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見直される同族経営
これまでネガティブなイ
メージが付きまとったファ
ミリービジネス（同族経
営）だが、世界で、そして
日本でその優位性が見
直されている。

200 年クラブスタート
２００年クラブは、ファミリー

とは異なるものです。ファミリー

とそれを支える 一族が持つ「繁

ビ ジネ ス（ 同族経営 ） オー ナー

ビジネスは、独特の強さの源泉

栄と永続の仕組み」は、これま

と、その家族、親族の方のため

を持つと同時に、事業承継、相

であまり共有されることがありま

の会員組織です。従来のビジネ

続、ファミリーとビジネスのガバ

せんでした。２００年クラブは、先

ス交流会では扱われてこなかっ

ナンスなど、独自の課題を持っ

行する欧米のファミリービジネス

た、ファミリーと ビジネスの課題

ています。それは、ファミリーと

研究の成果を踏まえ、わが国の

に取り組み、ビ ジネスの発展と

ビ ジネ ス の境 界 線を い か にマ

ファミリービジネスにふさ わしい

ファミリーの幸福の両方を、永続

ネージするかという課題です。２

「繁栄と永続の仕組み」を学び、

的に実現するため、オーナー経

００年続く企業は、これらの課題

実践し、 定着させるための場で

営者 を はじ め 、後 継 者、 オ ー

を 毎世代が解決する 仕組みを

す。

ナー一族の皆様の学習、実践、

持っています。

交流の場を提供します。
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ファミリービジネス・コンサルティング
ビジネスコンサルだけでは偏りがある
「売り家と 唐様で書く三代目」と

理学 系の学者 、弁 護 士、 会計

ミ リー の崩壊をも 起こし かねな

いうことわざがある。 家業は三

士、銀行、 保険会社 、セラピ ス

い。

代で終わると いう意味だ。欧米

ト、経営コンサルタントなどだ。
ビジネスと ファミリーの統治(ガ

にも同じようなことわざがあり、

5

世界共通の課題である 。ファ ミ

ファミリービジネスの繁栄と永続

リービジネスが二代目に引き継

をサポートするには、これら多方

スは効率と成果を重んじる場で

ネポティズム（縁者びいき） 5

がれるものが 全体の３０％、三

面の知識を 結集する 必要があ

あり、ファ ミリーは思いやりと平

代目まで続くものは１５％という

る。なぜなら、ファミリービジネス

等を重んじる場という、全く相容

調査結果もある。

には、通常のビジネスの課題に

れない価値観が共存するためで

と業績の関係

世界の長寿企業ランキング 6

加え、オーナーや経営者とし て

ある。さらに世代を重ねるごとに

創立二十一周年を迎える、アメ

ビジネスに参加するファミリーメ

ビジネス は成長し、ファミリーの

リカのファミリービジネス学会に

ンバー の課題、さらにビ ジネス

人数も拡大する。創業者の時代

相 当 す る Ｆ Ｆ Ｉ （ Family Firm

に参加はしないが、間接的にビ

のガバナンスは、二代目、三代

Institute）は、このことわざに挑

ジネスに影響を与えるファミリー

目の時代には通用しなくなる。

戦しようという意欲に満ちた組織

メン バ ー の ニ ー ズ が あ る か ら

である 。現在、五十ヶ国から千

だ。これらがうまく統治されれば

ファミリービジネス・コンサルタン

五 百 名が 参 加 し て いる 。 メン

大きな強みとなり、統治を誤れ

トは世代を超えた発展のための

バーは経営学系、組織論系、心

ば事業の失敗にとどまらず、ファ

アドバイザーである。

日本のファミリービジネス調査
論文
ワークショップ、セミナー
200 年クラブとは

6
7
8

バナンス)が難しいのは、ビジネ
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事例紹介：事業戦略の問題？
戦後間もなく A 氏は部品メー

などのリストラプランを父親に提

グ。 問題の本質は事業承継計

カーを立ち上げます。兄弟、従

言しますが、結論を先延ばしに

画の不在と考え、ファミリー会議

弟と ともに試行錯誤しながら 品

し ていま す。 A 氏は８０歳にな

の 開 催 を 提案し 、 リス ト ラ プ ラ

質を高め、大手メーカーの主力

り、共に会社を伸ばしてきた兄

ン 、 新規事 業計 画 の策定を 支

仕入先になります。高度成長に

弟、いとこもすべて７０代。ほか

援。A 氏の引退時期、A 氏の兄

支えられて、国内に３か所の工

の社員も高齢化しています。

弟・従弟の処遇、中国の別会社

場を 持つに至り、兄弟、従弟を

"一見、事業戦略の内容
が合意できないことが原
因であるように見える問
題も、実は戦略の問題
ではなく、世代交代の方

を含めた次世代の株主構成な

各工場の責任者に。 中国での

Y 氏は会社の持つ技術を生か

どが話し合われ、Y 氏はリストラ

需要拡大を見込んで、平成元年

し て従来の製品に代わる、新し

プランと、その後の新製品の事

には中国に別会社を作り、一部

い製品を開発し、今後市場が広

業計画をプレゼンし、社長をはじ

を 出資し た 弟が中国工場の社

がると 確信し ていますが、量産

め親族の合意を得ました。

長になります。

化には投資とともに自分の片腕

A 氏の長男 Y 氏は大手メーカー

になる人材が必要と考えます。

現在 Y 氏はファミリーの支援

そのためにはまずリストラプラン

のもと 社長に就任、弟と共に開

に勤務の後、 ５年前に専務とし

を実施する必要がありますが、

発した新規事業は軌道に乗り始

て父親の会社に入ります。この

父親の A 氏はリストラに消極

めています。 A 氏は会長と なり

５年間で主力販売先の大手メー

的。「営業努力が足りない」、の

現場を離れ、長い間中断してい

カーは生産拠点を中国に移し、

一点張りです。Y 氏は経営戦略

た趣味の油絵を再開。スケッチ

A 氏の会社の売上は激減、慢性

立案 のた め、 ファ ミ リー ビ ジネ

ブックを持って全国を旅していま

的な赤字になっています。代わ

ス・コンサルタントを依頼。

す。

針が不明確であるため

りに、中 国の 別会社は急 成長

に起きていることが多

し、A 氏の弟はその息子を社長

コンサルタントは A 氏、Y 氏、A

事業承継計画不在のため、ビジ

にしたい意向です。専務の Y 氏

氏の兄弟、従弟、中国の社長、

ネスが停滞していた事例です。

は赤字を止めるため、工場閉鎖

そ の 他 会社 の 幹部 にヒ ヤ リン

い。"

二代目の経営法則
第１回 「まわりからの『お手並み拝見』にどう対処するか」
■二代目の空回り■

学、帰国後２８歳で３代目である

ました。

父親の会社に入社しました。
二代目、三代目のあなたは、空

そんなある 日 、家 内 が偶然

回りを 経験さ れたこと がある で

数年間現場で働いた後、管理職

しょうか？

になった私は、しょっちゅう「空回

の会話を聞いていました。二人

り」を起こしていました。責任感

の社員は家内がそ ばにいる事

会議で新しいやり方を提案する

と情熱のあまり、新しいアイデア

に 気 が つ かず に 話 を し て い ま

と、まわりはきょとんとした顔で、

をどんどん社員にぶつけていく。

す。その内容は、

反応がない。会議では決定した

社員は「また始まった」と 、真剣

はずなのに、現場で一向に動き

には受け止めない。こんな状態

「 常 務 （ 当 時 の 私） は 、 何 も 分

が出ない、など、自分だけが動

です。

かっていない。」

「魔の月曜日」という言葉がある

家内からそれを聞いた時には、

に、 電車の中でわが社の社員

いていてまわりが動かないと い
う、そんな状態です。

そうです。こ れは勉強熱心な二

ショック でした。会社の事はよく

私事で恐縮ですが、私自身の空

代目が、青年会議所や様々なセ

知っている 、お客様の事も 、仕

回り体験をご紹介します。

ミナーで新しい知識を 得て、月

入先のことも…。経営の状態も

私自身は、 繊維製品の卸業を
営む家に長男として生まれ、大
学卒業後、キャラクター商品販
売会社に勤務の後、米国に留

曜日の朝礼で、「我が社は新しく

自分が一番よ く知っている と

○○を行う！」と発表する。社員

思っていました。それなのに、こ

は いい 迷惑 、と いう 状況 を 皮

んな発言が出るとは…。

肉った言葉です。私もこの言葉
どおりのことを何回も起こしてい

「分かっていないのは、お前達

3
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続き

の方だ！（怒）」と、 自分に言い

る の か、 と 聞 い て みた と こ ろ 、

聞かせて勝手に納得していまし

「 社長が 見て い て くれる から、

たが、

我々を守ってきてくれた からで
す。」とのこと。

「常務は何も分かっていない」
多少の社交辞令はあるでしょう
↓
「常務は自分のことを分かっ
ているようには感じられない」
↓

が、プロ ジェクトのスタッフ 達に
は、『自分達は社長に認められ
ている。』という思いがあったこと
は確かでしょう。 「社長の空回
り」と比べて、こ の違いは何だっ
たのでしょう。それは、私が彼ら

「常務は自分の事を見てくれて
いない」

をどれだけ認めていたか、 彼ら
が会社にとってどれほど必要な
人たちであるかをちゃんと伝え

↓
「自分は常務に認められてい
ない」

ていた のかど うか。 そ の違い
だったのだと思います。
これは、社員の先頭に立って、

この発言は、こんな気持ちの表
れだったのかもしれません。

社員の模範として行動する、創
業者のリーダーシップと は少し
違った、二代目独自のリーダー
シップといえます。私はこれを、
「スポンサーシップ（後見）」と呼

■ ス ポ ン サ ー シ ッ プ ■

んでいます。

とやってしまうから。

こんなメッセージを受け取った社
員は「まずやって見せなさい。そ
したら私も考えよう。」と、つまり
お手並み拝見の状態です。これ
は二代目が自ら引き起こした事
態なのです。特に古い幹部社員
ときから知っている人たちです。
いきなり認めろと言われてもでき
るわけがない。

を認めること、社員の今までの
バーとして存在を認め、相手の
ことをちゃんと見ることです。

う、 二代目独自のリーダーシッ
プ、「スポン サーシップ( 後見)」
のポイントは、この点です。

の陽とするならば、この「スポン

＞＞＞＞ 相手に自分を認

うま くいった 事 例を ご 紹 介し ま

サーシップ」 は、陰の部分に当

めさせる前に、まず自分が相手

す。私が子会社として立ち上げ

たるものでしょう。陰陽のバラン

を認める事 ＜＜＜＜

た 、 新規事業 のプロ ジェク ト で

スを保ちながら、会社の「体」と

す。当時のこのプロジェクトのス

「心」を さらに健康に育てていく

タッフ達は、全く形のないとこ ろ

人、それが二代目の役割といえ

から、店舗や商品構成、運営方

ます。

プロジェクトを進めてきました。

いアイデアを社員にぶつけて、
「考え方を変えなければ」、「行

平日は夜遅くまで、 土曜、日曜

動を変えなければ」と 訴えてい

にも仕事をし ましたが、笑顔や

ま す 。そ し て 、 そ こ にあるメタ ・

笑い声が絶えず、全員が生き生

メッセージ（ メッセージに関する

きと仕事をしていました。私は時

メッ セー ジ ）は、「私を 認めなさ

には現場の仕事を 手伝いなが

い！」 というものです。 「私を認

ら、親会社との関係の調整、銀

めなさい。そうしたら私はあなた

行との関係作りなど、彼らがや

を認めよう。」 無意識に、こんな

りやすいよ うになるための環境

風に言ってしまっているようなも

の整備に努めました。

のです。社長の「空回り」の原因
はここにあります。つまり、社員

ある日、夜遅くまで頑張っている
スタッフに、なぜここまで頑張れ

を認める前に、自分を認めろ！

させる前に、まず自分が
相手を認める事で高ま

創業者のリーダーシップとは違

創業者の「企業家精神」が陰陽

「空回り」している時には、新し

プは、相手に自分を認め

貢献を認め、会社の大切なメン

一方で、「空回り」を起こさずに、

験店で自らが販売を行いながら

後継者のリーダーシッ

まずは二代目自身が社員のこと

（後見すること）

法を企画し 、 参加店を 募り、実

.

は、二代目がオムツをしている

次回はスポンサーシップ（後見）
について、さらに詳し く見ていき
ましょう。

る。
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ファミリーの食と健康
第１回「お米を食べる」
WellSpring の武 井 淳です 。 代

方、あるいは、お仕事にご一緒

あって以来、今ではすっかり、体

表、武井一喜の家内でもありま

に携わりながら食事も準備なさ

調不良にはご飯、そして根菜中

す。このニュースレターで、ファミ

る奥様達だと思います。私は専

心の献立でリセットするという習

リービジネスの食と健康につい

門家ではありませんが、人生の

慣がつきました 。ご はん 食は、

て、コラムを担当させていただき

よき先輩がたから教えていただ

我が家の基本処方となっていま

ます。

いた知恵や、実体験からお伝え

す。

してまいりたいと思います。

"会社を影で支えている

私たちは、今年、銀婚式を 迎え

のは、ファミリーであり、

ます。結婚１０年目くらいまでの
私のデスクの脇に、プレゼントで

私が作る料理は、その日の気分

ファミリーの健康を支え
ているのはその食卓"

日本人の食事の基本
は、やはりお米

や、テレビ 番組に触発さ れたも

さて、第一回はのテーマは、「お

いただいた、相田みつをさんの

の、流行に任せた食材を使うな

米を食べる」です。最近では、玄

日めくりがあります。その一ペー

どで、今思えば恐ろしいものでし

米を推す傾向が強いですが、私

ジに、こ のよ うに書かれていま

た 。白い砂糖やファ ー ストフ ー

個人と 家族に関し ては、玄米を

す。

ド、スナック菓子を、普通に摂っ

消化しにくいようなので、押し麦

ていました。ふと気づけば、主人

を一割入れた白米を基本にして

や子供たち が、むくむよ うに太

いま す。パン やパスタは、 昼食

り、私も体重増加の上じんまし

にはいただきますが、日本人の

んが身体中 に出て病院にかつ

基本はやはりお米と 考えます。

ぎこまれ、とりあえず注射でし の

先人たちが長い時間をかけて、

ぐ有様でした。体調が悪いことも

身体にやさしい調理の仕方や工

多く、考え方も偏り、立ち居振る

夫をしてきたことを、今一度見直

ファミリーにとって、食卓こそが、

舞い も ひ ど か っ た の で は な い

すべきです。日本食あっての日

ここで言う「くさび」だと私は考え

か、と、穴があったら入りたい気

本文化。朝晩は必ずご飯にして

ます。会社を影で支えているの

持ちです。

います。例えば、パーティーに出

は、ファミリーであり、ファミリー

席し、炭水化物が摂れなかった

の健康を支えているのはその食

これではいけないと猛省し、根

夜や、外食でお米が食べられな

卓、といっても過言ではありませ

本的な体質を変える必要を感じ

かったときにも、帰宅後、ひと口

ん 。なぜなら 、直接身体に入

ました。そして、食養について真

のご飯に天然の塩をかけて、よ

れ、文字通り血となり肉となる、

剣に考えるようになりました。古

く噛んでいただきます。こ うする

食べ物と飲み物は、身体だけで

くさびだから一番大事なところ
へうつ くさびだから見えないよ
うにうつ

みつを

きよき日本の食生活を見直し、

ことで、乾杯のワインや、珍しい

なく、精神までも作るからです。

今の 時 代 に 即し た 方法 で 、 ま

食材のご馳走の消化を助けてく

そうして作られた身体と精神が、

た、家族の体調に合わせて献立

れるようです。

家族と会社の行く末を左右する

を作るなどの食卓改善をしてま
いりました。その結果、主人も子

からです。
二十歳の娘は、学校に趣味、ア

供も私も体重は自然に落ちてい

ルバイトに友達づきあいと毎日

日ごろ、ファミリーの食卓を支え

き、今では、ほとんど風邪もひか

大忙しで、二日ほどお米を食べ

る奥様たちとご一緒に、日本を

ずに過ごせるまでになりました。

ないことがありました。本人は食

支えるビジネスファミリーの食と

今年大学 を 卒業し た 息子は社

事など気にもとめていなかった

健康について、学んでいきたい

会人となり、 下の娘も元気に大

よ うですが、イライラして、体調

と思います。

学に通っておりま す。 私もおか

が急に悪くなり、学校を休んでし

げさまで、セミナーなどで、主人

まいました。そこで、よく休ませ

と共に仕事をしております。

て、お米と梅干、それからコトコ
ト煮込んだ野菜スープ、根菜中

ビジネスファミリーの食卓を支え

心の献立を摂らせたとこ ろ、次

ているのは、栄養学の専門家で

の日はすっかり元気をとりもどし

はなく、ほとんどが専業主婦の

ま し た 。そ ん なこと が、 ２、 ３度

これから 、どうぞよろしくお願い
申し上げます。
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ファミリービジネスの倫理志向と業績の関係
ファミリービジネスの方が非ファ

企業の業績との関係を仲介する

があること

ミリービジネスよりも業績が良い
ことは広く認められた事ですが、

●ファミリーの価値観に一貫性

それぞれの仮説を、米国５２６社

そのこと を説明する ため、様々

の中小規模のファ ミリービジネ

これが倫理志向、ひいては業績

な観点から研究が行われていま

スを対象に検証しました。

に強く関係する、という点です。

す。

「倫理志向」については、何が倫

「ファミリー力」が強いビジネスを

理的で、何が倫理的でないか、

作る、ということがここ でも証明

のビジネスへの参加が高まるほ

と い っ た 議 論 ま で は踏 み 込 ま

されています。

ど創業精神や経営理念に対す

ず、こ の調査では、社内で理念

る意識が高まり、その結果、競

や価値観に関する会話の頻度

ち なみ に、仮 説 1a は 、 ファ ミ

争優位性が高まり、業績が良く

がどれほどあるか、を尺度とし

リーの持ち株比率は、倫理志向

なる、という仮説を検証した研究

ています。

と は反 比例す る と い う結 果で

そんな研究の一つに、ファミリー

があります。

す。他の研究で、「 持ち 株比率
ファミリーのビジネスへの参加と

が高すぎても、低すぎても業績

仮説 1a：ファミリーのオーナー

業績の関係を 、そのパイプ役と

は良くない、ファミリーの持ち株

シップとコントロールのレベルが

して倫理志向を位置づけること

比率が 60％〜80％の時に最も

高いほどより倫理志向が高まる

で説明しようという研究です。

業績が良い」、というものがあり
ます。仮説 1a もこの調査結果と

仮説 1b：ファミリーの多世代の

その結果は、仮説 1a を除く、全

参加のレベルが高いほどより倫

部の仮説が検証されました。

理志向が高まる

関係があるようにも思えます。

績に強く関係するのは、
● 持ち株比率の多寡
よりも多世代のファミ
リーメンバーが事業に参
加していること

出典：
つまり、ファ ミリーのビジネスへ

Examining the Relation Between Ethical

仮説 1c：ファミリーの価値観の

の参加度合いが高いほど、倫理

Focus and Financial Performance in

一貫性が高いほどより倫理志向

志向が高まり、業績が良くなると

Ernest H. O'Boyle Jr Longwood

が高まる

いうことです。

仮説 2 ：倫理志向が高い会社

特に興味深いのは、

ほど業績が良い

ファミリービジネスの業

Family Firms

● ファミリーの価値観
に一貫性があること

University, Farmville, VA, USA
Matthew W. Rutherford Virginia
Commonwealth University, Richmond,
VA, USA
Jeffrey M. Pollack University of

●持ち株比率の多寡よ りも、多

仮説 3 ：企業の倫理志向は、

世代のファミリーメンバーが事業

ファミリーの参加の３つの側面と

に参加していること、

Richmond, Richmond, VA, USA

ネポティズム（縁者びいき）
ファミリー メンバーであるという

い能力を期待するものだ。 そう

リーメン バーの就業と 処遇に関

だけの理由で高い役職についた

あって欲しいと願っている。その

するルールを明確に策定してお

り、高額の報酬を得たり、遅刻・

思いが強い分、縁者びいきに対

くこ とだ。公開できるものは、一

早退・欠勤が多くても優遇された

する反感や落胆は大きくなる。

般社員にも公開する。

運用を行うことが、縁者

ファミリー の事情は時と 共に変

社員はオーナー に直接文句は

びいきの弊害を事前に

す る ファ ミ リー メン バ ーに 対す

化し ていく。長い間には縁者び

言えない。ファミリーのルールを

防ぐ方法

る、家族としての思いやりに満ち

いきと思われても、処遇を良くせ

事前に知らされることは、非ファ

た処遇をそのままビジネスに持

ざるを得ない事態も起きるもの

ミリーの従業員にとって、安心材

ち込むと、会社の非ファミリーメ

だ。逆に処遇を厳しくすると、今

料になり、オーナーファミリーに

ンバーの反 感を買うこと が多

度は親族内の反感を買うことに

対する信頼感が高まる。

い。度を越えると、非ファミリーメ

もなりかねない。オーナー 社長

ンバーの意欲をそぐことになる。

は板ばさみの状況になる。

社員はオー ナー 一族族に対し

この板ばさみの解決法がある。

行うことが、縁者び いきの弊害

て、他の人以上に強い規律と高

それは、ファミリー会議で、ファミ

を事前に防ぐ方法である。

りすることは、ファミリービジネス
にありがちなことだ。自社に従事

ファミリーで合意したルールを明
文化し 、それに基づいた運用を

ファミリーのルールを明
文化し、それに基づいた
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世界の長寿企業ランキング
２００８年１０月、 米国の Family
Business Magazine という雑誌
で、世界の長寿企業ランキング

１．法師旅館（創業 718 年、旅館）
２．Chaterau de Goulaine (創業 1000 年、フランス、ワイン醸造）

１００が発表されました。日本で

２．Pontificia Fonderia Marinelli(創業 1000 年、イタリア、鐘製造)

も酒造りの会社に長寿企業が多

４．Barone Ricasoli(創業 1141 年、イタリア、ワイン、オリーブオイル製造）

いですが、ヨーロッパでも同じの

５．Barovier & Toso(創業 1295 年、イタリア、ガラス製品）

ようですね。

６．Hotel Pilgrim Haus (創業 1304 年、ドイツ、ホテル)
７．Richard de Bas (創業 1326 年、フランス、紙製品）
８．Torrini Firenze (創業 1369 年、イタリア、金製品)
９．Marchesi Antinori Sri (創業 1385 年、イタリア、ワイン醸造)
１０.Camuffo (創業 1438 年、イタリア、造船）

世界の長寿企業ランキング１００

1位

に日本からリストに載ったのは、

29 位 虎屋 （創業 1600 年以前）、

右の通りです。

27 位 遠州茶道宗家 （創業 1602 年）、

日本には他にもたくさん 300 年
以上の歴史の優秀な会社があ

法師旅館 （創業 718 年）、

29 位 竹中工務店 （創業 1610 年）、
33 位 キッコーマン （創業 1630 年）、

りますが、まだまだ欧米には日

33 位 住友グループ （創業 1630 年）、

本の状況が充分に紹介さ れて

37 位 月桂冠 （創業 1637 年）、

いないようです。

48 位 岡谷鋼機 （創業 1669 年）、
59 位 山本山 （創業 1690 年）

日本のファミリービジネス調査論文
Family Business Review という

ち、ファミリービ ジネス４９１社）

３．日本では、ファミリーのコント

ファミリービジネスの学会誌があ

の１９９８年から２００３年のデー

ロールが強いほどビジネスの業

る。ファミリービジネス研究では

タから、１５６組のファミリービジ

績が良い、

最も権威のあるアメリカの学会

ネス、非ファミリービジネスのペ

誌だ。そこに日本企業を対象に

アを作り、分析を行った。

した論文が掲載された。日本の
ファミリービジネス学会の会長で

この Matched-Pair という比較手

ある、倉科敏材 甲南大学教授

法は、ファミリービジネス研究で

と 、 Jose

は定評のある方法である。

Allouche,

Bruno

Amann, Jacques Jaussaud が
発表した論文だ。
同業種、同規模のファミリービジ
ネスと非ファ ミリービジネスを 、
ペ ア に し て そ の 業 績

その結果、

務構造が良い、
ことが明らかになった。
日本のファミリービ ジネ スが世
界に紹介される機会は今まであ

１．日本では、ファミリービジネス

まり無かったが、これをきっかけ

が非ファミリービジネスより業績

に世界への発信が盛んになるこ

が良い、

とと思う。

（ROA,ROE,ROIC) を 比較す る

２．日本では、ファミリービジネス

という、欧米で実績がある比較

が非ファ ミリービジネスより、財

手法を用いた研究である。

務構造が良い、

日本の上場企業１， ２７１社（う

４．日本では、ファミリーのコント
ロールが強いほどビジネスの財
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2011 年ワークショップご案内
ファミリービジネスワークショップ は、毎回テーマを変えて、実習を通してファミリー力を高めるものです。２００年
の基礎作りは、いかに優秀な経営者であっても、一人だけでは達成できません。ファミリーメンバー全員が夢を共
有し、決意を持って臨む事が大切です。このワークショップは、ファミリービジネスオーナーが、ファミリーメンバーと
共に学び、家族の関係を高めるための場を提供します。強いファミリーが、強いビジネスを作ります。 ご家族との
ご参加をお薦めしますが、お一人でも歓迎します。





ワークショップ受講者の声

毎回 14:00-17:00
個人会員 ￥10,000 (1 名あたり)、 ゲスト ￥20,000 (1 名あたり)
ファミリー会員、特別会員 何名でも無料
会場：東京都内

"事業の進め方について、販
売を担当する娘と仕事の話を

日程

テーマ

内容

するうちに感情的になり、口げ

２０１１年１０月２８日(金）

ファミリービジネスと
コミュニケーション

RQ アセスメントによる現状分析、実習：相手
の立場に立つ、フリーディスカッション

んかになるのが常でした。家

永続の仕組みづくり（１）
ファミリーミーティング

ファミリーミーティング実習：Drawing ファミ
リーとビジネス、フリーディスカッション

２０１１年１２月１５日(木）

家族の役割

ロールクラリフィケーション、実習：チームビル
ディング、フリーディスカッション

の会話は家庭でと、メリハリの

２０１２年１月１９日(木）

永続の仕組みづくり（２）
事業承継計画

事業承継計画、事業承継チェックリスト、実
習：ラポール、フリーディスカッション

るようになり、ストレスが減りま

２０１２年２月１６日(木）

家族の力学

ジェノグラム、実習：ジェノグラムの作成、フ
リーディスカッション

ファミリーの夢

ファミリーの夢の共有、実習：Drawing 50 年
後のビジョン、瞑想 ロジカルレベル

２０１１年１１月１７日(木）

族会議を定期的に開き、それ
ぞれの考えを話 し合うことで、
仕事の話は仕事の場で家族

あるコミュニケーションが取れ

した。事業のほうも順 調に進
んでいます。
（７０代機械メーカー、創業者）

２０１２年３月

父親の後を継ぎ、いずれ社
長になる立場ですが、正直

ファミリービジネスセミナー

言って私には父親のようなカリ
スマ性は無く不安に思いなが

「ファミリービジネス（同族経営）繁栄と永続の秘訣」

らも父親には虚勢を張ってい
ました。コンサルティングで、

ファミリービジネスに関する知識、ノウハウをお伝えする、初めての方向けのセミナーです。
ゲストと共にお越しください。





具体的なキャリアプランがで
き、今は一歩ずつ目標を達成

個人会員、ファミリー会員、特別会員 無料
ゲスト、一般 ￥５，０００
会場：東京都内

2011 年日程

５月

６月

７月

14:00-16:00

２１
(土)

１５
(水)

２１
(木)

していけば自分にもできるとい

８月

９月

１０月

１１月

８
(木)

６
(木)

１０
(木)

200 年クラブ会員専用サイト
200 年クラブ会員だけのサイトで
す。
入会時に作成する ID,パスワード
でご利用できます。ホームページ
右側のログインボタンをクリック。



各種資料のダウンロード



会員間の意見交換



インタビュー記事



メーリングリスト



セミナー 音声ライブラリー

など、内容は随時充実してまいり
ます。
ファミリービジネスにかかわる方の
ためのノウハウを蓄え、会員の皆
様に提供します。

う自信がもてるようになりまし
た。決して楽ではないでしょう
が頑張ります。
（３０代衣料品販売、承継予定者）
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WellSpring
200 年クラブ事務局
182-0004
東京都調布市入間町
3-2-26
電話
(03)5429-2332
FAX
(03)5429-2325

200 年クラブとは
２００年クラブ は 、 同族 経 営
オーナーと、その家族、親族の方
のための会員組織です。従来のビ
ジネ ス交流会では扱われてこ な
かった、ファミリーとビジネスの課
題に取り組み、ビジネスの発展と
ファミリー の幸福の両方を 、永続

電子メール
info@wellspring.co.jp

的に実現するため、オーナー経営
者をはじめ、後継者、オーナー一
族の皆様の学習、実践、交流の場

ファミリービジネスの繁栄と永続

を提供します。

WellSpring
〒182-0004
東京都調布市入間町
3-2-26

Web サイトにてお待ちしてお
ります。
Web サイト アドレス:
www.contoso.com

創業一族の強い情熱に支えられ

世界には約５０００社の２００年企

たファ ミリービジネス（同族経営）

業があり、その内、わが国には３８

は、他のビ ジネス形態とは異なる

００社があると言われます。ところ

ものです。ファミリービジ ネスは、

が、これらの企業と それを 支える

独特の強さ の源泉を 持つ と 同時

一族が持つ 「 繁栄と 永続の 仕組

に、事業承継、相続、ファ ミリーと

み」は、これまであまり共有される

ビジネスのガバナンスなど、独自

ことがありませんでした。２００年ク

の課題を持っています。それは、

ラブは、先行する欧米のファミリー

ファミリーとビジネスの境界線をい

ビジネス研究の成果を踏まえ、わ

かにマネージするかと いう課題で

が国のファミリービジネスにふさわ

す。２００年続く企業は、これらの

し い「 繁栄と 永続の仕組み」を 学

課題を毎世代が解決する仕組み

び、実践し、定着させるための場

を持っています。

です。

