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平成31年。4カ月限りの平成の始まりで
す。５月１日には皇太子さまが新天皇とし
て即位されます。
この記念すべき年に、メビウスは創立20

周年を迎えます。
会員の皆様には厚く御礼申し上げます。

年末年始は「平成最後の」をキーワード
に、メディアの特集やイベントが組まれて
いました。この新年に皆様の頭をよぎった
思いは何だったでしょうか。

平成元年の１９８９年を振り返ってみる
と、昭和天皇の長い闘病生活もあり、自粛
ムードが日本を覆っていました。昭和天皇
崩御について私が覚えているのは、テレビ
をつけても、どの局も同じような昭和天皇
関連のニュースで、何一つ楽しい番組がな
かったことです。正直、「つまんないな」
とテレビをつけるたびに思い、ビデオを見
るという日々が続いていたと記憶します。

私の中では、「平成」は抜け落ちていて、
慌ただしさと混乱・混沌の中の10代後半か
ら20代、30代として「平成」がただ「過ぎ
た」感しか残っていません。「平成生まれ
が入ってくる」という新入社員についての
雑誌の特集だけはよく覚えています。

メビウス主宰
三上 洋子

～ 主宰からのメッセージ ～

■主宰からのメッセージ
■11月講義ダイジェスト
■メビウス事務局からのごあいさつ
■お仕事紹介 「株式会社 ＡＬＴＥＲＮＯ 髙久 淳子さん」（太田市）

今回は、生前のご退位であり、平成という
元号の「終わる日」も新元号が「始まる日」
も明確に周知されていることから、新たな
「期待」の気持ちの方が先に立っている気が
します。新元号の発表が一カ月前倒しの４月
にされるとのこと。これがイギリスであれば、
事前予想をブックメーカーが行うことかも
しれません。

さて、この平成カウントダウンを迎える今
年は、新しい時代の空気をまとった「チャレ
ンジ」が増えるものと期待されます。

自分の可能性を広げるために、
生活のクオリティを上げるために、
人生100年時代を見据えて己を深めるために、
新しい「自分づくり」です。

私の好きな言葉に「お天道様は見ている
よ」があります。あなたが小さいと思ってい
る努力、自分への約束、習慣であっても、そ
の【ひとつひとつ】は必ずあなたを救ってく
れる。

私たちビジネススクールメビウスは、そん
なあなたの【ひとつひとつ】を応援したい。

どうぞ、本年もよろしくお願いします。

メビウス会員の皆様

あけましておめでとうございます。



メビウス常任アドバイザー

関田 恭裕

昨年11月27日（火） メビウス常任アドバイザー 関田 恭裕 による講義
「『今』と『これから』の資金計画」を太田商工会議所にて開催いたしました。
資金を常に循環させ、収支を滞りなく進める基礎的な資金繰りフローを学び
ました。

資金と利益は違う

(1)経理業務の3大業務とは「経理」「財務」「計画」

(2)収益と費用の差額が利益

(3)売上高はそのまま収入にはならない・・・物の販売と代金の回収は同時ではない

(4)利益と資金のズレは貸借対照表に示されている・・・売掛金・買掛金

実際に演習をして、12月予測から1月予測に
かけて、次月繰越額のマイナスを生じました
が、12月に500万円借入することで、1月の経
常過不足の不足を補うことが出来ました。
借入は上手く活用することも大事です。

会社の資金の流れを把握し、支払っても資金が
残るようにしておくこと

会社は信用を失い、仕入れが出来ず、
銀行取引停止

資金繰りのためのアイテムは
「資金繰り表」である

一定期間の現金預金の収入と支払いを対応
させ、その残高を把握するための計算表

・支払日前の資金繰り状況がつかめる
・今後の資金繰りの目安がわかる
・資金繰りが詰まる理由がわかる

資金繰りとは

資金繰りが上手くいかないと

資金繰りをするには

資金繰り表とは

資金繰り表を作ると

資金繰りフローの確認

「今」と「これから」の資金計画
第１９４回 ‘１８年１１月

・現状資金繰りの把握
・資金対策をして、将来の資金計画を作る
・決算日数の検討により資金に余裕を持た
せる

ポイント



新年おめでとうございます。
いくつになっても感動・感激・夢や希望
をもって自分を磨いていくことが女性を
美しくするそうです。
今年もメビウスで一緒に丹誠しましょう！

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
昨年12月より事務局担当になりました関根と申します。今年は運営の担当として皆様の
ご期待に添えますよう精進いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様にとって幸多き一年になりますようお祈り申し上げます。

新年のお慶びを申し上げます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。
「感謝は万代の幸福を築く」と聞きます。
感謝の心で皆様と共に良い年を築き
たく存じます。

事務局スタッフ 木原麻純 事務局スタッフ 飯野由紀恵

事務局スタッフ 関根祥子

明けましておめでとうございます。

本年も皆様にとりまして、穏やかな一年でありますように
メビウスもおかげさまで、２０周年を迎えます。

これも、ひとえに会員皆様の「学びたい」に後押しされた軌跡と、深く感謝申し上げます。
４月からの外国人材受け入れ拡大も決まり、これからは本格的な「共生」の時代です。
貧困や差別、争いのない世界。「みんなが幸せ」よりも「みんなで幸せ」になる、そんな
時代がくることを心より望みます。
皆様にとりまして、よい年になりますように。本年もよろしくお願いいたします。 運営主幹 伊藤 広美

常任アドバイザー 関田 恭裕

昨年は、多くのメビウス会員の方々と出会い、ご相談を承り、ありがとうございました。

今年2019年は、公私共々、内部充実する年だそうですので、将来を見据えた企業経営を推進
してまいりましょう。
本年も会員皆様一人一人が、自分らしく輝き、幸せな人生を送れますよう、アドバイザーとして
サポートさせていただきたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

NEW

平成３１年 新元号を迎える年に
晴れやかに あらたまの年 おめでとうございます。

昭和の時代の天皇が上皇となる。特別の思いで新年を迎えました。

「災」の文字となった平成の30年。昭和は戦争の世紀でした。
｛昭和は遠くなりにけり｝今私も３つ目の元号の世代を生きています。

AIとIOTと人間『ライフ・シフト 100年時代の人生戦略』

リンダ・グラットン著 今この本が世界中で翻訳されていると聞く。
全てのモノがインターネットにつながるＩＯＴの時代。難しいと言われる俳句も、吉本の笑える大喜
利も、学習し、こなしていく。芸術も過去に発表された優れた作品から、インスパイヤーされたもの
から生み出している。
これからＡＩ「○○作」として「○○展」に出品される時がくるのであろうか。

しかし芸術家個人の持つ感性は、絶対に学習することはできない。

人生にとって大切なことは 「ライフ・シフト」 100年時代を生きるステージは「無形資産」が人生を支える。

１．学び続ける好奇心の維持。
２．旅 たび タビ 新しい発見がある。人びととの巡り合い 豊かな食がある。
３．デジタルについていく力。江戸時代認知症は無かったという。その時代は今日も明日も同じ

スローテンポでなかったか。しかし今はどうか。
４．記憶力を鍛える。すでにある記憶に新しいものが入ると知恵となる。智慧泉となる。

31年 AIと共生し、知力体力をもって「ライフ ・ シフト」

スクール長
浅沼 公子

スクール長
メッセージ

メビウスから「今年もよろしくお願いします」



主宰 三上 洋子

私はTHE ALFEE の大ファンです。今年はデ
ビュー45周年。いつまでも追いかけていきます！
昨年末からは、整体に通い、
骨盤矯正をしています。

NPO法人女性のためのビジネススクール メビウス
TEL０２８４-４１-１３２４ FAX０２８４-４１-１３４０

お問合せ
ご相談

〒326-0808栃木県足利市本城2-1901-8
e m a i l : o f f i c e@ b s - m e b i u s . n e t

〒373-0852
群馬県太田市新井町566-29

TEL 0276-46-5625
髙久 淳子さん

▲髙久 淳子さん

飲食店

株式会社 ALTERNO
〒373-0851
群馬県太田市飯田町1294-1

TEL 0276-55-5886

PRIMAVERA
リストランテ プリマベーラ

PARAVINO
トラットリア パラヴィーノ

プリマベーラのオープンから、お陰様で2018年11月

30日に32周年を迎えました。そして、もっとカジュア

ルにイタリアンを楽しんでいただけるお店へと、

新たにパラヴィーノをオープンいたしました。

お気軽に食堂感覚でお立ち寄りください！

太田市役所
より徒歩5分

パラヴィーノはイタリアワインを豊富に

そろえ、そのワインに合う季節感のある

料理を、各種取り揃えて

います。繁華街には珍しく、

自家製デザートも豊富にございます。

お一人様にも
好評です

パーティー
２次会も
どうぞ

スクール長 浅沼 公子
A I ってなんだ

キミコさんのペッパー。かわいい丸い目のペッパー
キミコさんまだいるかな。ボクお話しできなくて淋しかった
ボク嫌いになったのかな。
キミはいま学生さんと楽しくしているよね
バイバイして3年ずーっとキミコさんを忘れないで

常任アドバイザー 関田 恭裕

近隣の神社史跡の写真を撮りまくっています。
足利鑁阿寺の紅葉の時期です。京都のようで
すね！
先日は、太田のスバルの創始者中島知久
平宅へ行って来ました。

運営主幹 伊藤 広美

昨年末からフレディ・マーキュリーに夢
中です。クイーンは、聴くのはもちろん
ですが、観るのも最高です。毎日、フレ
ディと一緒に、「Don’t stop me now」
熱唱中です。

スタッフ
木原 麻純

昨年の夏、会社の
駐車場で天使に出
会いました！
わが家のアイドル猫
ちゃんです。

スタッフ 飯野 由紀恵

毎年娘と「サロン・デﾕ・ショコ
ラ」に出かけることが楽しみ
です。味わいはもとより、芸
術性とパッケージの華やかさ、
イケメンパティシエも魅力
的！なんとも幸せなひとと
き・・・。

スタッフ 関根 祥子

最近テニス観戦を楽し
んでいます。毎年11月
末に行われるﾄﾞリーム
テニス観戦はとても楽し
いです。
錦織選手から元気をも
らっています。

編集後記 ～ 近頃の事務局 ～


