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～昨年度の活動実績と 

本年度の取り組みについて～ 

奈良県中小企業診断士会 

                         副会長 堀越 一郎 

 

蝉の声が甲高く聞こえる季節、グラウンドでは高校球児が白球を追う季節がやってまい

りました。奈良県中小企業診断士会の皆さまにおかれましては、暑い季節にもかかわらず

クライアント企業の経営改善に取り組んでおられることと存じます。 

さて、当奈良県診断士会も先般の総会を経て一般社団法人として4期目の夏を迎えるこ

ととなりました。この間、森会長のリーダーシップのもと、当会では各種の取り組みを実

践してまいりました。 

折しも、アベノミクスによる中小企業支援施策が数多く展開されるなか、昨年度は中小

企業庁の地域創造促進事業に基づく「実践型創業スクール in 奈良」を株式会社パソナよ

り受託しました。 

また、地域の中小企業支援機関が実施する各事業に対しての取り組みとして、 

・大和高田商工会議所「くらし産業メッセ2014」の開催支援 

・奈良中央信用金庫実施の「ちゅうしん地域中小企業助成金制度」審査業務 

・まちづくり奈良主催の「経営相談会」における相談業務 等 

の事業に取り組んでまいりました。 

さらに、当会独自の事業として、一昨年度から引き続き奈良県立図書情報館向け「体験

セミナー＆無料経営相談会」を開催し、一般の参加者に対して「ロジカル・シンキング」

をメインテーマとしたセミナーを開催しました。 

こうした取り組みは、着実に当診断士会の県下における知名度上昇と存在感の向上に寄与

するものであったと認識しております。 

 

会員向け事業としましては恒例の「理論更新研修」「診断実務事業」「プロコン育成塾」

等を開催し、会員の資格更新ならびにスキル向上の支援を行っております。 

その他各種研究会活動や、調査研究事業等多彩な業務を展開しております。 

 

こうした取り組みを踏まえて、平成 27 年度は政府が推進する施策を活用し、より地域

主導の事業への取り組みを強化してまいります。 

具体的には、「創業支援事業計画」の認定を受けた市町村のみが実施できる「創業者･第二

創業者向け補助金」への支援や、奈良県信用保証協会が実施している専門家派遣事業への

積極的な関与等、当会の会員がより一層県内の中小企業支援に関与できるような仕組みを

構築していく所存であります。 

会員数 70 数人とまだまだ微力な当会ではありますが、今後とも会員の皆さまの積極的

なご参画をよろしくお願い申し上げます。 

ご挨拶 
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                         理事 佐伯 眞 

 

第 4 回定時総会が平成 27 年 6 月 19 日(金)に、猿沢池近くの飛鳥荘「白鳳」

で開催されました。 

 

ご来賓は、奈良県産業・雇用振興部理事、奈良県産業振興総合センター所長

事務取扱 公益財団法人奈良県地域産業振興センター専務理事村上様、奈良県中

小企業団体中央会専務理事櫻井様、奈良県産業振興総合センター創業・経営支

援部長桝井様、奈良県信用保証協会専務理事吉村様、日本政策金融公庫奈良支

店支店長上村様、株式会社まちづくり奈良澤田様（懇親会のみご出席）、大阪府

中小企業診断協会副理事長北口様及び奈良新聞久後記者、計 8 名のご出席をい

ただきました。当会会員の出席者は、30 名（懇親会 31 名）でした。 

 

総会に先立って、元会員で先日お亡くなりになった久家様に、全員で黙とう

を捧げました。 

 

総会開催にあたり、森会長より奈良県の活性化のために当会の活動をより自

由闊達なものとしていきたいとの挨拶がありました。また、ご来賓を代表して、

村上理事のからは、奈良県の現状、奈良県で実施する中小企業支援施策内容に

ついてのお話をいただきました。 

 

 

 

続いて、中小企業診断協会永年会員表彰では、規程に基づき奥田会員、北川

会員、清水会員、横内会員の 4 名が表彰を受けました。  

奈良県中小企業診断士会 

第 4 回定時総会報告 
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議案書の審議に移り、第一号議案の平成 26 年度事業実施報告及び収支決算

では、森会長、渡辺事務局長より、会務運営内容、受託事業、主催事業、会員

向け研修事業、調査研究事業等の説明がありました。また、平成 26 年度新た

に実施した、平成 26 年度地域創造促進事業「実践型創業スクール in 奈良」の

開催、大和高田商工会議所「くらし産業メッセ 2014」開催支援、マーケティン

グ研究会による「奈良ならではのビジネス研究」等について渡辺事務局長より

報告がありました。第一号議案は全会一致で承認されました。 

 

続く第二号議案の平成 27 年度

事業計画案及び収支予算案に審

議に際しては、森会長より、政府

の成長戦略として「地域主導の取

り組み」に対応するため、当会が

受け皿となるためのスキーム作

り、診断士のデータベース化（人

材情報の見える化）に積極的に取

組む等の計画案についての説明

がありました。第二号議案の事業

計画案と収支予算案も、全会一致

で承認されました。 

 

第三号議案の役員の退任と補充では、松山理事の退任及び米田会員の理事就

任の提案が承認されました。 

 

総会後の懇親会は、ご来賓を代表して櫻井専務理事よりご挨拶をいただき、

上村支店長の乾杯のご発声で、和やかに開催されました。 

 

新入会員各位も含め、

ご出席の皆さまが積極

的に情報交換を行ない、

親睦を深める場となり

ました。 

 

中締めをお願いした 

北口副理事長は、当総会

への会員出席率の高さ

に驚かれていました。 

当会の結束力の強さに対するお褒めの言葉とともに、盛会裏に懇親会を締めて

いただきました。 
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部 門 内 容 担当理事 備  考 

総務担当 事務局 渡辺武久  

経理処理 渡辺武久  

組織管理 渡辺武久  

関係組織管理 渡辺武久  

会員管理 渡辺武久  

メーリングリスト 渡辺淳 士会、理事会 

小規模企業共済とりまとめ 米田  

診断士賠償保険とりまとめ 米田  

会員担当 総会 佐伯  

新年互礼会 原田  

診断士キャリア情報管理 米田  

広報担当 ＨＰ 渡辺淳  

パンフレット 北川  

会報誌 北川  

企業診断ニュース 北川  

研修担当 理論政策更新研修 佐伯  

実務従事研修 北川  

プロコン育成塾 森  

ステップアップ研修 森  

受託事業

担当 

まちづくり奈良セミナー等 北川 個別相談会を含む 

再生支援協議会評議員 森 
会長職への依頼のため、 

森が担当 
信用保証協会評議員 森 

ちゅうしんグッドサポート 森 

信用保証協会専門家派遣 渡辺淳  

創業支援ネットワーク 渡辺淳  

香芝市・三宅町創業支援 森 共催研修会が中心 

日本政策金融公庫研修会等 佐伯  

日本弁理士会共催事業 本田  

奈良商工会議所セミナー等 本田  

生駒商工会議所セミナー等 本田  

大和高田商工会議所セミナー等 原田  

橿原商工会議所セミナー等 岸  

設備資金貸付審査協力 原田  

奈良県制度融資審査協力 渡辺淳 ハロー原稿 

中企連 渡辺武久  

研究会・

自主事業 

調査研究事業管理 森  

研究会管理 森  

 

 

2015 年度理事担当職務紹介 
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今年度定時総会において、新しく理事に就任されましたので、自己紹介を

兼ねて抱負を語ってもらいました。    

 

 

 

【 米田 良夫 理事 】 

 

 

初めまして、この度松山理事の転勤にともな

い新理事に就任することになりました米田です。 

日本には創業 100 年以上の企業が 2 万社を超

えます。しかし、廃業率が開業率を上回る状態

が長く続いています。株価も 2 万 5 百円台になり、円安でつい最近まで 80 円台

であったが 120 円台になっています。本当に景気が回復したといえるのでしょ

うか。中小企業の経営者にはその実感がないと聞こえてきています。 

 

今こそ、中小企業診断士の役目が重要になってきていると感じています。 

中小企業の経営者に寄り添い、明日の経営の水先案内人として、事業の継続

と成長を支援する使命が、私達、中小企業診断士に求められていると考えます。 

 

奈良県中小企業診断士会では、前石川会長時より、会計データのＰＣ入力を

行っております。 

奈良県中小企業診断士会の益々の発展に向けて、微力でありますが一生懸命

頑張りたいと思っております。 

今後とも皆様方のご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。 

 

  

 

プロフィール   

・1977年関西大学社会学部卒業 

・同年オフィスコンピュータ販売会社入社 

・以後、20数年システム・エンジニアとして勤務 

・中小企業診断士を取得後、商工会議所に勤務 

・大阪経済大学大学院経営学研究科、大阪市立大学大学院創造都市 

研究科修士課程を修了 

・ＩＴコーディネータ、情報処理技術者、ビジネスコーチ 

新理事紹介 
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                       会員 深谷 繁 

 

前回（2015 年新春号）までの「診断なら」でご報告をいたしました通り、2013 年度

より企業内診断士研究会では、奈良県立図書情報館様との共催で、「中小企業診断士に

よる体験学習会＆無料経営相談会」を行っています。この催しは、診断士会としては診

断ノウハウの社会還元や診断士の認知度向上を目指しています。また図書情報館様とし

ては、来館者へのコミュニケーションの場の提供、蔵書の活用促進や来館者の増が期待

されます。初年度の 2013 年度は 3 回(3 日)実施しました。 

 

2 年目の 2014 年度は、当研究会のメンバーのうち、香川登志雄氏、辰己昌弘氏、永

山信男氏、山路浩之氏と深谷の 5 名が、11 月 22 日(土)と 1 月 17 日(土)の 2 回行いまし

た。11 月 22 日開催分は、前回の「診断なら」でご報告した通りです。 

1 月 17 日の経営セミナーは、9 名の方（男性 5 名、女性 4 名）が受講に来られまし

た。深谷が「思考プロセスを『見える』化しよう」の題目で、思考プロセスの可視化手

法について、特性要因図、５Forces 分析、ロジック・ツリー等の説明をした後、仮想

の食品スーパーの売上向上策をテーマにして、グループで演習問題に取り組んでいただ

きました。この日経営相談には、どなたもお越しになりませんでした。 

 

 

2015 年度は、従来よりも回数を増やし、年間 6 回（5 月、6 月、7 月、12 月、1 月、2

月）経営相談会と体験学習会を行うこととしました。前半の 3 回は、香川登志雄氏、泉谷

陽一氏、近田昌義氏、芳林由美子氏、山路浩之氏、梶純子氏と深谷が従事しました。 

奈良県図書情報館 

「体験学習会＆無料経営相談会」 

実施報告 

 

活動報告 
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第 1 回目は 5 月 10 日（日）に行いました。体験学習会は、7 名の方（男性 5 名、女

性 2 名）が受講に来られました。この日は、深谷が「問題解決の手法を体験しよう」の

題目で、発想のための手法としてブレーンストーミング、収束のための手法としてＫＪ

法を説明しました。続いて、「県立図書情報館の入館者増員策」をテーマとして、グル

ープ演習を行いました。受講者の方に、思いついた事項を付箋に書いてホワイトボード

に貼りつけ、並び替えて整理する作業を行うことで、これらの手法を体験して頂きまし

た。経営相談会にはお一人の方がお越しになり、新規顧客獲得の方策についてのご相談

がありました。 

 

 

 

第 2 回目は 6 月 14 日（日）に行いました。体験学習会は、2 名の方（男性 2 名）が

受講に来られました。この日は、深谷が「ワールド・カフェを体験しよう」の題目で、

リラックスした雰囲気の中で、少人数による会話を繰り返して行うことにより、集合的

な知恵を生み出す手法を説明しました。続いて各自が「これまで経験した達成感や自己

成長」をテーマとして、グループ討議を行いました。この日、経営相談会にはどなたも

お越しになりませんでした。 
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第 3 回目は 7 月 4 日（土）に行いました。体験学習会は、6 名の方（男性 5 名、女

性 1 名）が受講に来られました。この日は、香川登志雄氏が「ロジカル・シンキング

と課題解決」の題目で、ロジカル・シンキングと補完し合う「アイデア発想法」、及び

納得され易い伝え方について説明し、製品の不良が発生する原因を分析する例題をも

とに、グループ討議をして頂きました。この日、経営相談会にはどなたもお越しにな

りませんでした。 

 

なお、体験学習会の様子は奈良テレビ放送の「県政フラッシュ」でカメラ取材され、

当日にテレビ放送されました。中小企業診断士の活動を県民の方々に知って頂く良い

機会になったと思います。 

 

 

今年度は後半の 12 月から 2 月までの 3 回を行う予定が残っていますので、これま

での反省を踏まえて、よりよき内容にするための検討・企画を行ってまいります。 

 

経営相談会にお越しになる方が少ないこと、体験学習会のテーマ設定、時間配分や

演習の進め方、広報手段の拡大など、課題はたくさんありますが、この催しは中小企

業診断士が地域の方々と交流することのできる貴重な機会となっていますので、今後

も継続していきたいと思っています。 
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理事 本田 秀継 

 

大暑に入って間もない 7 月 24 日、当会と日本弁理士会近畿支部奈良地区会

との協働事業・第 1 回「交流・懇親会」が「きらっ都・奈良」3 階研修室にて

開催されました。記念すべき第 1 回イベントの参加人数は、当会 14 名、弁理

士会 7 名の合計 21 名でした。概要は以下の通りです。 

 

第 1 部：交流会（セミナー） 

①当協働事業に至った経緯と診断士会について／森会長 

②独立診断士の営業活動例／岸理事 

③知的財産権制度の概要と奈良県の知財の現状／松山弁理士 

 

第 2 部：懇親会（ケータリングを利用した立食形式） 

 

第 1 部のセミナーでは、各先生方それぞれに楽しくも役に立つお話で、大変

充実した２時間になりました。 

 

第 2 部の「懇親会」では、初顔合わせのメンバーが多く、少々時間をもてあ

ますのではないかとの心配があったため、少し短く 1 時間半程度に設定したの

ですが、いざ始まってみると昔から継続している定期会合の様に話が弾み、中

締めのタイミングが実に難しい会合となりました。 

 

交流懇親会当日は土用丑の日。料理にウナギは出ませんでしたが、楽し過ぎ

るほどのひと時・会話がそれ以上のスタミナ源となったことでしょう。参加者

同士仲良くなり、第 2 回以降のイベントが楽しみです。 

とは言え、まだまだ協働事業の方向性は明確になっておらず、今後回数を重

ねていく中で双方にとって「続けて良かった！」と思えるような取り組みを企

画する予定です。次回は、より多くのご参加をお待ちしています。  

弁理士会との協働事業 

第１回「交流・懇親会」開催報告 
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理事 本田 秀継 

 

 

昨年度から新たに取り組んでいる「地域創業創出支援事業：創業スクール」

に本年度も当会のプランが採択されました。 

当会では、昨年度に引き続き講師を公募し、ご応募頂いた 4 名の講師の協力を

得ながら、合計 5 名のスタッフが総力を挙げて受講者募集活動を始めたところ

です。 

 

昨年度は採択から事業終了期限までの期間が短く、受講者の募集や事業計画

書のブラッシュアップが万全とは言い難い状況でしたが、本年度は充分に注力

できそうです。 

 

受講者各位が、スクール修了時には事業についてより深く掘り下げることが

できるようになるまで成長する過程を目の当たりにすることは非常に嬉しく

やりがいを感じるものです。会員の皆さまには、お知り合いの創業を希望され

る方をご紹介頂くとともに、来年度も採択された暁には講師としてご協力頂け

ますようお願い致します。創業支援にご興味がおありの方は、事業への応募段

階からプロジェクトリーダーへの立候補も是非ご検討ください。 

 

実践型創業スクール in 大和高田の

開催に向けて 
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今年も「奈良まほろばソムリエ検定」に見事合格！ 

 

 

「奈良まほろばソムリエ検定」とは・・・ 

奈良商工会議所が主催し、奈良県、奈良市、奈良県商工会議所連合会、奈

良県商工会連合会が後援する奈良県対象のご当地検定。「奈良検定」と略

称される。奈良ファンや奈良に精通している方々を認定するための検定で

あり、価値ある観光資源を持つ奈良を理解し、奈良を訪れる人々にその素

晴らしさを伝えることのできる人材の養成を目的とする。 

基本的な知識水準を「奈良通 2級」、高度な知識水準を「奈良通 1級」、さ

らにその上の奈良観光に関する専門的な知識をもつ水準を「奈良まほろば

ソムリエ」と3段階の階級で実施。今年度の合格率は、「奈良通2級」66.3%、

「奈良通 1級」52.0%、「奈良まほろばソムリエ」19.8%。 

http://www.nara-cci.or.jp/narakentei/ 

 

 

 

当会から今年度は、岸克行理事が「奈良まほろばソムリエ検定」 

（通称 奈良検定）の最高位である「まほろばソムリエ」に合格されました。 

昨年度の徳南毅一氏と橋本篤実氏のお二人に続く快挙です。 

日頃の研鑽に敬意を表するとともに、見事、難関を突破されての合格に改め

てお祝いを申し上げます。【文責：北川】 

 

【岸理事のメッセージ】 

奈良まほろばソムリエ検定は、歴史と文化資源の宝庫である奈良について学

ぶ絶好の機会として勉強し始めました。２回目のチャレンジで合格できて、ホ

ッとしております。 

観光産業はもちろん、奈良

の伝統産業についての知識

や県内の地勢が自然と身に

つくので、おすすめの検定

試験です。 

ソムリエ合格者中心で構

成されている奈良まほろば

ソムリエの会（ソムリエで

無くても入会可能です）で

は、まだまだボランティア

活動が中心ですが、 

診断士が増えることにより、 

豊富な地域資源を活用した

産業振興、つまり奈良にお

金が落ちる活動に貢献して

いきたいと思っております。 

 

  

トピックス 

http://www.nara-cci.or.jp/narakentei/
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今年度は、奥田会員、清水会員、横内会員および北川の 4 名が中小企業診断

協会の表彰規程に基づく永年会員表彰を受けました。 

6 月 19 日(金)の総会にご出席の奥田会員と北川には当日、森会長より表彰状と

記念品が授与され、清水会員、横内会員には別途郵送とさせていただきました。

【文責：北川】 

 

 

 

 

診友会幹事 原田 高峰 

 

～絶好のゴルフ日和となった診友会ゴルフコンペ～ 

 

奈良県中小企業診断士会の年 2 回春・秋の恒例行事であります春の「診友会

ゴルフコンペ」は今回で 25 回目となり 13 年目に入りました。 

今回はレイクフォレストリゾート・ザ・センチュリーコースでの開催となり、

6 名の参加者の楽しい戦いとなりました。このコースは緑と水の豊富な戦略的

コースで中級者向きのコースなのでスコアは平均的には通常のコースより厳し

くなりますが、全員健闘されて参加者平均スコアはグロス 114、ネット 90 とい

う平均年齢？歳の割には優秀なスコアでした。 

 

栄えある優勝は鈴木幸兵先生がネット 84 で獲得され、2 位にはネット 85 で

岩崎彌寿雄先生が入賞されました。 

このコースの良さは自然豊かさと平日であれば価格もリーズナブルであり、2

バッグ・3 バッグの割増料金もなく、緊急の場合のキャンセル料も前日までに

連絡すれば無料になることで幹事としてはありがたいコースとなっています。 

ちなみに今回は昼食付でプレー費 7,000 円程度でした。 

 

次回秋のコンペは 10 月 22 日（木）を予定しています。9 月に正式案内いた

しますので多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

 

  

永年会員表彰 

 

第 25 回診友会開催報告 
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研究会名 会員数 開催頻度 主な活動内容 入会申し込み先 

企業内診断士研究会 

10 名 

全体ﾐｰﾃｨﾝｸﾞは

3か月に 1度 

個別ﾐｰﾃｨﾝｸﾞは

随時開催 

今年度も奈良県立図書情報館

の協力を得て、体験セミナーと

無料経営相談会を 6 回開催す

る予定。 

セミナーへ当会会員の参加は

大歓迎。 

藤井 

f2141@pastel.ocn.ne.jp 

【代表者：藤井会員】 

ホームページ活用研究会 

8 名 随時 

ホームページの環境が多様化

し、単にＨＰの作成や活用だけ

では時代の波にとり残される。

もっと幅広く、ウエブサイトの活

用という観点からの研究会とす

べく企画中である。 

渡辺 

fwkz5706@nifty.com 

【代表者：渡辺武久理事】 

国際化診断研究会 

5 名 適時 

中小企業の海外販路開拓、海

外進出について可能性診断、

調査、助言、業務委託等 

山西健市 

ymc01@kcn.jp 

090-9619-8249 【代表者：山西会員】 

セミナー研修研究会 

8 名 適時 

相互啓発による研修講師として

の資質の向上  

オリジナルな研修コンテンツの

開発  

セミナー・研修の実施 

徳南

koro-t@mri.biglobe.ne.jp 

【代表者：徳南会員】 

奈良マーケティング研究会 

7 名 

適時 

基本は隔月 

土日 

地元奈良県企業ならではのマ

ーケティング活動を研究してい

ます。【オブザーバー参加いつ

でも OK です】 

岸 克行 

090-7487-4965 

kishi309@gmail.com 【代表者：岸理事】 

奈良活性化研究会 

約50名 
原則として 

隔月 

例会として、ゲスト講師による

講演・セミナーを開催 

今年上半期の開催日と講演テ

ーマは次のとおり 

・1 月 10 日 

阪神淡路大震災 復興 20 年 

・2 月 28 日 

ｸﾗｳﾄﾞｿｰｼﾝｸﾞの概要とﾒﾘｯﾄ 

・4 月 4 日 

平成 27 年から変わる相続税 

北川 裕康 

mckenzie@kcn.ne.jp 

【代表者：北川理事】 

  

各研究会活動状況 

mailto:f2141@pastel.ocn.ne.jp
mailto:fwkz5706@nifty.com
mailto:ymc01@kcn.jp
mailto:koro-t@mri.biglobe.ne.jp
mailto:kishi309@gmail.com
mailto:mckenzie@kcn.ne.jp
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◆ 2015 年 1 月以降、新たに入会された方からお寄せいただいた 

自己紹介のコーナーです。 

2015 年 7 月末時点での会員数は 73 名となっています。 

 

 

【50 音順】 

 

ふりがな かじ じゅんこ 

名前 梶 純子 

連絡先 
Tel. 0742-35-5463 

E-mail calendimaggio@me.com 

勤務先 株式会社リクルートスタッフィング 

登録年度 平成 27年度 

 

現在育休中なので平日の日中に時間がとれることを

有効に活用して、今年は診断士活動に勤しみたいと

思っています。いろいろなことに積極的に参加したい

と思っていますので、何卒よろしくお願いします。 

なお、本名は小池ですが、仕事上氏名は旧姓の梶

（かじ）を名乗っています。 

特技 ピアノ 

趣味 
食べ歩き 

（ジュニア野菜ソムリエの資格を持っています） 

 

 

 

 

 

  

新入会員自己紹介コーナー 

mailto:calendimaggio@me.com
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ふりがな にしかわ かつひろ 

名前 西川 勝博 

連絡先 

Tel. 090-1482-3330 

Fax 0744-28-0655 

E-mail nishikawa@omoidedo.com  

勤務先 自営業 

登録年度 平成 24年 

 

企業内診断士でしたが、4月に独立し奈良で

活動することにいたしました。研究開発・生産

技術部門での経験を活かし、また観光活性化

にも貢献したいと考えております。皆様のご指

導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

特技 3D 設計、造形 

趣味 旅行、寺社・史跡巡り、サイクリング 

 

ふりがな にのみや ひろのり 

名前 二宮 博典 

連絡先 
Tel. 090-4766-8610 

E-mail there.will.be.shining.days@gmail.com  

勤務先 大和信用金庫 

登録年度 平成 27年 

抱負・自己 PR 

現在は融資課の窓口業務に携わっていま

す。中小企業診断士としてまだまだ経験不

足ですが、これから頑張りたいと考えてい

ます。よろしくお願いいたします。 

趣味 映画鑑賞・水泳 

mailto:nishikawa@omoidedo.com
mailto:there.will.be.shining.days@gmail.com
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◆ 第 8 回プロコン育成塾  8 月 15 日（土）スタート 

◆ 実践型創業スクール in 大和高田 体験講座 8 月 22 日（土） 

◆ 平成 27 年度「診断助言実務事業」 

・A コース：9 月 5 日（土）スタート 

・B コース：9 月 26 日（土）スタート 

◆ 平成 27 年度理論政策更新研修 9 月 12 日（土） 

◆ 第 26 回 診友会      10 月 22 日（木） 

 

 

 

 

 

▽ 千葉に転出された松山前理事の後任として、今号より会報「診断なら」の編集を担当するこ

ととなりました。 

会報作成にあたって原稿をお寄せいただいた皆さまに改めて御礼申し上げます。 

▽ 今号がお手許に届く頃には立秋間近になっていると思いますが、 

まだまだ暑い日々が続きます。来るべき「実りの秋」に向けて、どうぞご自愛ください。 

▽ 「診断なら」では、会員の皆さまの寄稿も積極的に紹介していきたいと考えています。 

エッセイや時事論考など、随時お寄せいただければ幸甚です。  【北川】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〒630‐8217 
奈良市橋本町 3－1  
きらっ都・奈良 3 階 302 号 
Tel ：0742-20-6688  
Fax：0742-20-6788 
e-mail： jsmeca27@m3.kcn.ne.jp 

一般社団法人 

奈良県中小企業診断士会 
http://www.nara-shindanshi.jp/ 

奈良士会行事開催予定 

編集後記   

矢田丘陵 

まほろば展望休憩所より 

東大寺･若草山を望む 

mailto:jsmeca27@m3.kcn.ne.jp
http://www.nara-shindanshi.jp/

