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～ 外部との連携強化と 

中小企業診断士に求められる役割 ～ 

 

奈良県中小企業診断士会 

                       副会長 渡辺淳 

 

平成 30年。平成最後の年となる今年の夏は、これまでに経験したことのないほどの

猛暑に見舞われていますが、会員の皆様におかれましては、猛暑に負けず、中小企業

の皆様に対する熱い経営指導・経営支援でご活躍のことと拝察申し上げます。 

 さて、先日、当会と連携協定を結んでいる日本弁理士会近畿支支部奈良地区会主催

の「弁理士の日記念 知的財産セミナー・相談会」において、講演の機会を賜りました。

テーマは、「中小企業診断士と弁理士による事業者支援～起業から事業拡大まで～」で、

私が 5 年に渡り経営支援を行ってきた起業家への具体的な支援の内容と、その間に幾

度となく発生した商標等知的財産権の問題に対し、弁理士の方と連携して問題解決に

あたった事例について、実際に連携した弁理士の先生も一緒に登壇、ご紹介しました。 

 中小企業診断士は、特定の深い専門分野だけではなく、中小企業経営に関する幅広

い知見を有していることが求められます。一方で、中小企業の経営上の問題について、

全てを中小企業診断士が単独で解決することは不可能です。問題解決にあたっては、

弁理士をはじめ、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士等の士業

の方々、その他の専門家や支援機関等と円滑な連携を図っていくことが肝要です。 

 奈良県中小企業診断士会においても、先述の日本弁理士会近畿支部との連携協定に

加え、大和信用金庫とも「中小企業支援等に関する覚書」を締結するなど、外部の支

援機関等との連携を強化すると当時に、奈良県内の中小企業支援機関等で構成される

中小企業支援ネットワーク、経営まるごと支援ネットワーク、事業承継ネットワーク

等にも参画し、外部の他の支援機関・団体等とのつながりの強化にも努めています。 

 企業再生や事業承継など、単独の専門家では対応できない問題が増加するとともに、

中小企業における経営上の問題も複雑化・多様化しています。このような状況におい

て、中小企業診断士は、中小企業経営の幅広い知見を有する専門家として、他の専門

家との円滑な連携を推進するコーディネーターとしての役割が求められていると考え

ますし、ますますその役割の重要性が増す時代が到来しているのではないかと思いま

す。 

中小企業診断士の重要性が増す時代、会員の皆様方の当会事業への積極的なご参画

を引き続きよろしくお願いします。 

 

 

  

ご挨拶 
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                       理事  原田 高峰 

 

平成 30 年 2 月 16 日（金）、午後５時半より奈良市高畑町にあるホテル「飛鳥荘」

にて一般社団法人奈良県中小企業診断士会恒例の「新春互礼会」を開催いたしました。

本年は昨年の参加者数を大幅に超えて、来賓の方７名と士会会員が９０名中４９名の

参加をしていただき総勢５６名の大盛会となりました。会場であるホテル「飛鳥荘」

２階の「白鳳の間」を埋め尽くす盛会となりました。来賓は公益財団法人奈良県地域

産業振興センター理事長の奥田喜則氏、奈良県産業・雇用振興部産業振興センター所

長の前野孝久氏、奈良県中小企業団体中央会専務理事の櫻井良彰氏、奈良県信用保証

協会専務理事の坂本精章氏、日本政策金融公庫奈良支店の杉本融資第二課長、まちづ

くり奈良の吉富総務企画部長、大阪府中小企業診断協会の小林会員サポート委員長、

奈良新聞社の久後記者が参加していただきました。森会長の開会の挨拶の後、調査研

究事業の「経営者の想いが事業をドライブする」を岸・竹下会員と「奈良にうまいも

んあり調査研究」を上野会員が研究発表をしていただき、そのあとの懇親会の冒頭で

地域産業振興センター奥田理事長並びに中央会の櫻井専務理事に来賓祝辞をしていた

だいきました。 

その後、奈良県信用保証協会の坂本専務理事の乾杯のご発声で和やかにうたげの宴

に移り来賓と会員及び会員相互の懇親を深めていただきました。さらに懇親会の中ご

ろには調査研究事業に基づく「クイズ」を実施いたしまして、用意した多くの景品を

回答点数の高い人から順番に１点ずつ持ち帰ってもらい大盛況の宴となりました。宴

たけなわの中、中締めを大阪協会の小林会員サポート委員長にしていただき約２時間

半の「互礼会」を和やかな中無事終了いたしました。 

また翌日の奈良新聞に互礼会の様子を大きく掲載していただきよき PR になりまし

た。今年の来賓のお言葉の大半は「事業承継」がキーワードでした。互礼会は例年前

年の１０月から日時・予算の決定、会場の確保、来賓・会員への案内などの準備を始

めて１月下旬か２月上旬の開催となります。年々会員の参加が増えて担当理事として

もやりがいがあります。来年も多くの方のご参加を期待しています。 

 

 

平成 30 年「新春互礼会」 

開催報告 
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第７回定時総会を本年は平成３０年６月１日（金）にホテルフジタ奈良のガーデン

ルームで開催致しました。奈良の６月は修学旅行の最中で会場確保が難しい中、ホテ

ルフジタ様の特別の配慮で今年も無事会場が確保できました。当日のご来賓は公益財

団法人奈良県地域産業振興センター理事長奥田様、事業推進課課長杉山様、奈良県産

業・雇用振興部奈良県産業振興総合センター所長前野様、奈良県中小企業団体中央会

専務理事櫻井様、奈良県信用保証協会総務部長中野様、日本政策金融公庫奈良支店支

店長篠田様、株式会社まちづくり奈良総務企画部長吉富様、大阪府中小企業診断協会

副理事長横山様及び奈良新聞竹村記者、計９名に参加いただき、当会員参加人数は４

７名（懇親会４６名）合計５６名で行いました。 

総会開催にあたり、森会長が奈良県の中小企業の事業承継・再生支援並びに活性化

のために当会および中小企業診断士の役割がますます重要になってきていること、そ

して会の運営をできるだけオープンにしていきたいとの挨拶がありました。また、来

賓代表挨拶で奈良県産業振興総合センター前野所長様から、奈良県の現状、奈良県で

実施する中小企業支援の施策内容の説明等のお話をいただきました。 

次に議案書の審議に入りました。第一号議案は平成２９年度事業実施報告及び収支

決算承認の件については森会長、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。平成２９年度実施し

た奈良県信用保証協会「なら専門家派遣サポート」大和高田商工会議所「専門家派遣

事業」、「大和高田創業塾２０１７」の企画・講師派遣、大和高田商工会議所「くら

し産業メッセ２０１７」開催支援、奈良中央信用金庫「ちゅうしん地域中小企業助成

金制度」の審査事業等を渡辺事務局長が熱く語られました。以上の内容及び収支決算

は全会一致で承認されました。第二号議案は平成３０年度事業計画（案）及び収支予

算（案）承認の件の審議に入りました。 

森会長より、１１月４日の「中小企業診断士の日」の制定並びに知名度向上活動と

して「ならどっと FM」におけるトーク番組を今年も継続することや政府の中小企業支

援は「事業承継」と「生産性向上」が本丸になっており、「生産性向上」については

「働き方改革」と「企業収益確保」に対する支援、事業承継専門知識の向上策、会務

運営については会員数が２９年度９０名を超え今年度は１００名超えが予想されるの

で柔軟で前向きな会務運営に励みたいなどについての説明がありました。そして、事

業計画案と収支予算案についても、全会一致で承認されました。最後に第三号議案で

奈良県中小企業診断士会 

第 7回定期総会報告 
理事 原田 高峰 
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は、役員の任期満了に伴い現状の役員全員の再任案が提案され、承認されました。 

以上をもって総会は閉会しました。 

その後懇親会は、来賓代表の奥田理事長並びに篠田支店長のご挨拶、櫻井専務理事

に乾杯の音頭をとっていただき、和やかに開催されました。新入会員を含め、参加会

員全員が積極的に情報交換を行ないました。最後の挨拶で、横山副理事長から、奈良

県診断士会の総会参加率の高さ、和やかな情報交換会の雰囲気についてのお褒めの言

葉をいただき、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  

新バッジ管理 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 原田  

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 米田  

会報誌 米田  

企業診断ニュース 米田  

診断士の日 保延  

研修担当 理論政策更新研修 岸  

実務従事研修 保延  

プロコン育成塾 森  

スキルアップ研修 森  

受託事業

担当 

まちづくり奈良セミナー等 保延 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 

南都銀行 セミナー等 本田  

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  

事業承継ネットワーク 岸  

香芝市・三宅町創業支援 森  

日本政策金融公庫研修会等 佐伯 共催研修会が中心 

ＴＫＣ全国会南近畿会奈良支部窓口 佐伯  

奈良工業専門学校提携 佐伯  

2018 年度理事担当職務紹介 
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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  

橿原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 岸  

生駒商工会議所セミナー等 岸  

設備資金貸付審査協力 原田 緊急時以外は役割なし 

奈良県制度融資審査協力 渡辺淳  

中企連 渡辺武久 ハロー原稿 

次世代経営者育成塾 原田 推進リーダーは竹下会員 

研究会・

自主事業 

調査研究事業管理 佐伯  

研究会管理 佐伯  
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                       会員 深谷 繁 

 

前回（2018 年新春号）までの「診断なら」でご報告をいたしました通り、企業内診

断士研究会では、2013年度より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。 

初年度の 2013 年度は 3回(3 日)、2014 年度は 2回（2 日）、2015 年度から 2017 年度

までは各 6 回（6 日）実施しました。今年度（2018 年度）も 6 回（6 日）実施予定で、

このうち 2017年度の第 5回目までは前号でご報告をいたしました。 

 

2017年度の第 6回目は 1月 14日（日）に行いました。体験学習会は 5名の方が受講

に来られました。この日は、香川登志雄氏が『創業入門』の題目で、「創業動機・創業

実態」→「自身の棚卸し」→「事業分野、事業コンセプト」→「事業計画」→「開業の

手続きなど」→「支援制度の活用」の順で説明しました。受講者の皆様には、体験（個

人ワーク、グループワーク）を通じて、創業に至る大まかな流れと、検討・準備すべき

内容について理解を深めて頂きました。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度末の 3月 4日（日）、奈良三条通りの「珈琲館」でミーティングを行い、2017年

度の活動の総括と 2018年度の活動予定の確認をしました。 

 

奈良県図書情報館 

「体験学習会＆無料経営相談会」 

実施報告 

 

実施報告 

 

活動報告 
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2018年度の第 1回目は 5月 13日（日）に行いました。体験学習会は 3名の方が受講

に来られました。この日は、谷村幸治氏が『「いまさら人に聞けない、IT、IoT、AI、イ

ンダストリー4.0 のお話」～近未来の私たちの生活、ものづくりはこう変わる～』の

題目で、4カ所のクイズ（なぞなぞ）をはさみながら実施しました。締めくくりとして、

「今後の AI や IoT の進化は逆転のチャンス？であり、テクノロジーは、オフィスやサ

ービス産業で大きな競争条件の変化をもたらす」と予測され、「これからの AIや IoT の

大きな特徴として、クラウドのように個人や小規模の企業でも最先端の技術が使えるよ

うになる」ことが述べられました。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 回目は 6 月 11 日（日）に行いました。体験学習会は、3 名の方が受講に来られ

ました。この日は、深谷繁が『中小企業診断士による経営戦略入門～経営戦略の立案や

実践について理論的に考えてみよう～』の題目で実施しました。前半は事業ドメインや

競争戦略の解説をして、缶コーヒー市場のマーケットリーダーやチャレンジャーなどの

経営戦略について出席者全員で意見交換をしました。後半は、「プロダクト・ポートフ

ォリオ・マネジメント」について解説しました。また、中小企業診断士試験問題から３

問を出題し、受講者の方に考えて頂きました。 

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。 
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第 3回目は 7月 8日（日）に行いました。体験学習会は、4名の方が受講に来られま

した。 

の日は、上野浩二氏が「はじめての事業創造～ビジネスモデルキャンバスを使って～」

の題目で実施しました。毎日の暮らしで、「あったらいいな」「できたらいいな」と思う

ことを思い浮かべ、ビジネスモデルキャンバスを描いて、アイデアを創出するワークシ

ョップを行いました。 

この日、経営相談会には 3名の方がお越しになり、経営管理体制、顧客獲得策、販売

促進方法などについて相談がありました。 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

上記の４回には、企業内診断士研究会のメンバーである泉谷陽一氏、上野浩二氏、香

川登志雄氏、梶純子氏、辰巳昌弘氏、谷村幸治氏、長雅規氏、永山信男氏と深谷繁の 9

名が従事しました。 

今年度の後半は、第 4回目が 11月 11 日（日）、第 5 回目が 12 月 9 日（日）、第 6回

目が 1 月 13 日（日）を予定しています。詳細が決まりましたら、図書情報館様のホー

ムページやチラシなどによる広報手段や、奈良県中小企業診断士会のホームページなど

でお知らせをする予定です。 

 

以上 
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次世代育成塾 

 

 

 

 

担当理事 原田 高峰 

 

 皆さん、こんにちは。日々の業務お疲れさまです。次世代育成塾の担当理事

原田です。次世代経営者育成塾の活動報告をいたします。当研究会はリーダー

竹下会員、担当理事原田で現在５名のメンバーで１８年上半期も活動してきま

した。この上半期も月一の定例会はすべて実施いたしました。日時は特には決

めていませんが多くは第４週のメンバーの都合の合う日の１８時３０分からミ

ーティングを行っています。 

今期の活動も商工会連合会や県庁、地域支援センターなどのほか機械工業組

合やプラスチック成型組合などなどに竹下リーダーを中心に訪問営業をしてい

ます。そのような中、本年より「事業承継」に国全体の焦点が当たり行政等の

施策も事業承継中心になってきています。わが育成塾も次世代経営者育成と事

業承継に取り組んでまいります。 

昨年は吉野三町村雇用創造協議会さんから診断士会を通じてセミナーを受注

いたしました。本年も竹下会員の努力で奈良中央信用金庫様のセミナー２テー

マを受注することが出来ました。「次世代経営者育成」言うは易しですが、仕事

に結びつけるのは大変です。今後も粘り強く活動を続けていきたいと思います。 
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診友会幹事 原田 高峰 

 

～今回で１６年目になった「診友会コンペ」～ 

 

 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３１回目となり１６年目に入りました。今回は４月２４日（水）に広々とし

たフェアウエーの大和高原カントリークラブでの開催となり、１０名の参加予定でしたが

お一人足の故障で不参加となり３組９名で楽しい戦いを繰り広げました。広々としたフェ

アウエーに豪快に打ち下ろせるホールが多くあり気持ちよくプレーできるのがこのコース

の特徴です。ですから思わぬ良いスコア－が出る場合もあり、楽しいゴルフのできるとい

うことではナンバーワンのゴルフ場です。今回も全員健闘されて参加者平均スコアは今回

もグロス１０３でネット８３という平均年齢？歳の割にはすごく優秀な成績でした。栄え

ある優勝は今回幹事の私原田がネット７４で久しぶりに獲得しました、２位にはネット７

７．６で初参加の椿本和男先生が入賞されました。参加者の方々の日頃の行いが良いのか

天気予報は「雨」だったのですが、プレー中はほとんど降らずにプレー終了後に雨となり

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人

乗りカートを採用していますので４名１組の場合２カートでお天気が良ければコース乗り

入れも出来ますまた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

平日の場合、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。また、回を追うごとに参加者も増加してありがたく思っています。企業内診

断士の方も有休を活用して是非ご参加ください。次回秋のコンペは１０月２３日（火）を

予定しています。お盆過ぎに正式案内いたしますので是非多くの方のご参加をお待ちして

います。初参加の方はＷペリア方式でハンディを算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

第 31 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 

14名 

今年度は図書

情報館で６日

開催 

 

実務ポイントの獲得とメンバ

ーのスキルアップを目的とし

た活動を行っている。2013年

度より、奈良県立図書情報館

において「体験セミナー＆無

料経営相談会」を開催。 

 

深谷 

fukaya@kcn.ne.jp 

【代表者：深谷会員】 

ウェブサイト活用研究会 

 

募集中 

１０月より再

発足、２か月

毎に開催予定 

 

いまや、中小企業の情報シス

テムはクラウド上で稼働する

ことが常識となっている。そ

の入口はすべてウェブサイト

である。この研究会はクラウ

ド上で業務システムを稼働す

るための代表的なプラットフ

ォームであるアマゾンのＡＷ

Ｓについて理解を深め、日常

業務をウェブサイトで運用す

る可能性について研究する。 

 

渡辺 

fwkz5706@nifty.com 【代表者：渡辺武久 

理事】 

ＩＴコーディネータ

ツール活用研究会 

募集中 

１０月より再

発足、２か月

毎に開催予定 

 

ＩＴコーディネータは中小企

業のＩＴ経営を支援するプロ

として評価が高まりつつあ

る。支援のためのツールも充

実している。中小企業診断士

がＩＴＣのツールを活用すれ

ば、支援の幅をさらに拡大で

きる。診断士とＩＴＣ双方の

資格を持つ会員をメンバーと

し、診断士によるＩＴＣツー

ルの活用を促進することを目

的とする。 

 

渡辺 

fwkz5706@nifty.com 【代表者：渡辺武久 

理事】 

各研究会活動状況 

mailto:fukaya@kcn.ne.jp
mailto:fwkz5706@nifty.com
mailto:fwkz5706@nifty.com
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奈良マーケティング研究

会 

7 名 月 1回 

 

「診断士のマーケティング」

を目的とし、診断士の案件開

拓に向けた試みを実践してい

ます。現在のテーマは、奈良

県の製薬業界の「近未来マー

ケティング」に取り組んでい

ます。 

 

 

中島 篤           

nakajima@lewes-grou

p.com 

 

【代表者：中島会員】 

奈良活性化研究会 

約80名 ２カ月に１回 

 

今年度は、５月には橋本会員

を講師として「電気自動車の

過去、現在、未来」７月には

外部講師を招いて「情報セキ

ュリティ対策の最新動向、IPA

の中小企業支援策・対策支援

ツール等 

」を開催しました。今後も、

最新の税法や奈良にまつわる

知識の向上等広い分野のセミ

ナーを開催予定です。 

 

保延 薦 

honobe@tkcnf.or.jp 

【代表者：保延理事】 

  

mailto:nakajima@lewes-group.com
mailto:nakajima@lewes-group.com


14 

 

 

 

 

 

◆ 2018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。 

2018年 4月 1日時点での会員数は 90名となっています。 

 

ふりがな はなわ ひろお 

名前 塙 博夫 

連絡先 

Tel 080-5712-5912 

Fax 0797-38-2527 

E-mail hiroohanawa@live.jp 

勤務先 国際経営コンサルティング（個人事業主） 

登録年度 平成 10年度 

重複の場合は協会名 大阪中小企業診断協会、兵庫県中小企業診断士協会 

 

総合商社（機械プラント・海外工事部門）、食品会社に勤務

しました。海外取引が従来の専門分野ですが、現在は経営支

援（経営計画等）、高年齢者雇用支援に重点を置き、取り組

んでおります。よろしくお願いします。 

特技 英語によるコミュニケーション 

趣味 音楽（カラオケ）、ヨガ 

 

ふりがな よしかわ ゆうすけ 

名前 吉川 祐介 

連絡先 
Tel 080-3006-7924 

E-mail 44111yusuke@gmail.com 

勤務先 office88経営まちコンサルタント事務所 

登録年度 2016年度 

重複の場合は協会名 兵庫県中小企業診断士協会、大阪府中小企業診断協会 

抱負・自己 PRなど 

奈良市出身です。独立 3年になります。小売飲食サービスを

中心に、観光などのまちづくりなどに携わっております。時

間がゆっくり流れる奈良がやっぱり好きで登録いたしまし

た。お気軽にお声がけください！ 

特技 20種スパイスのカレーづくり 

趣味 カレーの食べ歩き、マラソン 

新入会員自己紹介コーナー 
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ふりがな まつい けんがく 

名前 松井 謙学 

連絡先 

Tel 090-6910-0254 

Fax  

E-mail kengaku.m@gmail.com 

勤務先 奈良信用金庫 

登録年度 2018/4/1 

 

信用金庫に勤務して 10年になります。地元奈良を

元気にする為、金融面に限らず、様々な活動へ前向

きに参加していきたいと思います。どうぞ宜しくお

願いいたします。 

趣味 スノーボード、料理、お酒 

 

 

ふりがな くすもと こうじ 

名前 楠本 浩二 

連絡先 

Tel (自宅)0745-73-1520 (携帯)090-9611-6280 

Fax 0745-73-1520 

E-mail qtkk316koji3@iris.eonet.ne.jp 

勤務先 自営 

登録年度 2018年 

抱負・自己 PRなど 

御年 68才の診断士一年生です。サラリーマン生活

43年の知識や経験が、まだ世の中のお役に立てる

かもしれぬと、厚かましく入会しました。中小企業

の業績改善や人づくりに向けた、高齢者の小さな挑

戦です。 

特技 教えること(資格取得指導など) 

趣味 特になし 

 

 

 

 

 



16 

 

 

ふりがな なかやま しげひろ 

名前 仲山 茂泰 

連絡先 
Tel 070-4462-6190 

E-mail nakayama@ns-smec-office.jp 

勤務先 自営 

登録年度 平成 29年度 

抱負・自己 PRなど 

 再生支援協議会案件をはじめとする、企業再生支

援を行っています。再生支援以外の分野に関しても

積極的に取り組んでいる最中ですので、一緒に仕事

をする機会を頂けた際は、どうぞよろしくお願いし

ます。 

特技 企業再生支援、管理会計構築、資金繰りサポート 

趣味 釣り（渓流も海も釣り堀もやります。） 

 

ふりがな ほりこし まさお 

名前 堀越 正夫 

連絡先 

Tel 080-6112-9488 

 06-6260-7669 

E-mail houkiboshi777@gmail.com 

勤務先 堀越社労士経営支援事務所 

登録年度 平成 19年度 

重複の場合は協会名 大阪府中小企業診断協会 

 

今年４月１日に、診断士・社労士として開業 

しました。勤務中は、健康保険を扱う団体で 

健康経営に直結する仕事をしていました。奈 

良で地域団体を支援する活動もしています。 

企業・人・社会を繋ぎ支援していきます。 

趣味 読書・音楽鑑賞 
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ふりがな きたうら あきら 

名前 北浦 章 

連絡先 
Tel 090-4766-6917 

E-mail a.kitaura@truva-gh.com 

勤務先 トゥルーバグループホールディングス株式会社 

登録年度 平成 11年度 

抱負・自己 PRなど 

昨年、銀行勤務からコンサルティング会社へ。しか

し、仕事の内容はどちらも中小企業のＭ＆Ａアドバ

イス中心。今後は仕事の幅を広げたく、積極的に参

加致しますのでよろしくお願い致します。 

趣味 トレッキング、読書 
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◆ 平成 30年度理論政策更新研修   9月 08日（土） 

◆ 診友会コンペ          10月 23日（火） 

◆ 診断士の日           11月 04日（日） 

 

 

 

 

 

 

▽ 会報「診断なら」2018年夏号をお届けします。 

∇ 西日本豪雨、大阪北部の地震、東からやって来た台風など、異常気象が続いております。

この現象は日本だけてなく、世界中でも起きております。自然破壊に対する地球からの

警告ではないかと考えます。 

▽ まだまだ猛暑が続くとのことです。熱中症で救急搬送される方も多くなっております。

皆様にはご自愛ください。 

▽ 「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。  【米田】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〒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/ 

奈良県診断士会行事開催予定 

編集後記   

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

