
開催月 テーマ

５月 事業承継の現状とその必要性 塔筋　幸造 神戸市産業振興財団創業・事業支援アドバイザー

私の金子みすゞ伝 神保　雅明 ＭＴＣＡ会員

日本企業において、中国人社員をいかにマネジメントす
るか

辻　周吾 流通科学大学商学部講師

７月 企業におけるコンプライアンス対応 大内　利之 TO-SOLUTION代表　中小企業診断士・行政書士

８月 大人の感動科学実験
山本　タクシ
金政桂子

ブレインアカデミー

小さなＩＴ企業の起業と状況 園原　京香 ＭＴＣＡ会員

心房細動の発見と治療体験 小林　哲郎 有限会社花作Ｍｉｃｒｏ　Ｉｎｏｖａｔｉｏｎ

１０月 おもてなしとビジネス 森重　喜三雄 大阪学院大学教授　経営学部長

「クラウドファンディング」で新たな資金調達を 大前　和正 ＭＴＣＡ会員

ビジネスモデルの革新とコストダウンの融合 吉松　敏男 ＭＴＣＡ会員

１月 「働き方改革」実現のためのＶＥ　～ソフトＶＥの進め方～ 大西　正規 有限会社大西マネジメント・ソリューション相談役

２月 『企業つくりは人つくり』人つくりの先にあるもの 藤原　義春 株式会社藤原電子工業代表取締役

３月 （開催せず）

２０１９（平成３１／令和１）年度

講師名（敬称略）

６月

９月

１１月



開催月 テーマ

５月 知的生産の技術～草学問のすすめ～ 飯田　征一郎 ＭＴＣＡ会員

６月 ＩＴ活用による町工場の働き方改革 高嶋　博 三元ラセン管工業株式会社代表取締役会長

７月 キットカットのブランド戦略 稲田　賢次 大阪学院大学経営学部准教授

８月 自力整体の魅力 岡本　ユウコ 健幸会主宰

９月 技能主役型中小企業の人材確保と育成 長谷　利男 ＭＴＣＡ会員

１０月 フィクションのことばいろいろ～役割語を中心に～ 金水　敏 大阪大学大学院文学研究科教授

１１月 産業機械制御におけるセキュリティ設計の実践 竹上　端一 ＭＴＣＡ会員

１月 デザイン思考とは何か 若松　敏幸 ＭＴＣＡ会員

２月 占いと統計学 河部　悦子 ＭＴＣＡ会員

３月
新しい在留資格「特定技能」
～日本の外国人労働者政策の変革～

萩原　大作 エール学園学校長（心学明誠舎共催）

２０１８（平成３０）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 ライフスキル 照屋　哲男 ＭＴＣＡ会員

６月 空家問題を解決するプラットフォーム事業 大熊　重之 株式会社オークマ工塗代表取締役

７月 グローバリゼーションとアンチグローバリズム 服部　正喜 東京ＪＬＡ外国語学院理事長

８月
げんきよく　きげんよく
～ジェロントロジー（老年学）から学ぶ人生操縦術～

早崎　広司 ＳＣＯＰＯ株式会社代表取締役

９月
ビジュネスコミュニケーションのためのケース学習　　～日本語を共通の
言語として働く日本人と外国人の協働的な学びの実践をつくる～

金　孝卿
（ｷﾑ　ﾋｷﾞｮﾝ）

大阪大学国際教育交流ｾﾝﾀｰ特任准教授

１０月 Ｂｉｇ　Ｄａｔａ 木下　雅之 日本ＩＢＭ　

１１月 会社生活で学んだ人生～気概ある志民・互酬性 和田　真治 南海電鉄株式会社なんば・まち創造部部長

１月
今後の日本企業のあるべき姿　　～利益の創造と社会へ
の貢献を同時に実現する文化を作る～

城宝　薫 株式会社テーブルクロス代表取締役

２月 世界初！３Ｄプリンタを活用した小型ロボット開発の秘話 赤澤　夏郎 株式会社プレンプロジェクト代表取締役

３月
ＮＰＯ法人成立から２０年を迎えて
～時代の変化に思うこと～

三木　秀夫 弁護士（心学明誠舎共催）

講師名（敬称略）

２０１７（平成２９）年度



開催月 テーマ

５月
制御システムにおけるセキュリティマネジメント：プラント
制御システムの実態調査報告

竹上　端一 ＭＴＣＡ会員

６月 ホスピタリティマーケティングと昨今のホテル事情 北垣　真紀 リーガロイヤルホテル大阪ブライダル部長

７月 ＩｏＴブームで世の中が自社に追いついてきた 内橋　義人 株式会社ワイズ・ラブ代表取締役

８月
スパークリングガーデン
野菜ソムリエとワインプロデューサーの創業体験記

大西　タカユキ
堂山　一成

ワインプロデューサー
野菜ソムリエ

９月
中小企業の医療機器及び医療関連機器分野への参入
促進について

峯山　祐治 株式会社ホーザン代表取締役

１０月 ホームレス状態を生み出さない日本にするために 川口　加奈 ＮＰＯ法人Ｈｏｍｅｄｏｏｒ理事長

１１月 ＡＩに勝つ思考力（ＨＩ）を磨こう！：Ｃ思考編 飯田　征一郎 ＭＴＣＡ会員

１月 揺れる最近の世界石油産業 宇多小路　勝 ＭＴＣＡ会員

２月 イキイキ働ける職場をつくるメンタルヘルス 安元　寛子 シニア産業カウンセラー

３月 まちづくりに学ぶ人生「信頼」「互酬性」「協働」 和田　真治
南海電鉄株式会社なんば・まち創造部部長
（心学明誠舎共催）

２０１６（平成２８）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 有田焼のブランド戦略 東郷　寛 近畿大学経営学部准教授

６月
先哲・石田梅岩に学ぶ
～「商人道」をどう事業経営に活かすか～

清水　正博 心学明誠舎理事

７月 手書き伝票からの決別　ＩＴで経営基盤再構築 岡室　俊之 大洋製器工業株式会社情報システム部部長

８月 不動産ソリューションとしてのファーストキャビン 来海　忠男
株式会社プランテック総合計画事務所代表取締役
株式会社ファーストキャビン代表取締役

９月
人を育て人を活かす　総集編
管理者のマーケティング力とマネジメント力を強化する

中川　嘉夫 ＭＴＣＡ名誉会員

１０月 ニッチ市場で占有率１００％を目指す！ 原田　政則 サクセスプランニング株式会社専務取締役

１１月
今、注目される「ふるさと投資」
マイクロ投資プラットフォーム「セキュリテ」のご紹介

杉山　章子 ミュージックセキュリティーズ株式会社西日本支社長

１月 改善活動　基本説明と事例紹介 小林　哲郎 ＭＴＣＡ会員

２月 小集団活動を通じての人材育成 大坂　吉文 ＭＴＣＡ会員

３月 留学生採用で大阪を活性化しよう 長谷川　恵一
心学明誠舎副理事長・エール学園理事長
（心学明誠舎共催）

講師名（敬称略）

２０１５（平成２７）年度



開催月 テーマ

５月 人を育て人を活かす～あるコンピュータ関連企業での試み～
中川　嘉夫
本山　晶子

ＭＴＣＡ会員（現名誉会員）
ＭＴＣＡ会員

６月 囲碁と経営 吉松　敏男 経営コンサルタント（現ＭＴＣＡ会員）

７月 ＩＴを活かした新しい時代の体験教育 藤原　悦 株式会社アーテック代表取締役

８月 続・テレビ局がつぶれる日 脇浜　紀子 讀賣テレビ放送株式会社アナウンサー

９月 製造業のサービス化～サービス科学研究の概要紹介～ 貝原　俊也 神戸大学大学院システム情報学研究科教授

１０月 電子書籍とデジタル音楽配信　その仕組みとビジネスモデル 若松　敏幸 ＭＴＣＡ会員

１１月 モンスター化する消費者たち：感情労働としての苦情対応 池内　裕美 関西大学社会学部教授

１月 「ビジネスモデル物語」今昔編、天地編 飯田　征一郎 ＭＴＣＡ会員

２月 ワークシェアリングと働き方の多様化～変化に強い企業～ 相馬　康宏 ＭＴＣＡ会員

３月 泊園書院と大阪の学問・文化 西田　孝司 文化財保存全国協議会常任全国委員
松原市教育委員会社会教育委員長（心学明誠舎共催）

２０１４（平成２６）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 福島原発事故と日本の電力について 甲元　孝昌 岡山県久米郡森林組合代表理事組合長

６月 印象に残るプレゼンテーション手法 木原　奈穂子 日本テクノロジーソリューション株式会社

７月 化粧品ＯＥＭグローバルナンバーワンを目指して 神崎　友次 日本コルマー株式会社代表取締役

８月 五代目大阪駅 池田　靖忠 大阪ターミナルビル株式会社相談役

９月 大学での学びを豊かにするビジネス・インターンシップ 辻　隆久 ＭＴＣＡ会員（休会中）

１０月 「失われた街」模型復興プロジェクト 槻橋　修 神戸大学大学院工学研究科准教授

１１月 モノづくり中小企業に必要な４つの秘訣 高崎　充弘 株式会社エンジニア代表取締役

１２月 ＭＴＣＡ沖縄研修旅行報告
稲葉　晃　　飯田　征一郎
牧田　成子　　中川　嘉夫

ＭＴＣＡ会員
（稲葉氏は退会、中川氏は現名誉会員）

１月 百年企業の経営理念 山田　雄久 近畿大学経営学部教授

２月 願望が叶うメカニズム 山田　浩典 ＭＴＣＡ会員

３月 グローバル人材の育成 長谷川　恵一
心学明誠舎副理事長・エール学園理事長
（心学明誠舎共催）

２０１３（平成２５）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 成功する人は映画で何を観ているのか？ 瀬川　菜月 シネマセラピスト　ハピネスコム代表

６月 炭素繊維～ブラックシャフトから航空機へ～ 竹尾　昭 元東レ株式会社常任理事

７月 ＩＴ経営で未来を溶射する 立石　豊 株式会社シンコーメタリコン代表取締役

８月 私が見た「ガラパゴス諸島」の現実 中川　嘉夫 ＭＴＣＡ会員（現名誉会員）

９月 新しいビジネス　キーワードはデザイン 牧　文彦 ＮＰＯ法人ディープピープル理事長

１０月 部分最適追求力の活性化と全体最適創出の両立を求めて 西口　泰夫 元京セラ株式会社会長

１１月 ローカル鉄道　経営再建の道のり 関西　佳子 水間鉄道株式会社代表取締役

１２月 ＭＴＣＡ北米研修旅行報告 宇井　徹雄 ＭＴＣＡ会員（退会）

１月 ブライダル業界の推移と変革 河部　悦子 ＭＴＣＡ会員

２月 鉄の話 宇多小路　勝 ＭＴＣＡ会員

３月 梅岩の思想と現代の教育 長谷川　恵一
心学明誠舎副理事長・エール学園理事長
（心学明誠舎共催）

講師名（敬称略）

２０１２（平成２４）年度



開催月 テーマ

５月
フリークライミングの楽しさ
日本初の室内クライミングジムとクライミング事業経営

林　照茂 株式会社オーシーエス代表取締役

６月 ものづくり人材の育成と課題 豊島　正利 ＭＴＣＡ会員

７月 ネジ革命～ロングテールビジネスの構築～ 敦賀　伸吾 株式会社ツルガ代表取締役

８月
美しい文字の装い
～文字を三次元的に捉えた力学的構成理論～

赤澤　一響 書道家　書道研究会「響墨会」主宰

９月 ソーシャル・エンタープライズの取り組み 越出　均
北九州市立大学大学院
マネジメント研究科教授

１０月 思考時代におけるビジネスとプロフェッショナル 飯田　征一郎 ＭＴＣＡ会員

１１月 消費者を起点としたビジネスの成功戦略 坂本　和子
京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究
科准教授

１月 主婦が立ち上げる企業の役割～見えないものを商品に～ 牧田　成子 ＭＴＣＡ会員

２月 Ｌｉｖｉｎｇ　Ｄｅａｔｈを考える 蛯谷　信央 ＭＴＣＡ会員

３月 民の学びと社会貢献～日本を支えるもうひとつの力～ 堀田　昇吾 日本経済新聞社大阪本社社会部

２０１１（平成２３）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 ビジネスパートナーとしての台湾 張　恵莉 台湾貿易センター大阪事務所所長

６月 人を採用しない努力が人材を呼ぶ 中山　正人 ＭＴＣＡ会員（退会）

７月 宇宙人と会話する「ことばのちから」 本山　晶子
ｉＷＡＭプロフェッショナルズ代表
（現ＭＴＣＡ会員）

８月 美味しい料理と写真を楽しむ夕べ
交流委員会
研修委員会

９月
危機の時代を生き抜くための鉄則
ランチェスター戦略とミッション・コマンド

福田　秀人 ランチェスター戦略学会副会長

１０月 経営強化のためのアウトソーシング 相馬　康宏 ＭＴＣＡ会員

１１月 若年層の就労心理・採用・教育 吉住　裕子 有限会社未来教育設計代表取締役

１月 ＩＴ活用による新水産流通システム 西川　益通 株式会社旬材代表取締役

２月
営業を科学する
～見える化でマネジメントの仕組みを回せ！～

井上　雅央
株式会社ＮＴＴデータ関西執行役員
営業推進室

３月 高福祉・高負担そして高学力の北欧に日本は何を学べるか 宇井　徹雄 ＭＴＣＡ会員（退会）

２０１０（平成２２）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月
額で見るシステム「オーデコ」の開発秘話と北欧の福祉
事情

菅野　米蔵 株式会社アイプラスプラス代表取締役

６月
スーパーホテルのビジネスモデル
～ＩＴ活用で少人数でホテル運営が可能に！！～

山本　梁介 株式会社スーパーホテル会長

７月
中小企業のＩＴ利活用を促進するクラウドコンピューティン
グの動向・事例

光田　省三
株式会社セールスフォース・ドットコム
大阪事業所長

８月 阪神ファンの経済効果～虎エコノミスト大いに語る！～ 國定　浩一 大阪学院大学教授

９月
利益を生み出す「環境経営」のすすめ
～サービサイジング：これからのビジネスモデル～

立山　裕二
ココロジー経営研究所代表　尼崎市民環境会議
座長　環境パートナーシップ協会会長

１０月 「パタカラ」＋「あなたの夢を叶えたい」 武田　葉子 ＭＴＣＡ会員（退会）

１１月
①中小企業への提言～中小企業の人材育成とＰ２Ｍ
②大阪発・元気な中小企業、その秘密をさぐる

①海蔵　三郎
②星川　忠男

ＭＴＣＡ会員

１２月 海外研修報告　北欧３国研修ツアー報告 中川　嘉夫 ＭＴＣＡ会員（現名誉会員）

１月 海外流通業の現状と動向 清水　正博 株式会社イズミヤ総研代表取締役

２月 京都花街から学ぶ人材育成 西尾　久美子
京都女子大学現代社会学部准教授
経営学博士

３月
中小企業のための資金繰りの実務
中小企業金融円滑化法から資金繰りのカラクリまで

加藤　幸人 税理士　アクタス税理士法人代表社員

２００９（平成２１）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月
日米の相互理解のために私が是非伝え残したいこと
渡米２０年で接した異文化に対する対処法、失敗と成功

大江　正彦
同志社女子大学英文科講師　京都日米協会会員
南カルフォルニア日米会員生涯会員

６月
クリエイティブ・ライフへの誘い　ライブ編
人とのふれあい自然とのふれあい　南半球船旅１０８日間を体験して 中川　嘉夫 ＭＴＣＡ会員（現名誉会員）

７月 ＮＰＯ法人「プール・ボランティア」の活動紹介
岡崎　寛
織田　智子

ＮＰＯ法人プールボランティア理事長
同　事務局長

８月
いまどきのインターネットから
ネットと共にゆく、ということを考えてみる

向出　康志 ＭＴＣＡ会員

９月 組織・人事アセスメントの現場から 神吉　雅彦
日本経営協会総合研究所
取締役西日本事業本部長

１０月 見える化の奥にあるものを考える 久保多　貞夫 ＭＴＣＡ会員（退会）

１１月
果たして「フリーター」を救えるか
「ジョブ・カード」制度をめぐって

神保　雅明 ＭＴＣＡ会員

１２月 海外研修報告　Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｔｏｒｙ 飯田　征一郎 ＭＴＣＡ会員

１月

２月

３月

２００８（平成２０）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 ニューヨーク在住４６年の日本人の想いとメッセージ ヨシ・比嘉 ロングアイランド大学名誉教授

６月 ＩＴ化戦略と中小企業における問題について 若松　敏幸 ＭＴＣＡ会員

７月
オーストラリアビジネス研究セミナー　　　オーストラリアの経済と産
業・新たなビジネスチャンスの可能性を求めて 黒田　一也 オーストラリア政府貿易促進省主席商務官

８月 ときは今・知将明智光秀の魅力 伊藤　裕之 ＭＴＣＡ会員（退会）

９月 よい経営をめざして 稲葉　晃 ＭＴＣＡ会員（退会）

１０月 コンサル歴２０年雑話・失敗で学ぶ積み重ね 杉村　光二 ＭＴＣＡ会員（退会）

１１月
体験者が本音で語る～会社滅亡の兆し・中小企業経営の危機を
回避した男が、大企業存亡の兆しを見た物語～ 伊藤　和夫 ＭＴＣＡ会員（退会）

１２月 有名無名の米国国立公園旅行記 服部　博幸 ＭＴＣＡ会員（退会）

１月 新春を寿ぐ上方ことば～笑門来福の叡智～ 福井　栄一 上方文化評論家

２月 経営理念の構築と企業革新 竹本　務 ＭＴＣＡ会員（退会）

３月
クリエイティブ。ライフを実現するための脳の活性化
セロトニン神経を鍛える

森国　功 ＭＴＣＡ会員

２００７（平成１９）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 マンダラ発想法でご紹介する私の過去・現在・未来 前田　正勝 ＭＴＣＡ会員（退会）

６月
ベトナムビジネス研究セミナー
ベトナムの市場と日本企業の成功事例

植松　完二
中小企業基盤整備機構・国際化支援アドバイザー
ベガメックス日本連絡事務所副所長

７月 日米の資本主義と投資の考え方 藤岡　薫
米国ビームキャピタル社代表
ＡＭＦグローバル社シニアパートナー
富士交通株式会社代表取締役会長　公認投資アドバイザー

８月 統計で騙されるな！・母集団と標本 二宮　正司 ＭＴＣＡ会員（退会）

９月
大阪商工会議所のご紹介
～とくにベンチャー支援活動を中心にして～

東　潤一
大阪商工会議所経済産業部
ベンチャー振興担当

１０月 コンサルティング事例・主として人事制度、人材育成 長谷　利男 ＭＴＣＡ会員

１１月 Ｗｅｂ２．０時代のニュービジネス 塩見　政春 ＭＴＣＡ会員（退会）

１２月 ベトナム現地視察ツアーの報告
前田　正勝
中川　嘉夫

ＭＴＣＡ会員（前田氏は退会、中川氏は現名誉会員）

１月 ネット・ワークの科学～経営への応用～ 飯田　征一郎 ＭＴＣＡ会員

２月 リーダーシップ研究にみる資質と行動 佐藤　徹 ＭＴＣＡ会員（退会）

３月 鹿島アントラーズとプロスポーツビジネス 牛島　洋 鹿島アントラーズＦＣ前社長

２００６（平成１８）年度

講師名（敬称略）



開催月 テーマ

５月 中高年の睡眠問題と時差ボケ調整方法 森国　功 ＭＴＣＡ会員

６月 先人に学ぶ　トヨタウェイ 改田　護 トヨタ部品大阪共販代表取締役会長

７月 シリコンバレーからのメッセージ 小澤　俊吾 小澤事務所

８月 特別企画・異文化交流旅行報告会「ＭＴＣＡ亜米利加を行く」 ＭＴＣＡ会員

９月 歯科医院の経営からみた客商売経営の鉄則 松本　憲樹 ＭＴＣＡ会員（退会）

１０月 解説　新会社法 山根　敬介 ＭＴＣＡ会員

１１月 中小企業の成功方程式 中川　嘉夫 ＭＴＣＡ会員（現名誉会員）

１月 未来社会の展望 飯田　征一郎 ＭＴＣＡ会員

２月 成果主義の問題解決訓練の特徴と実施手順 大坂　吉文 ＭＴＣＡ会員

３月
応用コミュニケーション学
情報リテラシーとコミュニケーション力について

宇多小路　勝 ＭＴＣＡ会員

２００５（平成１７）年度

講師名（敬称略）


