
 

 
 
 

平成 28 年 12 月 2 日 

 

「次世代経営塾」開講のお知らせ 

 
筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、後継者や若手経営者を対象とする「次世代

経営塾」を開講しますので、お知らせいたします。 

本経営塾は今回で 4回目を迎え、経営の基礎となる「経営戦略」や「財務戦略」等の知識だけでなく、

グループワーク等を実施し、考える力を含めた「経営の実力」を養成するほか、人脈の形成、交流の場

としてもご活用いただけます。 

 当行は「次世代経営塾」を通して、地元中小企業の活性化に貢献してまいります。 

 
【第 4期 次世代経営塾の概要】 

名 称 第 4期 次世代経営塾 

対象者 若手経営者・後継者の皆さま 

講義日 

第 1回 平成 29 年 1 月 24 日（火） 

第 2回 平成 29 年 2 月 21 日（火）  

第 3 回 平成 29 年 2 月 22 日（水） 

定 員 30 名 

受講料 
お１人様 税込  75,600 円 【筑波ふれあい俱楽部会員】 

   税込  108,000 円 【会員以外】 

運 営 筑波銀行、筑波総研 

事務局 筑波総研 

講 師 （社）東京都中小企業診断士協会 理事/中央支部長 八木 田鶴子氏 

会 場 筑波銀行つくば本部ビル 10 階 大会議室 

 

以上 

 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 鈴木  内線３７３１ 

℡ ０２９－８５９－８１１１ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



第4期 次世代経営塾

　目まぐるしく変化する経営環境の中で、企業を永続的に存続・
発展させてゆくためには、次の世代を担う経営者の方々には、総
合的な経営力が必要となります。

　当塾では、経営に不可欠な「経営戦略」や「財務戦略」に加え、
人材の育成や組織を活性化させるスキルのひとつとして「ファ
シリテーション型リーダーシップ」について学ぶ機会をご提供い
たします。
　
　講義では、各種経営情報の提供に加えて、グループディスカッ
ションを通して、経営者の力量、モチベーションの向上等、総合
的に塾生の皆さまの経営活動をご支援させていただきます。
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　当塾では、経営に不可欠な「経営戦略」や「財務戦略」に加え、
人材の育成や組織を活性化させるスキルのひとつとして「ファ
シリテーション型リーダーシップ」について学ぶ機会をご提供い
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　講義では、各種経営情報の提供に加えて、グループディスカッ
ションを通して、経営者の力量、モチベーションの向上等、総合
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　目まぐるしく変化する経営環境の中で、企業を永続的に存続・
発展させてゆくためには、次の世代を担う経営者の方々には、総
合的な経営力が必要となります。

　当塾では、経営に不可欠な「経営戦略」や「財務戦略」に加え、
人材の育成や組織を活性化させるスキルのひとつとして「ファ
シリテーション型リーダーシップ」について学ぶ機会をご提供い
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　講義では、各種経営情報の提供に加えて、グループディスカッ
ションを通して、経営者の力量、モチベーションの向上等、総合
的に塾生の皆さまの経営活動をご支援させていただきます。

筑波ふれあい俱楽部

入塾のご案内

「次世代経営塾」は、

 次代を切り開く若手・

 後継経営者のための

 「実践塾」です。

～ファシリテーション型リーダーシップ～

～財務諸表からわかる会社の姿～

～経営戦略と経営計画～

中小企業診断士、ＩＴコーディネータ、１級販売士。
東京販売士協会副会長、イー・マネージ・コンサルティング協同組合常任理事、有限会社テオリア取締役社長。

三菱銀行（現 三菱東京UFJ銀行）、ライフエンジニアリング㈱、婦人服アパレル業を経て、1996年5月独立。
1998年 有限会社テオリア設立登記・代表取締役。2015年 合同会社みんプロ設立登記・代表社員。

講義日程
全3回完結

      筑波銀行グループ筑波銀行グループ　株式会社 筑波銀行/筑波総研 株式会社 

会場：筑波銀行つくば本部ビル10階　大会議室

(社)東京都中小企業診断士協会
　　 　      理事/中央支部長 　八木 田鶴子 氏　

第1回 平成29年 1月24日 (火) 

第2回 平成29年 2月  (火)

第3回 平成29年 2月

第1回 平成29年 1月24日 (火) 

第2回 平成29年 2月21日 (火)

第3回 平成29年 2月22日 (水)

The Fourth Next Generation Management School



平成29年1月　～　平成29年2月

別添受講申込書にご記入のうえ、申込書記載のFAX番号宛お申込みください。
もしくは、最寄りの筑波銀行各部店の窓口または担当者へお申込みください。

ただし、2月21日、22日は、原則、合宿形式になります。（宿泊料は、運営者負担）

平成29年１月17日（火）

お問合せ　：　筑波総研株式会社 　次世代経営塾 事務局
　　　　　　   TEL   029-829-7560　（代表）

募集要項

8：00

10：00

12：00

13：00

17：00

9：40 

8：30 　受付開始 8：30 　受付開始

  9：00 　受付開始
9：40 10：00

9：00 

1月24日（火） ２月21日（火） ２月22日（水）

9：00 　オリエンテーション

16：00　終了予定

昼食 昼食

懇親会　[合宿]

昼食

次世代経営塾の講義内容とスケジュール

・日々ファシリテーション、コーチングスキルの向上を意識して業務に取り組みたい。

・会社のビジョンを社員と共有してベクトルをひとつにしたいと思った。

・事業戦略を考える上で、自社の強みの重要性を再確認することが出来た。      

・自社の強みを明確にし、社員と共有していきたい。　　など

・日々ファシリテーション、コーチングスキルの向上を意識して業務に取り組みたい。

・会社のビジョンを社員と共有してベクトルをひとつにしたいと思った。

・事業戦略を考える上で、自社の強みの重要性を再確認することが出来た。      

・自社の強みを明確にし、社員と共有していきたい。　　など

・日々ファシリテーション、コーチングスキルの向上を意識して業務に取り組みたい。

・会社のビジョンを社員と共有してベクトルをひとつにしたいと思った。

・事業戦略を考える上で、自社の強みの重要性を再確認することが出来た。      

・自社の強みを明確にし、社員と共有していきたい。　　など

【ファシリテーション型リーダーシップ】
　・ファシリテーションとは
　・ロジカルシンキング

【ファシリテーション型リーダーシップ】
　・コーチングスキルの活用
　・構造化について

【財務諸表から分かる会社の姿】
　・財務諸表の基本構造

【財務諸表から分かる会社の姿】
　・簡単な財務分析とその意味

【経営戦略と経営計画】
・経営戦略とその理解

【経営戦略と経営計画】
・経営戦略・経営計画の
   策定プロセス

次世代経営塾に参加された皆さまからの声



筑波ふれあい倶楽部

次世代経営塾   第４期生     受講申込書

筑波総研 株式会社  行き
〔 次世代経営塾 事務局 〕 　　ＦＡＸ : ０２９－８５６－６８９０

筑波ふれあい倶楽部 次世代経営塾の受講を申し込みます。
なお、以下に掲載する情報を、本経営塾の運営及び各種経営情報の提供を受けるために
株式会社筑波銀行及び筑波総研株式会社、有限会社テオリアに提供することに同意します。

（ フリガナ ）

〒　　　　　－〒　　　　　－

〒　　　　－〒　　　　－

お名前

貴社名

ご所属・お役職

業種

ご年齢

ご住所
（ ご連絡先  ）

ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅ‐ｍａｉｌ

お取引支店 支 店

＠

(　　　　)
(　　　　)

〔 留意事項 〕
※
※

※
※受講期間中に提供する情報の著作権は、株式会社筑波銀行、筑波総研株式会社、
　有限会社テオリアに帰属しており、第三者への提供はお断りします。
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