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株式会社成岡マネジメントオフィス15周年記念

「感謝の集い」
レポート

２月３日の土曜日の午後、からすま京都ホテル３階会場にて株式会社成岡マネジメント
オフィス主催の15周年「感謝の集い」が催された。当日の様子をレポートする。

受付

司会は藤井さんに

15時からの開会だが受付スタッフは14時に集合
して打ち合わせ。今回は４名の女性の方に受付を
お願いした。講演会だけで帰る人、懇親会までお
付き合いしていただく人、さらに二次会まで一緒
に行く人。さらに受付で既刊の書籍を展示販売し
たので、いただくおカネが非常にややこしくなっ
た。また、事前の受付名簿作成の段階でお名前が
漏れていた方が数名あり、受付はてんてこ舞いの
忙しさだった。

10周年のイベントのときもお願いしたが、今回
も司会は弊社社外役員で社労士の藤井さんにお願
いした。事前に打ち合わせはしたが、想定外の事
態も起こり、かなりアドリブも効かせていただき、
無事に難局を乗り切った。

カメラは為国印刷の社長に
弊社の機関誌NMOオフィスレターを印刷しても
らっている為国印刷株式会社の社長にカメラはお願
いした。10周年のときもお願いしたので、腕前は
保証済み。さすが印刷会社の代表というだけあっ
て、アングルなどはプロ。データの扱いも手慣れた
もので、二度と同じイベントは開けないので、や
はり信頼できる人に頼まないといけない。

司会の藤井さん

資料はいっぱい
受付風景

講演の資料、その他のチラシ、新刊の書籍など
当日の資料はてんこもりだった。セットに時間が
かかった。

当日お渡しした資料

佐山氏の講演
最初の入り口は洛星での野球部の話し。これが現在のビジネスの原
点になっている。最後まで粘ってやること、勝負は勝たないと意味が
ないこと、集中すればできること、などの経験から得られた教訓は大
きい。そして、大学を出てから今日までの波乱万丈の人生を振り返り、

人生は自作自演のドラマと例えてくれた。スカイマークの業績が好
調に推移しているのは、現場の従業員がやる気をだしてくれたから。
決して数字の目標を提示したからではない。従業員満足度を上げない
と、顧客満足はあり得ないと。

佐山氏の講演

〈次ページに続く〉
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成岡のプレゼン
この15年間やってきたことを紹介した。毎週の
メールマガジン「経営の現場から」
、月刊の機関誌
NMO オフィスレター、毎月の異業種交流会 NMO
勉強会、そして毎月１回日曜日に開催の成岡秀夫
経営塾。この４つをこつこつと継続してきたので、
今がある。そして５年後に向けた事業承継は後継
者に現在社外取締役の多田知史氏を指名。今後５
年間は共同代表で運営し、５年後には成岡は経営
から抜けて、新しい法人を設立しそちらの代表に
就任し、さらに新しい形の中小企業支援の活動を
行うことをご披露した。

成岡のプレゼン

多田氏からの自己紹介
成岡と同じ診断士でもあり、自己が代表を務め
る合同会社も設立している。京都生まれの京都育
ちで、実家は右京区で米穀業を営んでいた（現在
は廃業されている）
。引き受けたいきさつなどを紹
介し、決意表明となった。

先斗町芸子さんの長唄

多田氏からの挨拶

芸子さん３名の長唄

▲

本席にふさわしいお目出たい長唄の曲「島の千
歳」を地方さん２名、小鼓１名の３名で演奏して
もらった。

懇親会
同じ３階の別の会場での懇親会。成
岡が司会をして、佐山氏の乾杯で開会
となった。参加者約80名はそれぞれに
輪を作り歓談に花が咲いた。

▲

懇親会風景
▼

成岡からお礼の挨拶

二次会

15周年に多くの皆さんに来ていただ
いた感謝の言葉を最後に申し上げて、
中締め、お開きとなった。

このあと20名前後の方々が、演舞で出演しても
らった芸子さんがやっている先斗町の店に繰り出
した。フロアーいっぱいになり自己紹介を兼ねて
みなさんで歓談した。当日は節分でもあり、事前
に準備した「恵方巻」も全員で食した。

▲

成岡から中締めの挨拶

※当日の会費2,000円のうち1,000円は公益財団法人
関西盲導犬協会に寄付しました。
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注目
企業
のご 紹 介

株式会社大安 様
【商

号】株式会社大安（だいやす）

【創

業】明治35年（1902年）５月17日

【資 本 金】40,000千円
【業

種】京つけものの製造ならびに販売及びこれに付帯関連する事業 品目（千枚漬、すぐき、奈
良漬、しば漬、ゆず入り大根、赤しそ胡瓜、なの花漬、半割大根など京つけもの全般と観
光みやげ品）

【代表取締役社長】大角安史
【店舗紹介】本店（平安神宮東）

平安神宮・時代祭館店

祇園店（祇園町北側）

工房店（横大路車庫西）

河原町店（河原町三条角）

ポルタ店（京都駅地下街）

ザ・キューブ店（京都駅専門店街）

清水店（清水寺参道）

京都を代表する土産物の一つ、京つけものの老舗

大安のつけものは野菜と塩の他に、天然の素材や

メーカーとして知られるのが明治35（1902）年創

調味料を使っている。使用する調味料は、野菜の持

業の大安。社名の大安は創業者・大角安治郎の苗字

ち味を最大限に生かすため、色々と使い分けをして

と名前の頭文字から取られている。「大安は、六曜

いる。もちろん全て国内産で、中には創業以来のこ

の大安や安泰にもつながり、縁起が良い」
（営業部）

だわりで使い続けているものもたくさんある。本物

ものの、逆に読んでもらえないこともしばしばある

にこだわり、上質なものだけを作り続けている方々

という。

の想いも込められた大安の京つけもの。化学調味料

日本文化の祖神を祀る平安神宮の南側に本社を構

は使用せず、国内産原料にこだわるのはお客様に安

えたのが昭和５年。伝統の手法を受け継いだ京つけ

心して召し上がっていただきたいという気持ちと、

もの専門店として、京の風情と町並みを何よりも大

お取引業者様の信頼と期待にお応えしなければとい

切にしながらお客様が安心してご来店くださるよう

う想いがあるからだ。

代表取締役
大角安史氏

に心がけている。

ちいさなだいやす

定番千枚漬

弁護士のデスクから
「相続をめぐる紛争のあれこれ」
今回から２回にわたり相続に関するトラブルのお話をさせてい
ただきます。
相続をめぐるトラブルとしてご相談をいただくことが多いのは、

平安神宮東の本店

第５回

加福雅和 弁護士
〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地

永和御池ビル３階 302号
加福法律事務所
TEL：075-251-7222  FAX：075-251-7272
Email：mkafuku@kafuku-law.jp

続人（子）が親の口座からお金を引き出して、自分のために使っ
ていたのではないかという疑いが生じます。このような場合、親
名義の口座の入出金履歴を金融機関から取り寄せて、いつ、いく

たとえば、
「親（被相続人）が亡くなった際に、親の財産を相続人

らの預貯金が引き出されているのかを確認する作業が必要になり、

の一人（たとえば、子）が隠しているのではないか」といった争

引き出された金額が大きい場合はなかなか話し合いで解決すること

い、
「相続人の一人である子が親から生前に贈与を受けていたこと

が難しくなります。そのような場合には裁判所の手続（調停、審

（特別受益と言います）
」に関する争い、
「親の名義の不動産を誰が

判、訴訟）を利用することになり、時間と労力が相当かかること

相続するのか」といった財産の分け方に関する争い、など様々な

があります。逆に、親の身の回りの世話をする場合は、親名義の

ケースがあります。特に、相続人の一人である子が、亡くなった

預貯金はあくまで親の財産であるので、後で誤解が生じないよう

親の身の回りの世話をしていたような場合で、親の死後、ふたを

にするため、親のためにお金を使ったことが説明できるよう、帳

開けてみると、親の預貯金が大幅に減っていたということが発覚

簿を付けたり、請求書や領収書などの裏付け資料を保管すること

する場合があります。このような場合、親の世話をしていなかっ

が、紛争予防の観点からは必要になります。

た他の相続人（子）としては、親の身の回りの世話をしていた相
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3月度

今月の
推薦図書

勉強会のご案内

たった一度の人生を、
自分らしく思い通りに
生きる方法

N M O 勉 強 会 京都例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

著 者：井上 裕之
発 行：株式会社学研パブリッシング
発行日：2014年12月09日
定 価：1,300円＋税
ページ数：206ページ
版 型：B５版

第195回

日

時：03/08（木）19時〜21時…第２木曜日の開催です

会

場：COCON 烏丸４階シティラボセミナールーム

講

師：成岡

秀夫（NMO 勉強会主宰・株式会社成岡マネジ

非常に難しい「自分の価値観」で進む人生。それには覚悟が求めら
れる。その反面、自分のベストを求めて成長を続けるアスリートのよ
うな充足感があるはずだ。生きている実感がある。本書では、自分の
価値観を貫いて生きている、あるいは生き抜いた先人たちの「自分で
選んだ生き方」を紹介している。どうしたら自分の価値観で、思い
通りに生きられるのかを考えるヒントがある。抽出された30項目の
「自分の価値観」をひとつずつ検証し、吟味し、可能なものから身に
着けていけば、これからの人生の可能性は大いに拡がるのではないだ
ろうか。

メントオフィス代表取締役）

テーマ：これからの５年間
				 〜弊社の事業承継計画はこうやる〜

第23期（2018年度前期）

成岡秀夫経営塾

●自分の価値観を磨くリスト
自分の「好き」を大切にしているか／「誰かが喜ぶ姿」を思い描いて
仕事をしているか／「これ以上ムリ！」なところから頑張っているか
／「自分らしさ」をアピールしているか／くさらずに、何度もやって
みたか／その他

マネジメント基本講座シリーズ
13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内 
京
セミナールームにて

形式

成岡からの講義形式／毎回自由参加

費用

 回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）
毎
※６回すべて受講される方は25,000円
（ただし前納ください）

定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください




スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

題

決算書・試算表を理解する
日曜日
～貸借対照表～

23-1

2018/4/15

23-2

2018/5/20 日曜日

決算書・試算表を理解する
～損益計算書～

23-3

2018/6/17

決算書・試算表を分析する
日曜日
～キャッシュフロー計算書～

23-4

2018/7/22

日曜日

設備投資と資金繰りの基本
～投資判断基準と現実の資金繰り～

23-5

2018/8/19

日曜日

管理会計と財務会計の違いと活用
～収益管理の方法～

23-6

2018/9/9

日曜日

経営計画を作成する
～中期計画を作成する際のポイント～

のレポートに詳しくあるが、当日はご多忙の中100名近くの方にお集まりいただ
き、盛会のうちに無事終了した。10周年を行ってから、あっという間の５年間
だった。また20周年に向けて次の５年間が始まった。馬力をかけてダッシュし

第１章：自分らしく思い通りに「仕事」する
第２章：自分らしく思い通りに「挑戦」する
第３章：自分らしく思い通りに「お金」を使う
第４章：自分らしく思い通りに「人間関係」を築く
第５章：自分らしく思い通りに「人生」を生きる

ドキュメント金融庁 vs. 地銀
〜生き残る銀行はどこか〜
著 者：読売新聞東京本社経済部
発 行：株式会社光文社
発行日：2017年05月20日
定 価：760円＋税
ページ数：237ページ
版 型：新書版
空前の再編ラッシュを迎えている地方銀行。その理由は「単純に地
銀が稼げなくなっている」ということだ。このことに強い危機感を抱
いている森信親金融庁長官。地銀は地元経済に貢献できているのか。
このままでは顧客から見放され、見捨てられ、経営が行き詰まるので
はないか。それだけではない。金融機関は顧客の資産を増やすため、
全力を尽くしているのか。日本経済全体のための役割がもっとあるの
ではないか。金融庁の問題意識は金融界全体に及んでいる。本書は丹
念な取材を通じて改革が進む金融庁、再編が加速する地方銀行の動き
を追いかけ、日本の金融界が置かれた現状と将来に迫る。

【目 次】

編集後記
２月３日の土曜日に弊社の15周年記念「感謝の集い」を開催した。詳細は本誌

ないといけない。（な）

【目 次】

時間

第１章：激震 隠密検査／リアルタイム検査／ガバナンス検査
第２章：新・最強官庁 高まる存在感／森改革の特徴と死角
第３章：金融動乱とともに歩んだ金融庁 不良債権と金融危機／金
融庁の誕生／時代の変化にどう対応するか／「平時」の
金融庁
第４章：
「目利き力」を磨け！ 動き始めた地域金融機関／第一勧
業信用組合／福島銀行／北海道銀行／その他
第５章：手数料を開示せよ！ 貯蓄から資産形成へ／金融機関の
あるべき姿／ NISA をめぐる攻防
第６章：金融の未来予想図 生き残りをかけた再編劇／フィンテッ
ク時代に求められるもの／金融庁が向かう先
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ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp

勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。
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