６年　１月１０日
㈲グレフコンサル、井原産業㈱
代表取締役

金原　光広 　

5 平成２６年　２月１４日 　

講師等

3 平成２５年１２月１３日 オフィスピット　代表 久保田　浩二 　

　

5 平成２５年　３月　８日 吉田牧場 吉田　全作 　

講師等

4 平成２５年　２月　８日 ㈱キー・ロジ 代表取締役 大原　章道



講座名：第１９期　経営能力開発講座
期間／平成２６年１０月～平成２７年８月
回数 期　　日 テーマ 備考

1 平成２６年１０月１０日 開講式・塾長講話・塾生の自己・自社紹介 つやま産業塾　塾長 可児　弘毅 　

経営講座　その１

リーダーシップとコーチング　理論編

経営講座　その２

リーダーシップとコーチング　スキル編

経営講座　その３

営業力を高めるためのコミュニケーション技法

経営の現場を見る　その１ 日本植生株式会社

企業見学 株式会社脇木工

経営者の思いを聴く　その１

創業までの道のり、将来への道すじ

経営者の思いを聴く　その２

地域資源からビジネスを創る 　

経営の現場を見る　その２ 　

企業見学

経営講座　その４

問題解決力を習得する 　

10 平成２７年　７月１０日
経営講座　その５
プレゼンテーション成功のポイント

株式会社ピットイン・リンクス
代表取締役

久保田　浩二

11 平成２７年　８月２１日 成果発表会 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

12 平成２７年　８月２８日 成果発表・閉講式・修了書授与・塾長講話 つやま産業塾　塾長　 可児　弘毅

9 平成２７年　６月１２日
株式会社ピットイン・リンクス
代表取締役

久保田　浩二

7 平成２７年　４月１０日 株式会社西粟倉・森の学校 牧　大介

8 平成２７年　５月　８日

5 平成２７年　２月１３日 　

6 平成２７年　３月１３日
IKOMAロボテック株式会社
代表取締役

生駒　徹志 　

3 平成２６年１２月１２日
㈱オーディーエル
代表取締役

堀江　龍一 　

4 平成２７年　１月２３日 中小企業診断士 木野内　俊典 　

講師等

2 平成２６年１１月１４日
㈱オーディーエル
代表取締役

堀江　龍一 　


