
テクニカルショウヨコハマプロジェクト
（テクヨコプロジェクト）
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 テクヨコとは
神奈川県最大の工業見本市
毎年２月上旬にパシフィコヨコハマで開催
事業者様だけではなく、公的支援機関も多数出展

 テクヨコプロジェクトとは
神奈川県中小企業診断協会の対外向け最大イベント
テクヨコ2022は、総勢40名以上の大プロジェクト
無料経営相談や、ミニセミナーなどを実施
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 プロジェクトメンバ（事務局・相談員）は公募制
 5月末に事務局を公募予定
 秋に相談員を公募予定

相談員のメリット
 経営相談やミニセミナー講師を経験できる
 実務従事ポイントを獲得できる
 協会内の人脈を形成できる

診断士活動の一歩として、プロジェクトへのご参加をお待ちしています！



中小企業診断士の日フェスタ
実施背景

• 一般社団法人中小企業診断協会が11月4日を「中小企業診断士の日」
と制定。

• 各都道府県協会は毎年11月4日頃、中小企業診断士のＰＲ活動を実施

神奈川県協会の活動内容
• 横浜そごう前で辻立ち、無料経営相談、セミナー開催、

twitter開設＆情報発信、、等とにかく中小企業診断士をPR



2021中小企業診断士の日フェスタ
昨年度も無事に横浜そごう前にて開催



2021中小企業診断士の日フェスタ
昨年度も無事に横浜そごう前にて開催



フェスタプロジェクト参加メリット

中小企業、特に小規模企業の現状・実態を知ることができる

多種多様な経営相談対応経験の蓄積

試してみたいアレやコレが実践可能！？（要、齋木理事の承認）



中小企業診断士の日フェスタ
プロジェクトメンバー公募は

毎年夏頃！

ご応募お待ちしております！



理論政策更新研修
理論研修運営委員活動のご紹介

会員支援3部
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理論政策更新研修とは

1回の研修は、4時間。年１１回開催（1回はリモート）
新しい知識の補充や支援スキル向上に資する講義を
毎回3テーマ実施

・資格更新要件のひとつ
・「新しい知識の補充に関する要件」として実施
・登録有効期間５年間で５回修了することが必要

■理論政策更新研修

中小企業診断協会の事業を、
神奈川県中小企業診断協会が研修の企画・運営を受託

■運営スキーム

■実施内容 (2021年度実績）



理論政策研修運営委員の活動
神奈川県協会では、この理論政策更新研修の運営を支える
運営委員（10名程度）を公募します。（5月頃ご案内）

運営委員の役割
①研修会の運営
受付・司会・会場設営など、研修当日の運営を行います

②翌年度講師陣のスカウト
研修方針に従い、講師陣の探索・スカウトを行います



新たな出会いの場があります
みなさまの応募お待ちします

＜2021年度の講師の方々＞

経済産業省
関東経済産業局
課長 室住 敬寛 様

株式会社千里
代表取締役
湯澤 大地 様

事業承継コンサルティング㈱
代表取締役
村上 章 様

株式会社おてつたび
代表取締役
永岡 里菜 様

㈱ユニバーサルスペース
代表取締役
遠藤 哉 様

ビジネス・ブレークスルー大学
准教授
栗山 敏 様

株式会社 トライアングル
代表取締役
鈴木 隆裕 様

株式会社アングラーズ
代表取締役
若槻 嘉亮

㈱キープ・ウィルダイニング
執行役員・経営企画室室長
長谷部 信樹 様

株式会社田原屋
中小企業診断士
田原 績 様

日本史・リーダーシップ研究会
会長
諸星 秀俊 様

株式会社大協製作所
代表取締役会長
栗原 敏郎 様



現役経営者・有名講師による中小企業経営に役立つセミナーが１年間見放題！

かながわ社長塾
神奈川県中小企業経営支援セミナームービー提供サービス

全国でも特に質の高い神奈川県中小企業診断協会主催の理論政策更新研修。

実際の中小企業経営者の講演が8割以上と実践的かつ具体的な内容となっています。

● 高品質かつ実践的なコンテンツ

● いつでもどこでも視聴可能

Webブラウザで、オンデマンド、24時間365日、何度でも視聴ができます。

PC、スマホ、タブレット等さまざまな端末がお使いいただけます。

● 定額で多数のコンテンツが見放題

毎年継続して、30コンテンツ以上を追加収録を予定（現在24コンテンツ）。

定額制なので、いくつ見ても、何度見ても追加料金はかかりません。



問合せ先： 神奈川県中小企業診断協会 かながわ社長塾運営事務局
E-mail  : kshacho@sindan-k.com
URL   : https://sindan-k.com/kshacho/

サンプル視聴はこちらから
（約1分間のダイジェスト版です。）

https://vimeo.com/manage/videos/687788439

現役経営者・有名講師による中小企業経営に役立つセミナーが１年間見放題！

かながわ社長塾
神奈川県中小企業経営支援セミナームービー提供サービス

質の高いコンテンツ提供サービスをともに作りませんか？

https://vimeo.com/manage/videos/687788439


神奈川県中小企業診断協会

広報部です。



県協会の４つのメディア
タイムリー

アーカイブ

プ
ッ
シ
ュ

プ
ル

会報HP

SNS
(Facebook)

メルマガ



会報

発行は年4回

想定している読者は、
神奈川県協会会員 約600名
・・・に加え、行政・商工会・
地域の金融機関等の皆さまです



執筆記事の内容

連載記事
• 会報委員の独自研究テーマ等についての記事

企画記事
• 令和を築く診断士
• 診断士の匠
• 金融機関等へのインタビュー記事 等

会報



会報

執筆者である会報委員は公募します！

 1年間、会報委員として活動したい方、
ご応募をお待ちしております！
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2021年度

メルマガ

バックナンバー：https://sindan-k.com/mail_magazine/



メルマガ

読むのは、神奈川県協会会員 約600名

配信は、毎月 1～2回程度

書き手は、会員からの公募



執筆テーマはふたつ

メルマガ

①県協会活動の参加レポート
県協会の活動（イベント、研修等）に参加した体験をもと
に、その内容や感じたことをレポートしていただきます。

②自分の強みＰＲレポート
ご自身の経験・ノウハウから、中小企業支援に活かせるこ
とを整理し、自分の強みとして伝えていただきます。



執筆量は、

1人1記事。約1,400文字/記事(WordでA4 1枚程度)

メルマガ

県協会の活動に参加しながら、
または、ご自身のことを、
それほど大きな負荷なく、
執筆していただけます。



ご応募、お待ちしてます！

メルマガ
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