
【申込・問い合わせ先】

たまの未来塾　塾長 小林裕彦（小林裕彦法律事務所所長弁護士）　副塾長  谷口康則（玉野商工会議所議員）、山根一人（玉野商工会議所議員）

〒706-8533　岡山県玉野市築港 1 - 1 - 3　玉野商工会議所　
電話 0863-33-5010　FAX 0863-31-5558　E－mail　kondou@tamanocci.jp

主催：玉野商工会議所

第 1回

回／日時（予定） 場　所 内　容 具　体　テ　ー　マ 講　師　陣

年間カリキュラム（予定） ※　日程・テーマ・講師名は万が一変更の可能性もありますのでご容赦ください。

5 月 28 日（火） 【開講式】産業振興ビル 3F
○オリエンテーション
○「働き方改革への企業の対応のしかた」
〇「リーダーとしての心構え」

玉野商工会議所
岡山弁護士会長
井原産業㈱

小林 裕彦 氏
代表取締役　金原  光広 氏

6 月 25 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F ○玉野市の施策について
○岡山県の産業施策について

玉野市
岡山県産業労働部長第 2回

7月 23 日（火） 【講義・演習】 ○大規模災害に対応する会社経営に
　ついて（仮）

（一財）国土技術研究センター国土政策研究所　第 3回

8月 20 日（火） 【1日現地研修】倉敷市水島
倉敷市玉島

○県内優良企業訪問（第 1部）
〇県内優良企業訪問（第 2部）

萩原工業㈱本社
㈱ヒラキンリサイクルステージ玉島（平林金属グループ）第 4 回

8 月 27 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F第 5回

たまの 未来塾たまの 未来塾塾生募集
玉野市で現在ビジネスを積極的に展開している事業者、または玉野市出身の事業者、さらには将来経営者に
なる玉野を愛してやまない若手後継者を対象に「玉野版経営者育成塾」を開講し、経営者の心構えをはじめ、
自社の発展並びに社員を満足させることができるような経営者としての資質向上、さらには、異業種であっても
同じ立場や目標をもつ者同士が相互の親睦を深めネットワークの拡大を図ることを目的に、県下で活躍する
有名講師陣による講義やグループ研修を行っていきます。

【募集期間】2019 年 3月下旬～ 5月連休明け 【募集人数】20人程度

玉野市図書館・中央公民館
（多目的ホール）

○税制・財務・会計論（消費税転嫁対策 等）
〇金融論：資金調達のポイント

税理士法人 おかやま創研 代表社員  村上 喜郎 氏
日本政策金融公庫岡山支店国民生活事業

9月 24 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F第６回 〇経営者に向けてこれからの英会話の重要性について ㈱イーオン 代表取締役社長　三宅 義和 氏

10 月 29 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F第７回 ○日本の防衛と国際問題について（仮）
〇リーダーの表現力とコミュニケーション能力について

防衛省自衛隊岡山地方協力本部（予定）
オフィスＭarble　フリーアナウンサー  小林 朗子 氏

11 月 26 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F第８回 ○ＡＩ＆ＩｏＴ活用研修 西日本電信電話㈱岡山支店  支店長  西谷 紀彦 氏
12 月 10 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F第９回 ○経営学について 岡山大学大学院  社会文化科学研究科　教授　松田 陽一 氏

1 月 21 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F第 10 回
○労務管理・健康経営について
〇小さくても大きな会社を目指せ
　（給料が上がり続ける町工場の先進地事例）

ナイン社会保険労務士事務所 沖 真吾 氏
深中メッキ工業㈱　

　　代表取締役　深田　稔 氏

2 月 18 日（火） 【講義・演習】産業振興ビル 3F第 11 回 ○経営計画作成演習について
○経営革新計画について ㈱グレードアップ 代表取締役　松村 教司 氏

たまの未来塾 塾長　小林裕彦 氏
3 月 10 日（火） 【発表会・終了式】産業振興ビル 3F第 12 回

○玉野の産業振興についてと塾生に今伝えたいこと
○塾生より発表　〇総評
○授与式

（公財）岡山県産業振興財団理事長　三宅　昇 氏
（独）中小企業基盤整備機構　金原 光広 氏・松村 教司 氏

※企業見学以外　講義はすべて 18時～ 20時まで　その後毎月交流会開催

経営者または会社役員として自企業の売上増加や
持続的成長はもちろん、玉野市の産業振興や
地域づくりの発展にも挑戦しましょう。

「ふるさとたまの！ののちゃんのまち」の未来を一緒に考えましょう！

第2期生
あなたが主役です！

所長　大石 久和 氏

【期　間】
【講　座】

　　　　　【年間受講料】
　　　　　　

【修了認定】
【対象者】

【申込方法】

【選考方法】

5月開講入塾式～翌年 3月卒塾予定（計 12回程度開催）
原則月 1回平日（原則火曜日：変更の場合あり）18時～ 20 時開催。年 1～２回程度、視察研修を予定
３万円（ただし、玉野市の規定に沿う事業者は玉野市から 2分の 1の受講料補助制度有り）。
実践で活躍されている講師による講座と、実践テーマも取り入れての
グループ研究も行います。さらに、受講後当日の講師陣を囲んでの懇談会（会費：自己負担）も予定。
年間カリキュラムの原則 7割以上の出席が必要です。
玉野市内に本社や営業所・支店を有する事業者・役員・玉野市出身の事業者
将来玉野市で経営者になる若手後継者、玉野の産業振興並びに地域づくりに意欲のある人などなど
入塾申込書に必要事項を記載の上、お申し込みください。（電子メール、ＦＡＸ、郵送のいずれでも可）
入塾申込書は、玉野商工会議所ホームページからダウンロードできます。
また、パンフレットは玉野商工会議所でも入手できます。
応募者多数の場合は、事前に入塾申込書による 1次審査を行うことがあります。
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３万円（ただし、玉野市の規定に沿う事業者は玉野市から 2分の 1の受講料補助制度有り）。
実践で活躍されている講師による講座と、実践テーマも取り入れての
グループ研究も行います。さらに、受講後当日の講師陣を囲んでの懇談会（会費：自己負担）も予定。
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玉野市内に本社や営業所・支店を有する事業者・役員・玉野市出身の事業者
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入塾申込書は、玉野商工会議所ホームページからダウンロードできます。
また、パンフレットは玉野商工会議所でも入手できます。
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申込日　　　　　　年　　月　　日

昭和・平成

※送信先　玉野商工会議所　　ＦＡＸ0863-31-5558　　Ｅ-mail　kondou@tamanocci.jp
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