
出前講座実績

月日 依頼先 内容 派遣者

平成16年度 5月27日 明石工業会 近江商人の三方よし 塚本

5月29日 青年会議所滋賀ブロック 義を重んじた近江商人

8月23日 大阪陵水会計士会 近江商人の経営理念 岩根

9月30日 大津中央ロータリー 近江商人とは 岩根

10月12日 筑後商工会青年部 三方よしに学ぶ私の経営

10月12日 高島商工会婦人部 近江商人を支えた夫人たち 岩根

11月2日 ジェイペック 企業の社会的責任と近江商人

12月9日 近畿福祉施設長会議 近江商人の社会貢献 岩根

3月27日 西宮商工会議所 近江商人の商いの心

平成１７年度 7月16日 守山ロータリークラブ 今見直される近江商人の三方よしの理念

7月26日 守山商工会議所工業部 近江商人の経営理念

8月6日 日本バイリーン滋賀工場協力会 今に生きる三方よし

9月9日 富山社会保険労務士研修会 近江商人の経営理念 末永

12月6日 大阪市立大学 近江商人の経営哲学

1月28日 NPO法人兵庫経営塾 近江商人のあきないの心とその伝承

2月24日 伊達青年会議所 三方よしを生かした経営 岩根

平成18年度 4月23日 日本JC経営委員会 近江商人の精神 岩根

5月14日 青年会議所滋賀ブロック 商売の原点　近江のこころ 岩根

6月24日 兵庫陵水会 近江商人の商いの心 岩根

6月29日 諫早商工会議所 先義後利栄に学ぶ

7月6日 関西生産性本部 中堅企業の経営理念と経営～近江商法に学ぶ～

9月22日 広島イオンの会 近江商人の三方よし 中澤

11月13日 SKエレクトロニクス 近江商人に学ぶ企業の社会的責任

　

平成19年度 4月12日 湖南ロータリークラブ CSRの源流「三方よし」 岩根

5月9日 関西経営管理協会 近江商人の商道徳経営理念

5月12日 甲賀設計者協会 近江商人の経営に学ぶ

5月18日 砺波青年会議所 近江商人に学ぶ三方よし 岩根

9月12日 京都市生涯振興財団 近江商人と三方よし

12月15日 滋賀県医薬品卸売協会 近江商人の商道徳 岩根

大阪経済大学 近江商人に学ぶ

2月25日 吹田市消費生活センター 売り手よし　買い手よし　世間よし 岩根

平成20年度 4月3日 山城青年会議所 近江商人の知恵と理念 岩根

4月7日 呉青年会議所 近江商人に学ぶ「三方よし」 岩根

6月12日 滋賀県信用保証協会 末永

9月25日 彦根ロータリークラブ 近江商人の経営理念 末永

9月27日
大阪木材青年経営者協議会　近畿
大会実行委員会

CSRの源流「三方よし」 岩根

10月9日 人事院職員研修会 近江商人の経営理念 岩根

10月26日 滋賀大加藤ゼミOB会 近江商人とは 岩根

11月17日 滋賀県生活衛生指導センター 近江商人と三方よし 岩根

11月19日 磐田青年会議所 近江商人の経営理念に学ぶ 岩根

12月18日 百五銀行鳥羽支店 近江商人と三方よし 岩根

1月22日 日本能率協会 近江商人の理念に学ぶ 岩根

平成２１年度 6月11日 ソプラインターナショナル 近江商人と三方よし 岩根

10月20日 岡山市人権推進課 谷口

11月2日 滋賀ユニット 岩根

11月6日 聖泉大学ヒューマン文化学部 三方よしの現代的な意義 岩根

11月15日 京都エックス 岩根

11月19日 ららぽーと　テナント会 近江商人のあきないの心 岩根

1月15日 関電京都支店総会 近江商人のあきないの心 塚本

1月25日 水口ブレーン 近江商人の理念 岩根

2月23日 福知山商工会議所 近江商人に学ぶあきないの心 岩根

3月3日 松下資料館 近江商人「塚本喜左衛門家」の経営 塚本

3月3日 春日井商工会議所 岩根



3月23日 葉山仏教会 岩根

平成２２年度 4月22日 川口青年会議所 「三方よし」近江商人の理念 岩根

6月21日 関西電気協会京都支部 近江商人の理念「三方よし」 岩根

8月24日 京都ブライトンホテル業者会 近江商人の商法と理念 岩根

12月26日 伊賀倫理法人会 近江商人の経営理念｛三方よし」 岩根

平成２３年度 4月12日 愛徳会（IBM全国研修会） 近江商人の理念「三方よし」 岩根

6月19日 堅田歴史研究会 近江の歴史に学ぶ 岩根

7月3日 堅田歴史研究会 近江の歴史に学ぶ 岩根

6月20日 大和リゾート社員研修会 近江商人に学ぶ 岩根

10月15日 大阪市立大学同窓会 塚本

11月22日 アロン化成（愛寿会） 近江商人に学ぶ 岩根

平成２４年度 5月23日 滋賀県社会就業センター 「三方よし」という理念 岩根

8月24日 金沢鉄鋼組合青年部 中澤

9月17日 はりま産学交流会 塚本

10月20日 アイサック（IBM全国研修会） 近江商人の商法と理念 岩根

10月21日 無門塾 塚本

10月22日 愛知中小企業家同友会 近江で学ぶ近江商人の理念（同行ガイド） 山田

平成25年度 6月18日 東海大学 塚本

7月31日 袋井商工会議所 近江商人に学ぶ 岩根

7月31日 ボランタリー協会 パネルディスカッション参加、 岩根

10月25日 三村時計 塚本

9月6日 日本ボランタリー協会 塚本

11月20日 コス経営研究会 近江商人の理念と商法 岩根

12月6日 日本経営倫理学会 近江商人の経営理念「三方よし」 岩根

11月2日 近江八幡観光物産協会 近江商人の理念と商法、八幡商人を学ぶ 岩根

2月22日 近江八幡観光物産協会 八幡商人を学ぶ 岩根

2月23日 近江八幡観光物産協会 塚本

平成26年度 4月24日 東三河地域研究センター 近江商人の理念「三方よし」 岩根

6月14日 京都エッグ 近江商人の理念と商法 内野

11月18日 大津商工会議所 近江商人に学ぶ 塚本

11月27日 中国研修団体講演 近江商人 塚本

12月4日 竹生会（薬種業組合） 近江商人と三方よし 岩根

12月18日 日本バス協会総会講演 近江商人 塚本

1月23日 ベルク関西来県近江八幡同行近江商人の理念と商法 岩根

中国研修団体講演 塚本

平成27年度 アイプロミス1 韓国来日団 塚本

5月14日 湖東ライオンズ 近江湖東の商人の足跡 岩根

4月11日 土橋建材社員研修 近江商人の経営理念 岩根

7月4日 アイプロミス2 韓国来日団 塚本

北京有限公司1 中国訪日団講演 塚本

7月17日 産業能率大学(ヤンマー協力会） 近江商人の理念と経営 岩根

11月9日 佐野青年会議所 近江商人の理念と経営 岩根

10月29日 ユビニティ 三方よしという経営理念 岩根

3月11日 大津商業 近江商人の商いと理念 中澤

北京有限公司1 中国訪日団講演 塚本

平成28年 堺経営者協会（塚本） 塚本

2016 (株)WEDO　塚本出向 塚本

ニツコウイリョウ 塚本

滋賀経済同友会 塚本

若狭広域経済懇話会 塚本

10月22日 ユビニティ 三方よしという経営理念 岩根

11月18日 大阪島津会 近江商人の商いと理念 岩根

英知ワールドアカデミー 　 塚本

ゴールデンブリッジ 塚本

心学明誠舎 塚本

2月16日 同伴成長委員会 近江商人の理念と経営 岩根

広島商工会議所 塚本



きんでん 塚本

㈱プラスオール 塚本


