
 

 

 

起業から成長する過程で

きた 関

す。また、今注目の２名の起業家を迎え、起業

いことは？苦労したことは？どうやって乗り越えたか？」など…リアルな本音を

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

【セミナーの内容】

●どのように起業したか、なぜ起業したか、起業の醍醐味を得ます。

●起業家

●交流を深め、様々な視点を吸収し、新たなビジネスチャンス

第１

第２

パネリスト

1974 年岩手県生まれ。帝京大学法学部法律科卒。卸売業や岩手県

男女共同参画センター勤務を経て

「人の可能性は無限である」を信条にカウンセリング・コーチングのスキ

ルで、研修や場づくりのファシリテートを通して企業や行政の人材育成、

組織風土づくりの活動を行う。また子育てへの課題解決として、子育て

応援プロジェクト

第３

■ 場

■ 定

■ 参 加

■ 申込方法

 

起業から成長する過程で

関 洋一氏を講師に招き

す。また、今注目の２名の起業家を迎え、起業

いことは？苦労したことは？どうやって乗り越えたか？」など…リアルな本音を

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

【セミナーの内容】 

どのように起業したか、なぜ起業したか、起業の醍醐味を得ます。

●起業家としての心構えや必要な視点のヒントを得ます。

●交流を深め、様々な視点を吸収し、新たなビジネスチャンス

１部 15:00

 

２部 16:40

パネリスト ２名 

 

 

年岩手県生まれ。帝京大学法学部法律科卒。卸売業や岩手県

男女共同参画センター勤務を経て

「人の可能性は無限である」を信条にカウンセリング・コーチングのスキ

ルで、研修や場づくりのファシリテートを通して企業や行政の人材育成、

組織風土づくりの活動を行う。また子育てへの課題解決として、子育て

応援プロジェクト カタリ

３部 18:00

平成
場 所 

定 員 

参 加 費 

申込方法 

起業から成長する過程で幾多の試練を

洋一氏を講師に招き、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

す。また、今注目の２名の起業家を迎え、起業

いことは？苦労したことは？どうやって乗り越えたか？」など…リアルな本音を

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

 リアルな体験談から

どのように起業したか、なぜ起業したか、起業の醍醐味を得ます。

しての心構えや必要な視点のヒントを得ます。

●交流を深め、様々な視点を吸収し、新たなビジネスチャンス

15:00-16:30 /

【 講師紹介

盛岡市企業支援アドバイザー

1952 年岩手県生まれ。東京理科大学卒業。

て、1998 年ザ・オフィス

大学客員教授等を

支援成功実績

16:40-17:50 /

 ／ コメンテーター

【パネリスト】

キャリアコンサルタント

赤澤 徳俊

 

 

年岩手県生まれ。帝京大学法学部法律科卒。卸売業や岩手県

男女共同参画センター勤務を経て 2016

「人の可能性は無限である」を信条にカウンセリング・コーチングのスキ

ルで、研修や場づくりのファシリテートを通して企業や行政の人材育成、

組織風土づくりの活動を行う。また子育てへの課題解決として、子育て

カタリ Bar を企画運営。

18:00-20:00 /

平成 31 年
盛岡市産業支援センター

30 名程 （定員になり次第締め切ります。）

無料 （交流会は、

ＦＡＸ、または

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会

幾多の試練を乗り越えなければなりません

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

す。また、今注目の２名の起業家を迎え、起業の

いことは？苦労したことは？どうやって乗り越えたか？」など…リアルな本音を

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

リアルな体験談から成功事

どのように起業したか、なぜ起業したか、起業の醍醐味を得ます。

しての心構えや必要な視点のヒントを得ます。

●交流を深め、様々な視点を吸収し、新たなビジネスチャンス

0 / 基調講演

講師紹介 】 

企業支援アドバイザー

年岩手県生まれ。東京理科大学卒業。

年ザ・オフィスせき

教授等を務めている

支援成功実績あり。 

0 / 起業家

コメンテーター 関 

【パネリスト】 

キャリアコンサルタント 

徳俊 氏 

年岩手県生まれ。帝京大学法学部法律科卒。卸売業や岩手県

2016 年家業である㈱赤澤号を継ぐ。

「人の可能性は無限である」を信条にカウンセリング・コーチングのスキ

ルで、研修や場づくりのファシリテートを通して企業や行政の人材育成、

組織風土づくりの活動を行う。また子育てへの課題解決として、子育て

を企画運営。 

0 / 異業種交流会

年 3 月
盛岡市産業支援センター

（定員になり次第締め切ります。）

（交流会は、2,000

ＦＡＸ、または WEB 申込フォームよりお申込みください。

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会

主 催

乗り越えなければなりません

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

の動機や課題解決法など体験談をふまえ

いことは？苦労したことは？どうやって乗り越えたか？」など…リアルな本音を

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

成功事例を学ぶ

どのように起業したか、なぜ起業したか、起業の醍醐味を得ます。

しての心構えや必要な視点のヒントを得ます。 

●交流を深め、様々な視点を吸収し、新たなビジネスチャンスを作ります。

基調講演 『創業支援・企業支援のキモ

企業支援アドバイザー  関 

年岩手県生まれ。東京理科大学卒業。

せきを開業。（独

務めている。盛岡市

起業家トークセッション（参加費：無料）

 洋一 氏 ／

 

年岩手県生まれ。帝京大学法学部法律科卒。卸売業や岩手県

年家業である㈱赤澤号を継ぐ。

「人の可能性は無限である」を信条にカウンセリング・コーチングのスキ

ルで、研修や場づくりのファシリテートを通して企業や行政の人材育成、

組織風土づくりの活動を行う。また子育てへの課題解決として、子育て

異業種交流会

月 7 日
盛岡市産業支援センター 交流ホール

（定員になり次第締め切ります。）

2,000 円 の参加費をいただきます。）

申込フォームよりお申込みください。

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会

催  盛岡市産業支援センター

乗り越えなければなりません。これまで約２０年にわたり

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

や課題解決法など体験談をふまえ

いことは？苦労したことは？どうやって乗り越えたか？」など…リアルな本音を

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

を学ぶ! 

どのように起業したか、なぜ起業したか、起業の醍醐味を得ます。 

を作ります。 

創業支援・企業支援のキモ

 洋一 氏 

年岩手県生まれ。東京理科大学卒業。商社や販

（独）中小機構東北本部

盛岡市企業支援アドバイザーはじめ岩手県内外で「起業世話人」として多くの

トークセッション（参加費：無料）

／ コーディネーター

年岩手県生まれ。帝京大学法学部法律科卒。卸売業や岩手県 

年家業である㈱赤澤号を継ぐ。

「人の可能性は無限である」を信条にカウンセリング・コーチングのスキ

ルで、研修や場づくりのファシリテートを通して企業や行政の人材育成、

組織風土づくりの活動を行う。また子育てへの課題解決として、子育て

1975 年宮城生まれ。酪農学園大学食品流通科卒業。震災の年に厚労

省の「地域活性化・雇用拡大・産業振興」を目的とした事業に就き、地域

農業における人材の

力した。

業支援を携わったのち、オフィス

業化の支援から地域産業振興に尽力する。

異業種交流会 （参加費：

日   
交流ホール 

（定員になり次第締め切ります。） 

の参加費をいただきます。）

申込フォームよりお申込みください。

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会

盛岡市産業支援センター

 
木

これまで約２０年にわたり

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

や課題解決法など体験談をふまえ

いことは？苦労したことは？どうやって乗り越えたか？」など…リアルな本音を語っていただきます。

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

【このような方々の参加をお待ちしております】

●起業を明確に実現したい

●人的交流を深めたい方

※経営者（起業家・起業予定含む）

創業支援・企業支援のキモ

や販社勤務など

機構東北本部チーフアドバイザー

アドバイザーはじめ岩手県内外で「起業世話人」として多くの

トークセッション（参加費：無料）

コーディネーター 小川 

年宮城生まれ。酪農学園大学食品流通科卒業。震災の年に厚労

省の「地域活性化・雇用拡大・産業振興」を目的とした事業に就き、地域

農業における人材の

力した。2015 年盛岡に

業支援を携わったのち、オフィス

業化の支援から地域産業振興に尽力する。

（参加費：2,000

   15：

の参加費をいただきます。） 

申込フォームよりお申込みください。 （詳細は裏面参照）

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会

盛岡市産業支援センター

 
木 

これまで約２０年にわたり起業・創業を目指す皆様を支援して

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

や課題解決法など体験談をふまえ「事業は成り立つか？不安はないか？楽し

語っていただきます。

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

【このような方々の参加をお待ちしております】

●起業を明確に実現したい方

●人的交流を深めたい方 

※経営者（起業家・起業予定含む）

創業支援・企業支援のキモ

勤務などで武者修行を体験後

チーフアドバイザー

アドバイザーはじめ岩手県内外で「起業世話人」として多くの

トークセッション（参加費：無料）

 淳 盛岡市産業支援センター

【パネリスト

オフィス

代表 

渡辺 和義

 

年宮城生まれ。酪農学園大学食品流通科卒業。震災の年に厚労

省の「地域活性化・雇用拡大・産業振興」を目的とした事業に就き、地域

農業における人材の掘り起し、ネットワークづくり、６次産業化推進に尽

年盛岡に I ターン。コワーキングスペースの立ち上げ、創

業支援を携わったのち、オフィス SUGOROKU

業化の支援から地域産業振興に尽力する。

2,000 円） 

：00～

（詳細は裏面参照）

事業経営の本質を学ぶ
トークセッション＆異業種交流会 

盛岡市産業支援センター 

起業・創業を目指す皆様を支援して

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

「事業は成り立つか？不安はないか？楽し

語っていただきます。起業を考えている方、起業後間

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？

【このような方々の参加をお待ちしております】

方 

 

※経営者（起業家・起業予定含む） 

創業支援・企業支援のキモ 』（参加費：無料）

武者修行を体験後、誘致

チーフアドバイザー、中小企業大学

アドバイザーはじめ岩手県内外で「起業世話人」として多くの

トークセッション（参加費：無料） 

盛岡市産業支援センター

パネリスト】 

オフィス SUGOROKU

和義 氏 

年宮城生まれ。酪農学園大学食品流通科卒業。震災の年に厚労

省の「地域活性化・雇用拡大・産業振興」を目的とした事業に就き、地域

掘り起し、ネットワークづくり、６次産業化推進に尽

ターン。コワーキングスペースの立ち上げ、創

SUGOROKU を創業。創業支援・

業化の支援から地域産業振興に尽力する。 

～20：

（詳細は裏面参照） 

事業経営の本質を学ぶ 
 

盛岡市産業支援センター 

起業・創業を目指す皆様を支援して

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

「事業は成り立つか？不安はないか？楽し

起業を考えている方、起業後間

もない方、また経営者の方、是非ご参加お待ちしています。これを機会に新たな一歩を踏み出してみませんか？ 

【このような方々の参加をお待ちしております】

（参加費：無料）

、誘致企業取締役を経

企業大学校講師

アドバイザーはじめ岩手県内外で「起業世話人」として多くの

盛岡市産業支援センター センター長

SUGOROKU 

年宮城生まれ。酪農学園大学食品流通科卒業。震災の年に厚労

省の「地域活性化・雇用拡大・産業振興」を目的とした事業に就き、地域

掘り起し、ネットワークづくり、６次産業化推進に尽

ターン。コワーキングスペースの立ち上げ、創

を創業。創業支援・

：00 

対象者 

起業・創業を目指す皆様を支援して

、起業家・経営者にとって必要な考え方やマインドなどを、独自の経営哲学を交えてご講演いただきま

「事業は成り立つか？不安はないか？楽し

起業を考えている方、起業後間

【このような方々の参加をお待ちしております】 

（参加費：無料） 

企業取締役を経

校講師、岩手

アドバイザーはじめ岩手県内外で「起業世話人」として多くの

センター長 

年宮城生まれ。酪農学園大学食品流通科卒業。震災の年に厚労

省の「地域活性化・雇用拡大・産業振興」を目的とした事業に就き、地域

掘り起し、ネットワークづくり、６次産業化推進に尽

ターン。コワーキングスペースの立ち上げ、創

を創業。創業支援・６次産



申込方法 ①  ＦＡＸでのお申込み 

ＦＡＸ：０１９－６０６－３５６８ 

事業経営の本質を学ぶ～トークセッション＆異業種交流会 ／ 平成３１年３月７日 （木） 

事 業 所 名  

事業所住所 

〒 

 

連 絡 先 TEL                 FAX                 E-mail                    

業 種 物販 ・ 飲食 ・ サービス ・ メーカー ・ 支援機関 

その他（                                                 ） 

役職／氏名 役職  

ふりがな  

氏 名  

第１部  基 調 講 演 15:00-16:30 （会費 無料） 

第２部  トークセッション 16:40-17:50 （会費 無料） 
第３部 交流会 18:00-20:00 （会費 2,000 円） 

参 加 ・ 不参加 参 加 ・ 不参加 

※交流会にお申込みの方…キャンセルされる場合は、前日までに必ずご連絡ください。 

申込締切日 （平成３１年２月２８日（木）） 

申込方法② WEB からのお申込み  会場へのアクセス 

下記 ＵＲＬ ＷＥＢ申込みフォーム 

ＵＲＬhttps://goo.gl/forms/wpybdWvnJY1jV89R2 

から、ご入力してください。 

 

携帯電話やスマートフォンからの場

合、左記 ＱＲコードを読み取り、上記

ＵＲＬへのアクセスも可能です。 

 

  

【お問合わせ先】 

盛岡市産業支援センター（指定管理者：ＦＶＣ Ｔｏｈｏｋｕ株式会社） 

〒020-0022  岩手県盛岡市大通三丁目 6 番 12 号 開運橋センタービル３階  

TEL:019-606-6700  E-mail:info@staff.moriokaisc.jp  https://www.moriokaisc.jp/  （事務局：田屋） 

 


