平成28年度 後期（9月～1月） 公開講座のご案内（受講料無料）
株式会社トクヤマ寄付講座
「地域文化講座－周南学Ⅰ－」に引き続き 周南地域を志向した公開講座の第２弾！

西京銀行株式会社 寄付講座

「小規模オーナー企業論」

「地域と産業 －周南学Ⅱ－」
開催日：9月23日（金）～1月27日（金） 毎週金曜日 全15回
時間：13：10～14：40
会場：徳山大学 3号館 301教室
講義の概要

開催日：4月12日（火）～翌年1月24日（火）通年講座 後期日程は下記参照
時 間：9：20～10：50
講師：弁護士・税理士 杉岡 茂
会 場：徳山大学 1号館 123教室
講義の概要
本講座（周南学Ⅱ）では、「産業・経済・ビジネス」的な側面から周南市の特徴を探って
この講座は、中小企業（主として小規模オーナー企業）がより発展・成長する
いきます。前半では、周南広域都市圏の産業構造を特徴付けるコンビナートの発展史
ための経営実務を多面的に考察していきます。
や周南市の産業に関わり活躍されてきた人物の紹介、周南市の産業経済構造の特徴
「中小企業の社長が元気になれば、日本は自立できる！」
や課題等を研究者を中心に講演を行います。その後、地域を代表する企業のトップや
この信念をもって日々、中小企業の社長をサポートしている弁護士が、経営
実務担当者を講師に迎え、それぞれの「歴史と未来の姿」についてお話しいただきま
の生の現場を紹介しつつ、経営戦略・戦術の理論、関連法規、中小企業経営
す。最後に周南市の産業政策や活性化についてのご講演をいただく予定です。
に必要なリーダーシップなどについて熱く講義します。
ご担当いただく予定の企業・団体 ※ご講演者が変更となる場合があります。事前にご確認の上、ご参加ください。
開催日
講義の内容（後期分）
山口大学 教授 稲葉和也様
9/27 オーナー企業のための会計・税務①～使えるカネはいくら？なにに使う？
9/23 周南の産業の歴史(1)
〃
10/4 オーナー企業のための会計・税務②～管理会計のすすめ
9/30 周南の産業の歴史(2)
徳山大学経済学部 教授 石川英樹
10/11 オーナー企業のための会計・税務③～知らないと怖い税金の話
10/7 周南市の経済分析「周南市産業連関」
周南市長 木村健一郎様
10/18 経営法務のキソチシキ①～民法概論
10/14 周南市の歴史、現状と課題
東ソー㈱ 南陽事業所 総務部長 畑 道規様
10/25 経営法務のキソチシキ②～会社法概論
10/21 企業講演(1)
出光興産㈱ 徳山事業所長 八山 光秀様
11/8 オーナー企業の人事・労務①～人の問題は大問題（労働法）
11/4 企業講演(2)
山口銀行関連企業
㈱YMゾーンプランニング
11/15 オーナー企業の人事・労務②～会社と従業員の約束事
11/11 企業講演(3)
ＪＡ周南 会長 金子 光夫様
11/22 オーナー企業の資金調達①～金融のしくみってどうなってるの？
11/18 企業講演(4)
アイザワ証券㈱
常務取締役
角道
裕司様
11/29 オーナー企業の資金調達②～協力が大事！銀行との付き合い方
11/25 企業講演(5)
㈱イズミ
ゆめタウン徳山店長
河内山
英雄様
12/6 事業継承①～最大のピンチは最大のチャンス！
12/2 企業講演(6) ゆめタウン徳山の紹介等
㈱トクヤマ 徳山製造所長 安達秀樹様
12/13 事業継承②～後継者としてのココロ構え
12/9 企業講演(7)
徳山大学OB 黎明様
12/20 オーナー企業のＭ＆Ａ①～企業を売買するってどういうこと？
12/16 起業家講演
㈱まちあい徳山
代表取締役
河村
啓太郎様
1/10 オーナー企業のＭ＆Ａ②～事業継承としてのＭ＆Ａ
1/6 周南のコミュニティーと課題
ＣＣＣ㈱ 部長補佐 櫻澤 圭一様
1/17 オーナー企業の海外展開①～グローバル化していく世界
1/20 徳山駅ビル再開発について
周南市政策推進部
課長補佐
中村
貴子様
1/24 オーナー企業の海外展開②～地域から世界へ！志をもって翔べ！
1/27 周南市の総合政策について

聴講方法

詳しくは

事前の予約や受付はございません。
聴講ご希望の回に直接会場へお越しください。

徳山大学 ホームページ
徳山大学 教務課

http://www.tokuyama-u.ac.jp/
ＴＥＬ：0834-28-5390

平成28年度 前期（4月～7月） 公開講座のご案内（受講料無料）
東ソー株式会社 寄付講座

西京銀行株式会社 寄付講座

「地域文化講座－周南学Ⅰ－」

「小規模オーナー企業論」

開催日：4月15日（金）～7月29日（金） 下記参照
開催日：4月12日（火）～翌年1月24日（火） 下記参照
時 間：13：10～14：40
時 間：9：20～10：50
講師：弁護士・税理士 杉岡 茂
会 場：徳山大学 3号館 301教室
会 場：徳山大学 1号館 123教室
講義の概要
講義の概要
「私たちの住む『周南』っていったい何だろう？」その解答を「歴史・文化・地理」
この講座は、中小企業（主として小規模オーナー企業）がより発展・成長する
的な側面から探っていくことを目的に講座を進めていきます。
ための経営実務を多面的に考察していきます。
古墳時代～中世戦国時代～明治維新の歴史的側面や、周南地域の地理的
「中小企業の社長が元気になれば、日本は自立できる！」
な側面、周南地域の文化遺産である詩人・作詞家などの文化人の生い立ち、考
この信念をもって日々、中小企業の社長をサポートしている弁護士が、経営
え方、作品の創作の背景などを、それぞれの専門家から講演していただきま
の生の現場を紹介しつつ、経営戦略・戦術の理論、関連法規、中小企業経営
す。
に必要なリーダーシップなどについて熱く講義します。
開催日
演題
講師
開催日
講義の内容（前期分）
本学教授
石橋 孝明
4月15日 オリエンテーション
4月12日 オリエンテーション
4月22日 大内氏と毛利氏
毛利博物館顧問
小山 良昌 4月19日 小規模オーナー企業って何だ？～会社を経営するってどういうこと？
岩国市文化協会参与 岩見屋 健
5月6日 吉川氏と錦帯橋
4月26日 オーナー企業を取巻く環境①～社会制度と産業構造
5月13日 徳山藩時代
毛利博物館顧問
小山 良昌 5月10日 オーナー企業を取巻く環境②～法制度
5月20日 幕末の徳山藩と諸隊の活躍
毛利博物館顧問
小山 良昌 5月17日 社長の仕事①～自分のフォームが大切なんです！
5月27日 吉田松陰とその門下生
萩博物館特別学芸員 一坂 太郎 5月24日 社長の仕事②～経営理念をカタチにしよう！
6月3日 伊藤博文と立憲国家
萩博物館特別学芸員 一坂 太郎 5月31日 オーナー企業の経営戦略①～自社の戦場はどこ？
6月10日 吉田松陰の妹「杉文」をめぐる人々
毛利博物館顧問
小山 良昌 6月7日 オーナー企業の経営戦略②～ヒト事業とモノ事業
6月17日 児玉源太郎と徳山
毛利博物館顧問
小山 良昌 6月14日 オーナー企業の経営戦略③～成長戦略と安定戦略
6月24日 古代・中世の周防の国と周南
7月1日 周南地域の特色―地理的条件―
7月8日
7月15日
7月22日
7月29日

本学准教授

兼重 宗和
柚洞 一央

6月21日 オーナー企業の経営戦略④～まとめ

本学学長
本学教授

岡野 啓介
兼重 宗和

6月28日 オーナー企業の経営戦術①～自社の武器はなに？打ち手は無限！

本学教授

与謝野鉄幹と徳山・鉄幹とその周辺の人々 周南市美術博物館学芸員 森重 祥子

詩人・歌人・翻訳家「中原中也」

中原中也記念館学芸主任

池田

ふるさとゆかりの童謡詩人「まど・みちお」

周南市美術博物館館長

有田 順一

ふり返り

本学教授

石橋 孝明

誠

7月5日
7月12日
7月19日
7月26日

オーナー企業の経営戦術②～他社との差別化
オーナー企業の経営戦術③～会社を成長させるには
オーナー企業の経営戦術④～会社を安定させるには
オーナー企業の経営戦術⑤～まとめ

聴講方法

詳しくは

事前の予約や受付はございません。
聴講ご希望の回に直接会場へお越しください。

徳山大学 ホームページ
徳山大学 教務課

http://www.tokuyama-u.ac.jp/
ＴＥＬ：0834-28-5390

