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はやぶさ 第１８６号   ２０１６年０５月２７日(金） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター                          

                 石川 昌平 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第１８６号を発信します。２０１６年０５月２７日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４月１４日（木）に発生した震度７の地震は、範囲が大分と広がり、今日現在まで 

震度３，４の余震が６週間も続いております。いまだ多くの方々が避難生活を余儀 

なくされています。 

すでに４３日が経過しました。震度「１」以上の余震も１５００回（5/19 現在） 

以上続いて、復興が滞っているので心配です。一日も早い復興を祈念しています。 

この間に亡くなられた方々にお悔やみ申し上げます。また、被災されて避難されて 

おられる方々にお見舞い申し上げます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【タイトル】★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

                           ８回シリーズ：その７ 

 

 著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 石川 昌平 

 

第７回 ５・続き：（３）事例紹介―「仙台合宿研修の事例」～東北地区若手診断士 

のグループ～ 

 

14 年 10月 12 日(日)・13 日(祝・月)、仙台市の郊外ホテル・茂庭荘において、 

「認定経営特訓士講座」の合宿研修を実施しました。 

受講生は 6名。中小企業診断士 5 名と損保の代理店経営者 1名でした。 

半年前の 4月 29日(祝)、同じ仙台市で、メンバー8 名による経営特くんゲーム 

（トライアル）を行いました。 
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今回は、その時約束した第 2 弾目の認定講座ですが、8名中の 2 名が都合により 

欠席となり、6名での研修となったものです。 

 

場所は仙台市西南の山あいの地、仙台駅から車で約 30 分、名取川の河原沿いに 

ある、とても閑静な研修向きのホテルでした。有名な(旧伊達邸)の隣接地であり、 

敷地内では、連日、バーベキュー大会をやっていました。 

 

１卓３名の組み合わせ、２卓で KTG（特くんゲーム）認定講座を実施しました。 

インストラクターは Captain 平本と田村です。１日２ゲームを２日間。 

２日目は、全員が総当たりできるよう、組み合わせを総入れ替えしてプレー 

しました。 

 

昨年 4月のトライアルゲーム以来の実施ですので、最初こそ少し戸惑いがあり 

ましたが、すぐにルールを思い出し、生来の勘の鋭さも出てきて、次第に活況 

を呈してきました。 

初日の 2 ゲーム目には、ルールをマスターして、ゲーム進行も順調です。 

マネジメント会計 3表（資金繰り表、BS、PL）の作成もスムーズになって 

きました。 

 

夕食時の歓談は、アルコールが入った勢もあって実に和やかで、次第に本音 

での会話となってきました。お開き後は、講師の部屋にメンバー全員が集まり、 

二次会は、深更に及びました。 

 

2 日間とも、ゲームはフルスペックです。リスクカードは、58 枚のすべてを 

使用し、販売チャンスをゲットしようとする競争入札(競売)も、活発に行われ 

ました。参加者のレベルが大変高いこともあり、2 日目は大いに盛り上がり、 

歓声が飛び交い、とても楽しいゲームが展開されました。 

 

KTG(特訓ゲーム)では、なぜかリスクカードをたくさん引き、苦しいゲーム 

展開を余儀なくされるマネジャーが出てくることがあります。 

この日も、マネジャーT 氏が、リスクへの備えをしっかり取っているにも 

かかわらず、苦戦の連続でした。ゲームの終盤、T 氏は、製品を市場に売り 

たいけれども売れる市場がない。万事に窮する局面がでてきました。 

一種異様な雰囲気です。その時、快進撃を続け、一番優勢であった I 氏が、 

自分の不利を承知の上で、無言で、材料を購入して販売可能市場を作り出した 

のです。 

終了間際の出来事です。その結果、T氏は、念願の製品販売に成功しました。 

まさに、男気のなせる快挙！感動でした。 
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山形県酒田市から参加した女性診断士のW 氏、損害保険代理店の経営者 S氏 

を含め、メンバー間ならびにメンバーと講師間のコミュニケーションは深まり 

ました。 

 

このセミナーでは、メンバーから、東北地方にマッチすると思われる小規模企業 

向けKTG(特訓ゲーム)開発の要請を受けました。できるだけ早めに要望に応える 

べく、開発を急ぎたいと考えております。 

 

メンバーの一人 T氏は、勤務している会社の社員研修用に使用したいとの趣旨で、 

KTG(特訓ゲーム)のキットを一式購入いただきました。ありがとうございました。 

 

当協会の願望としては、参加メンバーの中から、東北地域センター長として、 

KTG(特訓ゲーム)の普及活動を担う人物が誕生することです。 

楽しみにお待ちいたしておりますので、皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

次回が最終回です。最近の新しい動きとして、労働組合の幹部・執行委員や 

起業家を対象とする KTG(経営特訓ゲーム)をご紹介いたします。 

ご期待ください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■キット BOX を頒布いたします■ 

 

「経営特くんゲーム」に関心があり、トライアルゲームを受講された方、 

または、これから体験したい方、向けに「キット BOX」と「マネジメント 

会計３表」（MO、B/S、P/L）等のゲームに必要な表、ならびに、記入方法、 

戦略・作戦の考え方を解説した「DVD」を添えて提供いたします。 

 

◆購入方法はお問い合わせください。 

 

  E-Mail: happy@keiei-tokkunnshi.jp 

 

◆価格 ： 定価 70,000 円（税別） 

  支払方法は、ご相談に応じます。 

 

◆特典 

 

１）「トライアルゲーム」を 5 回、無料で受講できます。 

２）申請いただければ、審査の上、「認定経営特訓士」に登録して頂けます（有料）。 

mailto:happy@keiei-tokkunnshi.jp
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３）更に、インストラクターを目指す方には、特別料金で受講できますので、 

係までお問い合わせください。 

 

 

次回は、第８回：最終回です。 

「６・経営特くんゲームの新しい動き」について記述いたします。 

 

本稿をお読みいただきありがとうございました。 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 

 

   happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

 

第２回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

 

・日時 2016 年 0６月１０日（金） 14：30～16：45 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９01 号室） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、以下のＵＲＬを参照ください。 

（CTRL キーを押しながら左クリック） 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_97.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第３回以降のお知らせ 

 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。 

 

 １）第３回：2016 年 0７月０８日（金） 14：30～16：45 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_97.pdf
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 ２）第４回：2016 年 0８月０５日（金） 14：30～16：45 

 ３）第５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～16：45 

 ４）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～16：45 

 ５）第７回：2016 年１１月０４日（金） 14：30～16：45 

 ６）第８回：2016 年１２月０２日（金） 14：30～16：45 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆第５１回以降の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 日程が決まり次第お知らせします。 

  

１）土曜日 1３:３0～1８：３0 「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

              東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、以下の日程です。 

ご案内は後日掲載します。 

 

１）０５月26（木）、2７日（金）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

   本日は２日目です。２期連続して行い、競争入札や繰り越し、リスクカードの追加 

等の新しいルールを適用して、実施しています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 3 周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにて 3 周年・皆様のご愛読に感謝いたしております。 

 

マイナンバンー元年のお年玉 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 
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  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 

 

     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

ご記入の上、メールしてください。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

 

     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集長：石川 昌平 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 

 https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444 

 

https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

