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特定非営利活動法人 Non Profit Organization

広島経済活性化推進倶楽部

理事顧問：岸田 俊輔 （広島銀行 顧問）
理事長：加藤新三郎（公認会計士 ㈱スカイ・パートナーズ 代表取締役社長）
副理事長：山下 江（弁護士 山下江法律事務所 所長）
理事：小林明弘（公認会計士 小林公認会計士事務所）
理事：光廣昌史（税理士 ㈱オフィスミツヒロ 社長 ）

理事：小林和枝（ファイナンシャルプランナー）
理事：得能宏一（税理士 得能宏一税理士事務所所長）
理事：大藤 滋（経営コンサルタント CIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）

理事：原 敬（㈱やしき 代表取締役）
理事：綿岡英幸（中小企業診断士ﾜﾀｵｶﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表）

理事：皆川多郎（㈱皆川商店 代表取締役兼CEO）
理事：伊藤雅次(中小企業診断士 広島商工会議所専門相談員)
理事：廣川 章（NPO法人ベンチャーアライアンス協会 理事長）
理事：矢野和之（元 中国財務局長 ㈱エクセル 代表取締役会長）
理事：中根弘幸（弁護士 中根法律事務所 所長）
理事：松田はるみ（税理士･社会保険労務士 松田会計事務所）
理事：島本章生（司法書士 司法書士島本章生事務所 所長）
監事：石原正人（税理士 石原正人税理士事務所 所長）

広島の経済を活性化し、救済する方策を考えている広島の投資家、支援企業・団体、
専門家コンサルタント及び広島地域で事業展開中、または広島地域で事業展開を計画
している中小企業・ベンチャー企業・起業家・学生が参加し、その相互交流及び各種
セミナー・研究会の開催による教育啓発活動により広島経済の活性化に貢献する事を
目的とする非営利組織。

（平成13年6月8日広島県知事より「特定非営利活動法人」認証、6月13日設立登記）

広島経済活性化推進倶楽部とは・・・



13:00～13:10 開会挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 理事長 加藤 新三郎

13:10～13:40 基調講演① 「日本におけるベンチャー支援体制の現状」
日本エンジェルズ・フォーラム 代表 井浦 幸雄氏

13:40～14:10 基調講演② 「個人投資家としての正しい投資プロセス」
エル・ピー・エル日本証券株式会社 社長 米田 隆氏

14:15～15:15 特別講演 「実例にみる成功する起業、失敗する起業」
株式会社リクルート アントレ 編集長 野村 滋 氏

15:30～16:50 パネルディスカッション

「ベンチャー育成と地域経済活性化」
パネラー 井浦幸雄、 米田 隆、 野村 滋、 加藤新三郎

コーディネーター 広島経済活性化推進倶楽部 副理事長 船崎賀秀

17:00～18:30 企業プレゼンテーション
①バイオニクス㈱ 血流による個人認証システムの開発（大阪府大阪市）
②㈱ランドリーハウス 低価格高品質ドライクリーニングのFC展開（島根県松江市）
③㈱マリンモーター クレーン付トレーラーボートのネット販売（愛媛県松山市）

19:00～20:30 交流会 会場：ホテルオークランド広島（中電ビル北隣）２階 宴会場
来賓：中国財務局長 矢野和之 様

ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部 設立記念

広島エンジェルズ・フォーラム

平成１３年９月１９日(水) 於：中電ビル２階 大会議場



13:30～13:40 主催者挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 理事長 加藤新三郎

13:40～14:00 来賓挨拶 財務省 中国財務局長 矢野和之 氏

14:00～15:30 基調講演 「広島の経済活性化に今、何が必要なのか！？」
アメリカンファミリー生命保険会社 会長 大竹 美喜 氏

経営のプロフェッショナル、ベンチャー企業の育成にも造詣が深い大竹美喜氏が、
故郷の広島に今 何を思い、今 何を期待し、

そして今 何を提言・提案したいのか 全力投球で講演する。

15:45～17:45 企業プレゼンテーション
① ㈱インターネットトウキュウ 簡単ホームページ編集ソフトの開発販売（福岡県）
② レーザーファイブドットネット㈱ リナックス技術者養成事業の展開（東京都）
③ ㈱やしき 廃プラスチックリサイクル製品の製造販売（広島市）
④ ㈱ネットスクエア ISO認証支援のためのASPサービス（広島市）

18:00～19:30 交流会 会場：広島県情報プラザ １階 ラ・リヴィエール

第２回 広島エンジェルズ・フォーラム

平成１４年２月２３日(土) 於：広島県情報プラザ ２Ｆ 会議室



ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部 主催

日本エンジェルズ・インベストメント㈱ 共催

エンジェル投資セミナー

平成１４年５月１４日(火) 於：広島商工会議所3Ｆ 会議室

皆様はエンジェル投資とお聞きになると、どのようなイメージをもたれますでしょうか？
特別なお金持ちの人だけがするもの･･･お金儲け･･･自分には無縁のもの･･･実はまだ多く
の方には知られてはいませんが、もっと身近で大変社会性があり、そして何よりも楽しい
事なのです。
まずは、楽しいエンジェル投資とはどのようなものなのか、どうして社会的な意義が高く
必要不可欠なことなのか、私たちに何が出来るのか、一人でも多くの方々に知っていただ
きたいと思います。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

18：00 ～ 受付開始

18：15 第１部 「エンジェル投資の楽しみ方」
講師 日本エンジェルズ･インベストメント㈱

取締役 田野 好彦氏

19：00 第２部 ディスカッション
コーディネーター ㈲広島ネットマガジン 編集長 船崎 賀秀氏

～19：50 (仮称)広島エンジェルズ･インベストメント設立について



平成１４年６月８日(土) 於：広島県情報プラザ 地階 多目的ホール

ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部 １周年記念

第３回 広島エンジェルズ・フォーラム

１３：３０～１３：３５ 開会の挨拶 理事長 加藤 新三郎

１３：３５～１４：００ 基調講演『エンジェル投資の楽しみ方』
講師 田野好彦 氏（日本エンジェルズ・インベストメント㈱ 執行役員）

１４：００～１４：４５ 特別講演『ベンチャーとビジネスエンジェル 』～起業文化論的視点から～
講師 田代泰久 氏（立教大学教授 起業論）

１５：００～１６：４５ パネルディスカッション

『広島経済 言いたいほうだい！』～広島地域経済の活性化を考える～
コーディネーター 田代泰久 氏（立教大学教授 起業論）

パネリスト 住川雅洋 氏（日本銀行 広島支店長）
田辺孝二 氏（経済産業省 中国経済産業局長）
矢野和之 氏（財務省 中国財務局長）

中国地域の代表的な経済関係機関である日銀広島支店、中国経済産業局、中国財務局の
トップがその立場を超え、広島経済の現状と課題についてフリートーキングを行い、

広島経済の問題点を明らかにし、活性化の提言を行う。

１６：４５～１６：５０ 閉会の挨拶 副理事長 船崎 賀秀

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

ＮＰＯ認証１周年記念パーティー・交流会
１８：００～２０：００ アトラクション：沖田孝司ビオラ演奏会 (ビオラ、ピアノ：沖田夫妻)

来賓祝辞：中国経済連合会 会長 高須司登 氏



平成１４年１０月１２日(土) 於：広島県情報プラザ 地階 多目的ホール

広島エンジェルズ・インベストメント設立記念

第４回 広島エンジェルズ・フォーラム

第1部
13:15～13:20 主催者挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 理事 矢野 和之

13:20～14:20 基調講演 『企業内プロフェッショナルの独立への条件』
「企業のブラックホールから出てこい！世の中は君たちを待っている！」

～独立するには実務家として 旬の時期がある～
ＬＰＬ日本証券株式会社 代表取締役 米田 隆 氏

（‘91年 日本興業銀行から独立し、１０年間の独立系コンサルタント・ベンチャーキャピタリストを経て
米国最大のＦＰ支援証券会社の出資パートナーとして活躍するＬＰＬ日本証券株式会社の米田氏が語る）

14:20～15:00 トークショー『成功する起業家のマネーマネジメント』
ＬＰＬ日本証券株式会社 代表取締役 米田 隆 氏

広島経済活性化推進倶楽部 理事 光廣 昌史
15:00～15:10 コーディネート活動支援事業の説明 広島経済活性化推進倶楽部 理事長 加藤 新三郎

第２部
15:30～15:45 広島エンジェルズ・インベストメント（ＨＡＩＣ）設立趣旨

広島ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 代表取締役 皆川 多郎
15:45～16:30 企業プレゼンテーション

① ㈱デル ディーゼル、ガソリンエンジンの燃費節減、排ガス軽減装置開発（広島市中区）
② ㈱三宅 ＩＣタグによる商品管理システム （広島市西区）

16:30～16:45 ＨＡＩＣファンド説明 広島ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 取締役 田野 好彦
～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

17:15～19:00 交流会 会場：ラ・リヴィエール（広島県情報プラザ １階 ）



全国中小企業団体中央会 コーディネート活動支援事業

強化塾（経営者スクール）

平成１４年１１月７日(土) 於：南区民センター 大会議室

この強化塾は、中小企業経営者・経営幹部、起業家に、マネジメントから中期経営計画の
策定及び事業拡大に不可欠な「プレゼンテーション能力」の向上など２１世紀の経営者に
とって必要な知識・技術を一貫した教習によってわかりやすく指導し、確実に身につけて
いただくことを目的とした講習会です。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

9：30 ～ 開場（受付開始）
10：00 ～ 開始

＊開講挨拶（NPO法人広島経済活性化推進倶楽部 理事長 加藤新三郎）
＊コーディネーター紹介

10：15 ～ 午前の部 『中小企業にとって必要な計数管理の建て方』
講師：ｵｽﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役 杉本 收 氏

11：45 ～ 昼休憩
12：45 ～ 午後の部
17：00 終了



全国中小企業団体中央会 コーディネート活動支援事業

強化塾（経営者スクール）

平成１４年１２月１４日(土) 於：南区民センター 大会議室

9：30 ～ 開場（受付開始）
10：00 ～ 開始

「マーケティング手法を学ぼう」

数値計画を実現させるために必要な販売促進戦略について

*マーケティングの意味と経営戦略の基礎知識

*各種マーケティング理論の内容と活用方法

*エリアマーケティングの基礎知識

講師：ｵｽﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役 杉本 收 氏

17：00 終了（間で休憩あり）



全国中小企業団体中央会 コーディネート活動支援事業

強化塾（経営者スクール）

平成１５年１月１８日(土) 於：広島県情報プラザ 2Ｆ会議室

9：40 ～ 開場（受付開始）
10：00 ～ 開始

「マネジメントの基礎知識」

～労務､管理などのマーケティングと

経営計画の実際の運用、そして

場合によってはその変更する際の手法について～

講師：ｵｽﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役 杉本 收 氏

17：00 終了（間で休憩あり）



全国中小企業団体中央会 コーディネート活動支援事業

セミナー ～直接金融での資金調達～

平成１５年２月１日(土) 於：広島県情報プラザ 2Ｆ 研修室

ますます金融環境が厳しくなるに従って、銀行借入に頼らない資金調達の方法として
「少人数私募債」の発行が、これから関心を集めてきます。 それらの直接金融での資金
調達法など、知っておきたい内容の講演や滅多に聞くことの出来ない「体験談」、そして
プレゼンテーションのコツなど、是非プラスにしていただきたいと思います。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

13：00 ～ 基調講演「直接金融による資金調達の手法を知る」
広島経済活性化推進倶楽部 理事長 加藤新三郎（公認会計士）

特別講演「私募債発行体験談」
株式会社アルプラザ 代表取締役社長 東 孝成 氏

15：00 ～ プレゼンテーショントレーニング

17：15 ～ 交流会 会場： 広島県情報プラザ１Ｆ『ラ・リヴィエール』



平成１５年２月７日(金) 於：ひろしまハイビル21 17F会議室

第５回 広島エンジェルズ・フォーラム

第1部

13:00～13:20 開会挨拶 岸田俊輔（広島経済活性化推進倶楽部 理事顧問）

13:20～14:20 基調講演 『経営者にとって、今、大切なことは何か』
日本銀行 広島支店 支店長 森谷 敬 氏

14:20～14:45 『エンジェル投資と制度・規制』～特に税制について～
日本ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱ 取締役会長 田口 義孝 氏

第２部

15:00～15:15 ＨＡＩＣファンド説明 広島ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈲ 代表取締役 皆川多郎

15:15～16:45 企業プレゼンテーション
①パーキテック㈱ 分散型発電・ソリューションシステム事業 （広島市南区）
②ｼﾝｸﾛﾈｯﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 非破壊検査システム・セキュリティーセンサーシステム事業（東京都港区）
③㈱エイジア ウェブキャス事業 （東京都品川区）
④第１期「強化塾」より 選抜企業

Ⅰ．㈱メイワB.P 総合福祉事業コンサルティング（広島県呉市）
Ⅱ．広島使用済自動車適正処理事業協同組合 使用済み自動車適正処理工場の建設（広島県高田郡）

16:45～ 閉会挨拶 加藤 新三郎（広島経済活性化推進倶楽部 理事長）

17:00～ 交流会 会場：ひろしまハイビル２１ １７階 隣 宴会場



平成１５年６月７日(土) 於：ひろしま国際ホテル 3Ｆ

【 中小企業の再生（経営改善）による地域経済の活性化 】

経済の活性化のためには、新規産業の創出と同様に既存の中小企業の第二創業や経営改善

を通じた再建・再生が重要とされています。今回は、このテーマに絞って取り組みます。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

第１部
13:00～13:15 開会挨拶

13:15～14:15 基調講演 『中小企業再建の具体的な進め方』
～企業再建のプロがノウハウを公開！～

講師 企業再建コンサルタント協同組合 代表理事 真部 敏巳 氏
第２部
14:30～16:30 パネルディスカッション

『中小企業の再生（経営改善）による地域経済の活性化』
パネリスト ＊真部 敏巳 氏 （企業再建アドバイザー）

＊林 吉宏 氏 （ハチダイヤ株式会社 代表取締役社長
＊伊藤 雅次 （NPO理事/中小企業診断士/広島県中小企業再生支援協議会 ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
＊石原 正人 （NPO監事/税理士/広島県中小企業再生支援協議会 ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ ）

コーディネーター ＊加藤 新三郎（NPO理事長/公認会計士/ ㈱スカイ・パートナーズ 代表取締役社長）

17:00～ 交流会 同会場にて

ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

設立2周年記念イベント



平成１５年９月５日(金) 於：南区民文化センター 大会議室

【新円切り替え?! その時あなたは? 】
～資産の保全と新税制の賢い活用～

「来年、新札に切り替えになる」とマスコミ等でも取り上げられておりますがでは、
その背景にはどういう問題が起こってくるのでしょう。新税制について どの程度かわる
のかご存じでしょうか？「知らなかった」では済まされません。
資産保全にも方法があります。 是非この機会にお考えいただきたいと思います。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

１８：３０～ セミナー 「「資産保全と外貨建資産」資産保全と外貨建資産」
ＬＰＬ日本証券株式会社 営業推進部

ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 鈴木秀幸 氏
部 長 淡河範明 氏

広島経済活性化推進倶楽部 理事 光廣昌史（税理士）
広島経済活性化推進倶楽部 理事 小林和枝（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ）

２０：５０ 終了

ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

勉 強 会 Ⅰ



平成１５年９月１９日(金) 於：南区民文化センター 大会議室

【経営者向け勉強会 】

中小企業における資金調達方法はその殆どが金融機関からの借入で賄われています。
しかしこの不況下、審査が厳しくなったとお感じではないでしょうか。なぜなら、近年の
金融機関の融資における審査方法は信用格付重視へと転換が進んでいるからです。
企業者側も意識改革が必要です経営改善を進め、強い企業をつくりましょう！

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

18：30～ セミナー開始

「企業を強くするための経営改善の手法 」
～今、金融機関は企業のどこをみて評価しているのか～

講師：広島経済活性化推進倶楽部 理事長 加藤新三郎（公認会計士）
広島経済活性化推進倶楽部 理事 伊藤雅次（中小企業診断士）

20：30 終了

ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

勉 強 会 Ⅱ



平成１５年１０月３日(金) 於：ＳＯＨＯ国泰寺倶楽部

【起業のリスクを徹底検証～本当に大きなリスクはあるのか～ 】

起業は一か八か！という人がいます。本当にそうなのでしょうか？ 一生のうちにほとんど機会がない
ため、過度にリスクを感じているのではないでしょうか。今回のセミナーでは「起業」の検証を通じて
そのリスクを明らかにします。今回は特に① 起業するにはどのような分野とするのか
② 起業家に求められる考え方とは③ 起業に伴い社会保障などの生活面はどのように変化するのか
という点を中心に検証します。起業して成功することは、その準備を間違えさえしなければ決して難し
い事ではありません。興味のある方、この機会に起業に向けた準備の第一歩を踏み出してみませんか。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

18：30～ セミナー開始

「企業のリスクを徹底検証」 企画運営委員 松村 知憲

「給料所得者と事業所得者との生活の変化」
理事 小林 和枝 (ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)

「最低資本金特例のこぼれ話」
企画運営委員 橋口 貴志 (橋口司法書士事務所所長

「我が国のベンチャー創出・育成のための取組について」
山口雄三 研修生 (経済産業省 経済産業政策課)

20：０0 終了

ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

勉 強 会 Ⅲ



【 地域活性化の４つの提言 】

13:30～13:40 主催者挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 企画運営委員 緒方直之（県議会議員）

第１部 【ﾃｰﾏ：地域ベンチャー・コミュニティビジネス育成のための資金調達支援】

13:40～14:50 提言Ⅰ『 地域ベンチャーファンドによるベンチャー支援 』
田辺 孝二 氏（早稲田大学客員教授 前中国経済産業局長）

14:50～15:30 提言Ⅱ『 コミュニティビジネスと しあわせ市民バンク 』
大橋 光博 氏（西京銀行 頭取）

コーディネーター 矢野 和之（広島経済活性化推進倶楽部 理事 元中国財務局長）

第２部 【ﾃｰﾏ：コミュニティビジネスの育成と実践】

15:40～16:20 提言Ⅲ『 生活者の視点を生かすコミュニティビジネス 』
濱砂 圭子 氏（株式会社フラウ 代表取締役社長）

16:20～16:50 提言Ⅳ『 若者の起業家マインドを育てよう 』
川名 和美 氏（広島修道大学 商学部 助教授）

コーディネーター 加藤 新三郎（NPO広島経済活性化推進倶楽部理事長）

17:00～18:30 交流会 会場：喫茶「ウェル」 （東区民文化センター２階 ）

第６回 広島エンジェルズ・フォーラム

平成１５年１０月２５日(土) 於：東区民文化センター 小ホール



【 産学連携による大学発ベンチャーの創出に期待！】

13:15～13:20 主催者挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 副理事長 山下 江

13:20～14:20 基調講演『本当に儲かった話は表に出ない』
～シーズをニーズに変えビジネスにする方法～ 講師：山口 俊介 氏

14:30～14:40 挨拶 広島大学地域共同研究センター長 教授 山下 英生 氏

プレゼンテーション 【広島大学ハイパーヒューマンテクノロジープロジェクト研究センター】

14:40～ Ⅰ『非接触インピーダンスセンシングとその応用』 教授 金子 真 氏
15:10～ Ⅱ『生体信号処理技術とその医療福祉工学への応用』 教授 辻 敏夫 氏
15:40～15:50 休憩
15:50～ Ⅲ『超高速・メガピクセルビジョンとその応用』 助教授 石井 抱 氏
16:20～ Ⅳ『２次元画像の３次元表示技術』 助教授 金田 和文 氏

16:50～ 閉会挨拶『“広島ＴＬＯ”について』
ひろしま産業振興機構 広島TLOｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 世良 俊邦 氏

17:00～18:30 交流会 会場：ラ・リヴィエール（広島県情報プラザ １階 ）

第７回 広島エンジェルズ・フォーラム

平成１６年２月２１日(土) 於：広島県情報プラザ 多目的ホール



ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

設立3周年記念イベント

平成１６年６月１６日(水) 於：ホテルグランヴィア広島

第１部 講演会（３Ｆ 天平の間）

18:00～18:05 開会挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 理事長 加藤 新三郎

18:05～19:20 記念講演『広島県内企業における生き残り戦略』

講師：関根 淳 氏（日本銀行 広島支店長）

①広島県の『重厚長大産業』における企業内変革の動き

②当地自動車関連メーカーにおける生き残り戦略

③大手量販店の進出が相次ぐ中での県内小売業者の戦略

など、いくつかの業種の具体事例をあげて説明していただきます。

19:20～19:30 休憩（会場移動）

第２部

19:30～20:50 懇親会（４Ｆ悠久の間）

アトラクション ゲスト 東 真紀さん

（平成１５年７月、インディーズデビュー曲「雷鳴」をリリース。同年HMV広島にて年間チャート1位達成!!

今年６月９日 ２ｎｄシングル「すみれ」発売。いま注目の広島出身 実力派シンガーソングライター）



ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

飲食店繁盛の方程式セミナー

平成１６年１０月１５日(金) 於：エソール広島 2Ｆ 会議室

販売促進活動、略して「販促/ハンソク」と言いますが、はたしてどのくらいの飲食店
が深く考えて、この「ハンソク」に取り組んでいるのでしょうか。長きにわたり何も
していない、何の脈絡もなくチラシを作成したりＤＭを送付したりするというような
店のなんと多いことでしょうか！
今回のセミナーでは、マスコミでも活躍中の「㈱コロンブスのたまご」代表・フード
コンサルタントの宇井義行氏より、飲食店の顧問先とどう向き合うか？どこまでアド
バイスを行い、どこからプロに任せるのか？といった飲食店のコンサルティングの
ポイントを、実例を交えながらご解説頂きます。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

17:00～ セミナー開始

「飲食店繁盛の方程式」

㈱コロンブスのたまご 代表取締役社長 宇井義行 氏

1. 飲食店“サービス業”を掴む！

2. 飲食店“参入動機でチャンス”を掴む！

3. 飲食店“ビジネス”を掴む！

19:00 終了予定



第８回 広島エンジェルズ・フォーラム

平成１７年２月１９日(土) 於：広島県情報プラザ 多目的ホール

【 ＡＳＥＡＮビジネスセミナー 】

アジア諸国に会計事務所及びコンサルティング会社を自ら設立し、現地にて日本の企業に対して会計、
監査、税務、労務及びその他法務の業務支援及びコンサルティング業務を実施して実際に現地に事務所
を持ち、日本とＡＳＥＡＮの橋渡しとして活躍をされている会計士・税理士の方々（エス・シー・エス
国際会計事務所 より）をお招きし、パネルディスカッション方式でナマの情報をお伝えいただきます。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:00～14:50 第1部『アセアン各地域(中国・マレーシア・シンガポール・タイ・

インドネシア・フィリピン・ベトナム)の紹介と法律・会計制度』

15:00～16:45 第2部『アセアン進出の成功例・失敗例と現地法人の管理について』

17:00～18:30 交流会 会場：ラ・リヴィエール（広島県情報プラザ １階 ）

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

エス･シーエス国際会計事務所

エス･シーエス国際会計事務所は、アジア各国の会計、税務、法務及び労務に通じた公認会計士・税理士を中心
に「クライアントへの最高のサービス（Superior Client Services = SCS）の提供」を目指し、グローバルな職業
専門家集団として設立。日本企業の世界への進出 及び 世界の企業の日本への進出をお手伝いするグローバル・
ネットワークの新しい姿 。日本発の国際的なネットワークをもつ会計事務所兼コンサルティングファームです。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

★少徳 健一 公認会計士（日本）・米国公認会計士：マレーシア・シンガポール・インドネシア・東京担当

★鄭 鶴明 （Wilson Cheng ）公認会計士（香港）、税理士（香港）、MBA（銀行・税務）：香港担当

★斉藤 雄久 人事労務コンサルタント：ベトナム担当 ★内藤 昌史 税理士：香港・東京担当

★坂本 直弥 公認会計士、システム監査技術者：フィリピン・東京担当 ★山根敬介 公認会計士（日本）：タイ・大阪担当



2001年、広島県立福山誠之館高校に全国初の民間人校長として一人の校長が誕生。
マツダ㈱出身で営業や人材育成部門のエキスパートとして積んだ33年間のキャリア
と、販売会社の建て直し経験などを生かし、広島県立福山誠之館高校を３年間で見事に改革
。その後、安田女子中学高等学校 校長に赴任。
「学校も企業も改革は同じ」と、民間手法を応用した学校マネジメントの導入に取り組む 山
代 猛博氏を講師にお迎えし、企業・教育界の枠を超えた人材育成やマネジメントのノウハウ
など、実体験をもとに改革手法をお話しいただきます。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

14:40～ 受付開始

15:00～ 記念講演『民間の視点からの学校改革』

私立安田女子中学・高等学校 校長 山代 猛博氏
16:45 講演終了

17:00～ 交流会 会場：ラ・リヴィエール（広島県情報プラザ １階 ）

ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

設立４周年記念イベント

平成１７年６月１１日(土) 於：広島県情報プラザ 2Ｆ会議室



第９回 広島エンジェルズ・フォーラム

【 株式市場から日本経済・世界経済を読む！ 】

第１部では、大阪では端株を扱うことで広く知られております「廣田証券株式会社」代表取締
役の廣田様をお迎えし、株式市場より読める経済の流れについて、そして今年の日本経済大予
測をお話しいただきます。

また第２部では、「全国ＮＩＥＥ総合研究所」の菅原事務局長を講師といたしまして、経済の
流れを掴むには是非知っておきたい「経済新聞の読み方」をご講演頂きます。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

14：00～14：05 開会挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 理事 矢野和之

14：05～15：00 第１部 講演

「株式市場からみた日本経済のこれから ２００６年大予測！」

廣田証券株式会社 取締役社長 廣田 元孝 氏

15：00～15：10 休憩

15：10～16：40 第２部 講演

「世界経済・日本経済の大局をつかむ！『経済記事』の読みこなし術」

全国ＮＩＥ.Ｅ総合研究所 取締役事務局長 菅原 治 氏

16：40～16：45 閉会挨拶 広島経済活性化推進倶楽部 副理事長 山下 江

17：00～18：30 交流会（情報プラザ１F ラ・リヴィエール）

平成１８年２月２５日(土) 於：広島県情報プラザ 多目的ホール



ＮＰＯ法人広島経済活性化推進倶楽部

設立５周年記念講演会

“伝えたいのは難しいマーケティング理論ではありません。

一つの「新しい視点」です”

｢モノを売る｣視点から｢体験を売る｣視点へ

それがエクスペリエンス・マーケティング。

著書『「モノ」を売るな！「体験」を売れ！』をはじめ、

いくつものヒット作を書かれた藤村 正宏氏をお招きし、

その独自のマーケティング手法をお話頂きます。

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

18：00～ 受付開始

18：30～20：30 記念講演「『感動』で売れ！ 『体験』で売れ！」

～エクスペリエンス・マーケティングの手法で

明日からすぐに売上が上がる具体的な方法～

講師：藤村 正宏氏（フリーパレット集客施設研究所 主宰）

20：30～ 閉会挨拶

平成１８年６月２１日(水) 於：ホテルグランヴィア広島


