
後継者養成塾
夢をカタチヘ！埋もれたニーズを探り出せ！
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　次世代を担う若手経営者・後継者等が研鑽と相互の交流を通して、人格、教養、経営能力の向上を図り、その成果を経営革新並び
に新連携へとつなげ、企業の発展と地域社会の繁栄に貢献することを目的に開催します。

開催日時：平成18年10月12日㈭
　　　　13:00～17:00
開催場所：山口市湯田温泉３－２－７
　　　　　「セントコア山口」
受 講 料：無　料
定　　員：50名

養成塾のねらい

養成塾の特長

業種・業界を越え
た人脈の形成
　業種・業界の垣根を越
えた同じ立場のメンバー
と「相互啓発」すること
で生涯にわたる仲間を得
られます。

最前線の新連携・
経営革新事例の修得
　企業の新たな取り組み
を支える新連携、経営革
新の事例、施策、金融支
援のポイントなど最前線
の情報が修得できます。

専門的な知識・技法と経営
のバランス感覚を学ぶ
　経営者として必要となる、専門的
な経営管理の具体的な知識・技法に
ついて、「わかる」→「できる」→「やっ
てみる」のプロセスを踏み、段階的
かつ着実に学習していきます。

経営者としての視点と
発想を学ぶ
　自社がこれまでに築き上げてき
た、大切な自社の理念や信頼関係、
強みなどの資産を有効に活かしな
がら、企業の新しい未来を創り上
げていくための考え方や視点をしっ
かりと学んでいただきます。

キックオフセミナー

開催日時：＜下関会場・周南会場＞
　　　　　平成18年10月14日㈯、21日㈯
　　　　　10:00～17:00
開催場所：＜下関会場＞
　　　　　下関市赤間町6-2 
　　　　　　｢東京第一ホテル下関｣
　　　　　　＜周南会場＞
　　　　　周南市糀町1-17
　　　　　　｢ピピ510｣
受 講 料：3,000円（テキスト、名刺交換交流会費用として）
定　　員：各会場30名

対　　象： 経営者・経営幹部・後継者、管理者及びそれ
に準ずる方（キックオフセミナー・実践講座共通）

そ の 他：  キックオフセミナーのみ、実践講座のみの
受講も可能です。

主　　催：山口県中小企業団体中央会
後　　援： 財団法人やまぐち産業振興財団
　　　　　商工組合中央金庫下関支店・徳山支店

実践講座（２日間 ＊昼食付き）



経営成功のポイント、自社分析等について実習を交えながら学び新事業展開や新分野進出へのアクションプランの
構築につなげていきます。講義、実習等で得た成果物を自社に持ち帰っていただけます。

企業の新たな取り組みを支える新連携、経営革新に取り組まれた企業の事例、施策、金融支援
等のポイントなど最前線の情報が修得できます。

カリキュラムの概要

月　日 場　　所 時　　間 内　　　容 講　　師 定　員

平成18年
10月12日
（木曜）

山口市
「セントコア山口」

13時～ 主催者挨拶

50名

13時5分～
13時35分

企業の挑戦をサポート！
～新事業活動促進法の概要と支援施策
について～

山口県新産業振興課
課長　小山　和久

13時40分～
14時10分

産学連携の新たな展開
～ビジネス創造に向けた新・大学活用法～

山口大学
地域共同研究開発センター
次長　崎山　智司

14時15分～
14時45分

金融機関は「経営計画」のここ
を見る！

商工組合中央金庫下関支店
支店長　藤枝　道弘

（14時45分～15時　　休　　憩）

15時～
15時45分

100％の力を出すために常に準
備する ～経済革新への取り組みと今
後の事業展開～

株式会社
ワールドガレージドア
代表取締役社長　店村　圭祐

15時50分～
17時

技術を活かして新事業分野へ
チャレンジ！ ～プロペラで養った
技術でメディカル分野へ～

ナカシマプロペラ株式会社
常務取締役　中島　義雄

月　日 場　　所 時　　間 内　　　容 講　　師 定　員

平成18年
10月14日
（土曜）

＜下関会場＞
下関市
「東京第一ホテ
ル下関」　

＜周南会場＞
周南市
「ピピ510」

10時～12時

Ⅰ　成功する経営者の共通点
＜下関会場＞
中小企業診断士
　　　川上　正人

＜周南会場＞
中小企業診断士
　　　藤田　悠久雄

30名

Ⅱ　情報分析について

13時～17時

Ⅲ　自社をとりまく経営環境を知る

Ⅳ　自社の有する強みを知る

17時30分～
19時

参加者による交流会（名刺交換交流会）
※ソフトドリンク、軽食を準備しております。

平成18年
10月21日
（土曜）

10時～12時

Ⅴ　成長ストーリーを考える

＜下関会場＞
中小企業診断士
　　　川上　正人

＜周南会場＞
中小企業診断士
　　　藤田　悠久雄

Ⅵ　アクションプランの作成

13時～17時

Ⅶ　自己成長計画の作成

Ⅷ　プレゼンテーション

総まとめ・質疑応答

キックオフセミナー ：

実践講座：

施策

連携

金融

経営

経営

講議
＆
実習



講師紹介

店村　圭祐
keisuke Tanamura

㈱ワールドガレージドア　代表取締役
1967年７月生まれ。アメリカの航空パイロット養成学校を卒業。
1991年ワールドガレージドアを創業。
2001年より代表取締役に就任。木製ガレージドアの認知度を高
めるために、高級外車専門の販売会社に売り込みをかけるなど
独特の着眼点を持つ。
2004年、「木製ガレージドアの耐火認定の取得及び車庫本体の
商品化等を通じた需要拡大」をテーマに中小企業経営革新支援
法（現、中小企業新事業活動促進法）に基づく経営革新計画の
認証を受ける。

㈱ワールドガレージドアのホームページ：http://www.wgd.co.jp/

中島　義雄
Yoshio Nakashima

ナカシマプロペラ㈱　常務取締役
（株式会社システムズナカシマ 代表取締役社長）
1955年９月生まれ。東京大学大学院船舶工学専門課程を卒業。
1996年ナカシマプロペラ㈱常務取締役に就任。2001年㈱シス
テムズナカシマ代表取締役社長に就任。
岡山に本拠を置き、国際的に活躍する企業。社名が示すように船
舶のプロペラ（スクリュー）のメーカーで、世界一級の技術によ
りモーターボートから数十万トン級の船まで、あらゆる種類のプ
ロペラの製造を手がける。市場占有率は国内70％、世界30％、名
実ともに世界一。さらにプロペラ製造の高い技術を活かし，ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭシステム，人工関節等医療器具など様々な分野にも進
出している。
第１回「ものづくり日本大賞」内閣総理大臣賞、全国の元気なモ
ノ作り中小企業を300社（中小企業庁）に選定。

ナカシマプロペラ㈱のホームページ：http://www.nakashima.co.jp/

川上　正人
Masato Kawakami

㈱流通プランニング研究所 所長
中小企業診断士
青山監査法人勤務を経て、1993年に経営コ
ンサルタントとして独立し、その後㈱流通
プランニング研究所を設立。現在、（独）中

小企業基盤整備機構中国支部　中小企業・ベンチャー総合支援セ
ンター中国（広島市）チーフアドバイザーを務めるとともに、中
小企業大学校東京校・関西校・広島校の講師など「経営革新」をテー
マとした研修、講演及び成長戦略の策定等のコンサルティングを
手掛けている。

藤田　悠久雄
Yukuo Fujita

㈲ウェーブ
中小企業診断士
早稲田大学卒業後、細田貿易に
入社。82年に中小企業診断士と
して登録し、アリス経営を設立。

90年に有限会社ウェーブを設立。小売業やサービス
業を中心とした経営コンサルティングのほか、新規
創業研修、販売士養成研修など各種研修の講師とし
ても幅広く活躍中。

経営事例、実践講座の講師を紹介します。



申込方法 申込先・お問い合せ先

申込締切日

山口県中小企業団体中央会 連携推進班
〒753-0074 山口市中央四丁目５番16号
 山口県商工会館６Ｆ
TEL 083－922－2606
FAX 083－925－1860
E-mail　renkei@axis.or.jp

平成18年度連携組織交流プラザ事業

後継者養成塾受講申込書

所 属 先 名 担当者名

所属先住所

連 絡 先 TEL（　　　　　　　　　　　　　）　FAX（　　　　　　　　　　　　　）

※　受講されるものに○印をつけ参加者の職氏名をお書き下さい。

氏　　名 役　職　名

キックオフセミナー 実践講座

10月12日㈭
10月14日㈯、21日㈯

下関会場 周南会場
山口市

「セントコア山口」
下関市

「東京第一ホテル下関」
周南市

「ピピ510」

（記入例）養成　太郎 専務取締役 ○ ○

会場アクセス

※受講申込書に所要事項を記載の上、郵送もしくはＦＡＸで
下記宛にお申し込み下さい。

（※セミナーのみは無料です。実践講座の受講料（3,000円／１人）については、事前にお振込み下さい。）
西京銀行山口支店（普）0284935　山口県中小企業団体中央会

平成18年10月２日㈪
※先着順で受け付け、定員になり次第締め切ることがあります。

「セントコア山口」
山口市湯田温泉３－２－７
TEL：083－922－0811

「ピピ510」　
周南市糀町１－17
TEL：0834－22－5510

「東京第一ホテル下関」
下関市赤間町6－2
TEL：0832－23－7111

申込期限：平成18年10月２日㈪

ＦＡＸ　083－925－1860
※この参加申込書をＦＡＸして下さい。


