
 入門者 
大募集! 

考えや思いを聞くことで思い込みや常識を破壊される
ことがある。同じような悩みやモヤモヤと考えがまと
まらない時、議論できる仲間が有るほど心強いことは
ない。ＮＥＸＴ道場は開塾以来「人とのつながりを作
る場を提供する」が目的の一つだ。スタッフ一同待っ
ています。 

  NPO                          

ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ                             NPPOO                        

 
後継者・経営幹部候補者のための経営塾！ 

第11期 ＮＥＸＴ道場   

11年目を迎える「ＮＥＸＴ道場」を今年も開催します。 
前期コースで基本的な経営手法と経済性工学､マネージメン 

ト感覚､安全管理について学び、後期コースでは、経営に関す 

る財務分析をはじめ､知的財産管理､マーケティング、心得や 

倫理を学びます。 

次代のリーダーに必要な資質である高い人間性を育んで、 

経営することに対しての理解力を深めていきます。 また、 

塾生相互の交流を通じ、自らの考え､「志」を高め、ネット 

ワークを構築していきます。                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（事務局 ＴＥＬ0258-42-8700 担当：白井、長部、渡貫） 

 
 

第１1 期 ＮＥＸＴ道場 参加申込書 

企 業 名  
 

役職          名前 

住 所 
 
 

電話番号（      ）    －          FAX（      ）    －   

年 齢 （     才代） メール・
アドレス  

ご自分の 

担当業務 
 

※申込書に記入された情報は、本事業の運営にのみ利用します。 

                   

 

          

         

ＮＡＺＥ事務局 行 （ＦＡＸ： 42-8701） 
5/12(木)締切   

 

土田 真伯 氏 マコー㈱ 取締役 技術部長製造部長 

 

 

塾長ご挨拶 

ふりがな 

氏 名 

■対 象：後継者もしくは経営幹部候補者 

  

 

 

 

■条 件：積極的に参加する熱意のある方 

■受講料：会員１0,000 円･非会員 20,000 円 

 

 

 

  

 

 

 

(前期か後期一方のみの受講は半額) 

■定 員：10 人(先着順) 

  

 

 

 

■申込締切：5 月 12 日(木曜日)  

 

 

 

■期 間：5 月 24 日～11 月 22 日(計 13 回)  

 

 

 

昨年受講された塾生の声 

桑原 義博  長岡電子㈱ 代表取締役 

ＮＥＸＴ道場では、経営に

関わる基本的な言葉、単語を

学びました。 

英語と同じように経営も言

葉、単語の意味がわからなけ

れば頭に入ってこないです。 

本を読むより、講師の皆様に

わかりやすく わかりやすく教えて頂き短い時間ですが学ぶことがで
きました。 

それと長岡で働いている同じ志を持った塾生との交流
は、必ず将来の糧となります。 

経営初心者、これから経営に携わる方々にお勧めの道
場です。 

 知らなかった分野に目を向け
る｡自分の足りないところに気付
き充足する。面識の無かった人と
会う等々人の脳は刺激を与えると
より活性化する。 

 時には一人で汗が出るほど真剣
に考えることも大事だが、他人の 



  

 第１１期 ＮＥＸＴ道場 カリキュラム（前期） 

回 期日 時間 会 場 テーマ 講 師 

１ 
5/24（火） 17:30～19:20 長岡商工会議所 

塾生自己紹介 

塾長 講話 

経営者の仕事、管理者の仕事 

塾長 桑原美博 

（長岡電子㈱ 代表取締役） 

※ NEXT 道場講義終了後、講師との交流懇親会をおこないます。 

２ 6/7（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 
経営分析Ⅰ 

 費用と利益 

塾長 桑原美博 

（長岡電子㈱ 代表取締役） 

３ 6/21（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 
経営分析Ⅱ 

 利益を拡大するには 

塾長 桑原美博 

（長岡電子㈱ 代表取締役） 

４ 7/5（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 経済性工学 
中小企業診断士 

 山崎勝雄 氏 

５ 7/19（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 

経営 改革 
｢マネージメントゲームからの気づ

きと体験｣ 
ゲームをしながら､チーム力､段取り

力､制作力､マネ-ジメント力を高める 

㈱ＧＦＮ 

代表取締役 五味由紀子 氏 

6 
8/9（火） 17:30～19:20 長岡商工会議所 

安全マネジメント 

ヒューマンエラーを防ぐ為の

安全管理 

長岡技術科学大学 

准教授 岡本満喜子 氏 

※ NEXT 道場講義終了後、講師や塾生 OB との交流懇親会をおこないます。 

  第１１期 ＮＥＸＴ道場 カリキュラム（後期） 

 期日 時間 会 場 テーマ 講 師 

７ ８/２3（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 

財務分析Ⅰ 

 決算書(P/L、B/S)の基本に

ついて 

㈱北越銀行  

コンサルティング営業部 

 調査役 浅妻 充 氏 

８ ９/6（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 

財務分析Ⅱ 

 キャッシュフロー、資金繰り

表について 

㈱北越銀行  

コンサルティング営業部 

 調査役 浅妻 充 氏 

９ ９/20（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 

財務分析Ⅲ 

 銀行が企業をみるポイント 

 融資について 

㈱北越銀行  

コンサルティング営業部 

 調査役 浅妻 充 氏 

10 １０/4（火） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 知的財産管理 
吉井国際特許事務所 

 所長 吉井 剛 氏 

11 １０/１7（月） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 
マーケティング 

 自社の「売り」を発見する 

グローカルマーケティング㈱ 

代表取締役 今井進太郎 氏 

12 １１/９（水） 18:00～20:00 NICO テクノプラザ 

マーケティング 

 マーケティングプロセスを

構築する 

グローカルマーケティング㈱ 

代表取締役 今井進太郎 氏 

13 

１１/２2（火） 17:30～19:20 長岡商工会議所 

塾生のプレゼン発表と講評 

塾長今期最終講話 

修了証 授与 

塾長 桑原美博 

（長岡電子㈱ 代表取締役） 

※ NEXT 道場講義終了後、講師や塾生 OB との交流懇親会をおこないます。 

※ 一部変更になる場合は、事前に連絡致します。  ※ 後期のみの塾生がいらっしゃれば 8/23 にオリエンテーションも行います。 

 


