
社長には、後継者の悩みは十分には理解できません。
なぜなら、世代の違う後継者のかかえる悩みや課題、重圧は、

すでに社長になって久しい社長には、時代の違う遠い認識だからです。

過去の参加者を見ていると、そんな社長に対する自分の立ち位置にとまどう傾向が見られます。

投資育成®では、同じ立場の後継者同士が、

それは自分一人のとまどいではないことに気付いていただくため、

「教育」より「相互啓発」に重点をおいた啓発交流プログラムをご提供しています。
「２０年後でもつき合っていられる仲間づくり」を目的とし、

毎回、後継者に弱点を気付いていただくための「勉強会」と、
腹を割った情報交換を目指す「交流会」とを組み合わせ、
全く新しいタイプの後継者教育・啓発交流の「場」としています。
地域・業種を越えた後継者達が集まった過去８回のシリーズ参加者の傾向を踏まえ、

今年度は、特に、多くの後継者が悩む「後継者としての必要な自覚」に焦点を当ててまいります。

後継者交流コース
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社長後継者
２０１8年９月～２０１9年２月（全６回：うち、合宿１回）
（毎回　勉強会 13：00～ 17：00 交流会 17：30～ 20：00）

1  ９月１4日(金) 「数字力～後継者最大の弱点 経営の必須スキルを学ぶ～」
2 １０月１9日(金) 「絶対達成力～目標に対する経営者の心得～」
3 １１月１5日(木) ～１6日(金) 〈１泊２日〉 「熊本合宿～熊本県の優良企業を訪ねて～」※
4 １２月 7 日(金) 「決断力～決断力はトレーニングできるプロセスである～」
5  １月１8日(金) 「文章力～心をつかむキャッチコピー＆文章術～」
6  ２月１5日(金) 「計画力～腹落ちする『経営ビジョン』策定と中期経営計画～」

※企業訪問は、参加者の業種によっては、見学できない場合がありますので、予めご了承ください。

１５名程度

勉強会場　投資育成®セミナールーム （熊本合宿を除く）
　〔大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル２８階〕

交流会場　 勉強会場の周辺で設定

大阪中小企業投資育成株式会社　事業支援部　(担当：石田・谷井・中島)
〒530-6128　大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル２８階
TEL 06-6459-1700　 FAX 06-6459-1703

対　象

期　間

定　員

場　所

事務局

2018新輪会

投資育成®ビジネススクール

大阪投資育成の投資先企業に限定



福岡県

佐賀県

長崎県

大分県

宮崎県

鹿児島県

熊本県

イントロダクション

１分間スピーチ大会

勉強会

交流会

反省会　

13 :00～
13 :30～

14 :00～

17 :30～

20 :00～

基本的な進め方 （熊本合宿については別途ご案内します）

テーマは毎回変わります

会場は毎回変わります

自由参加形式で行います

投資育成会社が担当します

過去の受講生の声

社長になられた
方々の実体験のお
話には心が打たれ
ました。

1952年大阪市生まれ。大阪大学経済学
部卒業後、（株）クボタ勤務を経て、1991
年税理士事務所開業。現在、財務管理を
バックボーンに、事業戦略・経営計画策
定、経営計画推進体制の整備や会議の
コーディネートを中心にコンサルティング
やセミナーで幅広く活躍中。とかく数字に
強くないと言われる後継者に、その要諦
をわかりやすく解説します。

企業の現場に入り、目標を絶対達成させるコ
ンサルタント。支援先はNTTドコモ、ソフト
バンク、サントリー等の大企業から中小企業
にいたるまで。現場でのコンサルティング支
援を続けながらも、年間100回以上の講演
を6年以上継続。ベストセラー「絶対達成シ
リーズ」の著者であり、メルマガ「草創花伝」
は3.7万人の経営者･管理者が購読。また日
経ビジネスオンライン、Yahoo!ニュースの
コラムは年間2000万以上のPVを記録。

JR熊本駅に13:00に集合し、翌夕に解散す
る合宿研修です。熊本県の優良企業へ訪問
し、実際の「熊本地震の体験談」「震災と危
機管理」「事業承継体験談」についてもお聞
かせいただき、単なる座学ではない、生々
しい空気の中で、じっくりと考えていただ
きます。また、震災復興の状況見学を行い、
あわせて歴史考察も行います。

小笠原 士郎 氏  
御堂筋税理士法人＆
株式会社組織デザイン研究所

横山　信弘 氏
株式会社アタックス・
セールス・アソシエイツ　
代表取締役

数字力
後継者最大の弱点
経営の必須スキルを学ぶ

絶対達成力
目標に対する
経営者の心得

熊本合宿
熊本県の
優良企業を
訪ねて

2018年

9月14日㊎
2018年

11月15日㊍～16日㊎
2018年

10月19日㊎

講 師 紹 介

白鷺電気工業株式会社、
株式会社くまさんメディクス 等

1泊
2日

T社
48歳



同じ世代の方が受
けられていて、勇
気が出ました。

同じ後継者の皆さん
と一緒に学ぶことが
出来、もっと頑張ら
ねばと大いに刺激を
受けました。

初回から、焦りとともに、
身が引き締まりました。
交流会・反省会があるか
らこそ、回を重ねる毎に
一体感が醸成されていっ
たと思います。

投資育成「管理職塾」常任講師。Ｐ＆Ｇ時代
には、常にトップ営業マンとしての実績を上
げ、アジアパシフィック最優秀マネージャー
にもなる。その後、日本ロレアル、COACH
ジャパンなど、実力主義の外資系企業で20
年間の営業キャリア・人材育成キャリアを積
む。後継者の身につけるべき「早くて明快な
決断力の鍛え方」について解説します。

（株）リクルートの営業・制作を経て1989年
からフリーランスのライターに。本講座で
は、心をつかむキャッチコピーや、伝わる文
章作りのコツを、ワークを交えてレクチャー
いたします。読み手（相手）を意識した文章
術は、セールストークや日常のコミュニケー
ションにも応用可能。次世代のリーダーに
とって欠かせないスキルといえます。

大手企業・成長企業を中心に、ビジョン
設計・経営戦略立案・ホワイトカラーの生
産性向上策・人事戦略・リストラクチャリ
ング等の幅広い分野のコンサルティング
を経験後、2009年にクールロジック（株）
を設立。経営ビジョン策定・中期経営計画
策定・管理職の育成・営業組織力強化・
人事制度設計等幅広いテーマでコンサル
ティングサービスを展開中。

小森　康充 氏　
小森コンサルティングオフィス
代表

灰谷　幸 氏　
オフィス・ハッピー
代表

村松　毅 氏　
クールロジック株式会社
代表取締役

決断力
決断力はトレーニングできる
プロセスである

文章力
心をつかむキャッチ
コピー＆文章術

計画力
腹落ちする『経営ビジョン』
策定と中期経営計画

下記の日程・講師・内容は、都合により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2018年

12月7日㊎
2019年

1月18日㊎
2019年

2月15日㊎

N社
29歳

O社
32歳

S社
39歳

同じような境遇の方々が、同
じように悩んでいて、自分
の励みになりました。

F社
29歳



①下記申込書に必要事項をご記入の上、事務局までＦＡＸにてご送付ください。
②参加申込書到着後、受付書（兼請求書）、会場案内図をご送付いたします。
③受講期間中にキャンセルされた場合でも、ご返金はいたしかねますので、予め了承ください。

２43,０００円（資料代、 交流会費、合宿費 、消費税を含む／会場までの交通費は各自負担） 

大阪中小企業投資育成株式会社　事業支援部(担当：石田・谷井・中島)
〒530-6128　大阪市北区中之島３－３－２３　中之島ダイビル２８階
TEL 06-6459-1700　 FAX 06-6459-1703

FAX 06-6459-1703
大阪中小企業投資育成株式会社

事業支援部　中島 行

後継者交流コース 「新輪会2018」 参加申込書
～後日受付書（兼請求書）を発行いたします～

フ リ ガ ナ

会  社  名

所  在  地

〒

参  加  者

所    属 ・ 役   職   名 氏     名
（フリガナ）

E-Mail（必ずご記入ください） 生年月日
年 月 日生

　（ 歳）

連絡担当者
(ご請求先)

（フリガナ）

TEL FAX

通  信  欄

当該参加申し込みの情報は本セミナー講師機関および参加者全員と共有いたします。
本セミナー以外の目的および参加者同士の交流以外の目的で利用することはありません。
参加者のメールアドレスは必ずお書きください。（参加者への連絡はすべてメールにて行います）

参 加 費

お 申 込

お問い合わせ


