
 
 

令和２年１月１６日 
 

 鶴岡信用金庫若手経営者塾－マネジメントキャンパス－ 

第５期生募集について 

 

鶴岡信用金庫（理事長 佐藤祐司）は、「鶴岡信用金庫若手経営者塾－マネジメントキャ

ンパス－」の第５期生を募集いたします。 

 

記 

 

１．申込方法 

   入塾に関心のある方は、最寄りの店舗にて、入塾申込書にご記入（捺印必要）の上、

お申込みください。 

２．入塾申込受付開始日 

   令和２年１月１６日（木）より 

３．入塾条件 

鶴岡信用金庫の営業地区内に居住または事業所を有し、入塾時の年齢が満４５歳以

下であり、かつ、下記（１）～（３）の要件のいずれかを満たす方 

（１）企業の経営に参画している方、または、将来経営に参画予定の方 

（２）創業後５年未満の経営者の方 

（３）これから起業を予定している方 

４．年会費 

３５，０００円 

５．期間 

令和２年４月入塾式から令和３年２月卒塾式まで 

６．講義 

４月から１２月迄毎月１回、午後１時３０分から午後５時００分まで、東北公益文

科大学鶴岡キャンパス・庄内産業振興センター研修室他を会場に講義を行います。 

（会場は都度案内します。開催日時・カリキュラムは変更する場合があります） 

７．定員 

３０名（定員となり次第締切ます） 

 

以 上 

 

＊ 本件に関するお問い合わせ先・照会先 

総合企画部 地域創生課（担当：新橋・渡部） 

ＴＥＬ：０２３５－２２－２６８０ 



平尾  清
塾  長

塾長からの
メッセージ

鶴岡信用金庫
〈事務局〉総合企画部地域創生課 TEL0235-22-2680

〈主催〉
山形県庄内総合支庁、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町、公益財団法人庄内地域産業振興センター、
東北公益文科大学、山形大学農学部、鶴岡工業高等専門学校、鶴岡商工会議所、酒田商工会議所、出羽商工会、
酒田ふれあい商工会、遊佐町商工会、庄内町商工会、公益社団法人鶴岡青年会議所、公益社団法人酒田青年会議所、
一般社団法人庄内中央青年会議所、日本政策金融公庫酒田支店、信金中央金庫東北支店

Management Campus

鶴岡信用金庫
若手経営者塾

2020年 　4月  4日 (土) 
2020年 　5月23日(土)
2020年 　６月20日(土) 
2020年 　7月18日(土)
2020年 　8月中  

☆第5期 年間カリキュラム(午後1時30分～午後5時00分)

パネルディスカッションの参加申込・入塾のお申込みは、鶴岡信用金庫総合企画部地域創生課またはお近くの店舗まで

入塾式・第1回講義（講師:奥田 政行氏）

第2回講義（講師:井上 浄氏）

第3回講義（講師:荒川 昭正氏）

第4回講義（講師:我孫子 勝広氏）

夏期特別講座（第5回講義）

第6回講義（講師:大和 匡輔氏）

第7回講義（講師:山中 大介氏）

第8回講義（講師:菅原 潤一氏）

第9回講義（ビジネスプラン策定）

卒塾式・記念イベント

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

「経営戦略：戦略立案と評価、実践について」

「起業の経験」

第4期生卒塾式・

つなぐ力で100年幸せな街づくり
〈後援〉

2020年 　9月19日 (土) 
2020年 10月17日(土)
2020年 11月21日(土) 
2020年 12月19日(土)
2021年 　2月20日(土)  

◆日時：2020年2月15日(土)14：00～16：30 
◆会場：グランドエル・サン

◆第4期生卒塾式(卒塾証書授与式)  
◆ビジネスプラン成績優秀者成果発表会
◆パネルディスカッション(コーディネーター：平尾 清氏  パネリスト：OB塾生)
 

尾 清平尾尾 清尾尾平尾平 清平尾 清平尾 清清平尾尾
長塾  長長塾塾 長長塾 長長塾 長塾 長塾 長

塾長からの
メッセージメッッッメメ セージッッ ーッ ジ

第5期生募集！！
「地域資源を活用したブランディング」

※開催日時・カリキュラムの内容については変更する場合があります。　※会場につきましてはその都度お知らせします。

入塾に興味のある方は、是非ご参加ください！

2020年
4月開塾

地域でつながる100名以上の仲
間たちが待っています！

井上  浄氏
株式会社リバネス 
代表取締役副社長ＣＴＯ

山中 大介氏
ヤマガタデザイン株式会社
代表取締役

菅原 潤一氏
Spiber株式会社　
取締役兼執行役

我孫子 勝広氏
合資会社そふと
&ワビタン 代表

奥田 政行氏
アル・ケッチァーノ　
オーナーシェフ

荒川 昭正氏
荒川税理士事務所 代表

大和 匡輔氏
鶴岡シルク株式会社　
代表取締役

平尾  清氏

塾  長

塾長からの
メッセージ

入場無料 

4：00～16：30 ◆第4期生卒塾式(卒塾証書授与式) 
パネルディスカッション 

講
師
陣

〈講義〉４月入塾式から翌年卒塾式まで

鶴岡工業高等専門学校 客員教授、
青山学院大学 非常勤講師、
コロンビアビジネススクール「VFA
(日本語版)」講師、 酒田市 政策参与

地域の未来は、地域の人々の活躍
によって変わります。庄内では、130
名以上の地域を愛し未来を信じる
若者たちのチャレンジが始まって
います。この変革への動きを、一緒
に盛り上げていきませんか。地域の
未来に可能性をつくる！そんなチャ
レンジを一緒にやりましょう。 塾生
には、地域で一番頼りになる仲間が
できます。庄内から世界に挑戦する
講師陣とダイレクトにつながるチャ
ンスがあります。地域の未来を信じ
る人が集まるこの塾に、是非、皆さ
んのご参加をお待ちしております！
プロフィール
山形大学卒業後、ストラテジストとして
IBM、マイクロソフト、GEを顧客志向に
変革するプロジェクトをリード。
新しいスタイルのコンサルティング事務所
『Nina consulting』を設立し、世界ブラン
ド企業のビジネス戦略/人材育成をはじめ
として、NPO、公共機関などジャンルを
超えた幅広いソリューションを提供している。

「庄内の問題点をプラスに変える経営活用術」

「人材育成とチームビルディング」

「会計の勘所をつかむ」

「マーケティング戦略」



鶴岡信用金庫
つなぐ力で100年幸せな街づくり

◆ 目　　的

◆ 塾　　長
◆ 定　　員
◆ 入塾条件

◆ 年  会  費
◆ 期　　間
◆ 講　　義

◆ 運　　営

めまぐるしく変化する経営環境の中、新たな時代の経営を担う若手経営者、後
継経営者、 創業者を対象とし、 経営者としての経営力を高め、 お客様づくり・
財務・人材育成など経営を体系的に学ぶカリキュラムと、地域経済を牽引でき
る経営者としての素養と見識を高める事を目的とします。
平尾  清 氏(鶴岡高専 客員教授／青山学院大学 非常勤講師／コロンビアビジネススクール VFA  講師／酒田市 政策参与)  
30名程度（参加希望者により変動する場合があります）
原則として鶴岡信用金庫の営業地区内に居住または事業所を有し、 入塾時の年
齢が満４５歳以下であり、 かつ、 
〈1〉企業の経営に参画している方、 または、 将来経営に参画予定の方 
〈2〉創業後５年未満の経営者の方 
〈3〉これから起業を予定している方   のいずれかの要件を満たす方
35,000円
毎年４月入塾式から翌年2月卒塾式まで
4月から12月まで毎月１回、 午後1時30分から午後5時00分まで。 
会場につきましてはその都度お知らせします。
主催は鶴岡信用金庫とし、 事務局は総合企画部地域創生課とします。

1959年、山形県鶴岡市生まれ。2002年荒川税理士
事務所所長として事務所を承継。元東北税理士会
調査研究部委員、TKC全国会相続税及び経営革新
等特任講師、日経ＢＰ経営者クラブ講師、東北ブロッ
ク青申会、鶴岡商工会議所創業塾・実務簿記講師
など多数の研修講師を歴任。
税務・会計の分野にこだわらず多種多様な中小企
業経営のアドバイザーとして、仕事の質へのこだわ
りを大切にし、多くのビジネス事案に取組んでいる。

1985年、東京都生まれ。 2008年、慶応義塾大学
環境情報学部を卒業。 同年、三井不動産株式会
社入社。郊外型大型商業施設の開発と運営に携
わった後、 2014年に山形県庄内地方に移住し、
街づくりを担うヤマガタデザイン株式会社を設立。
鶴岡サイエンスパークの開発を指揮して、2018年には
旅の目的地となるホテル「スイデンテラス」と全天候
型児童遊戯施設「キッズドームソライ」をオープン。
同年、 農業分野での新規事業もスタートさせた。

1965年、山形県鶴岡市生まれ。 2005年、庄内産業
振興センター 「起業家育成施設」 で似顔絵データ
販売サイト 『似顔絵ショップ そふと』 を創業する。 
その後、 合資会社そふとを設立。  全国に向けての
似顔絵専門のＥＣショップを数サイト運営。 地元では
「ヤマガタwebビジネス研究会」 の会長としてインタ
ーネットを活用した実践会を行う。 2016年より、山
形県よろず支援拠点のコーディネーターとして、地
域企業に対してWebを活用した集客支援や新規
事業立ち上げサポートを行っている。

事務局/総合企画部地域創生課 TEL0235-22-2680

大和 匡輔氏 

1984年、東京都生まれ。2011年、慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科後期博士課程を修了。在学中の
2007年にSpiber株式会社を共同創業、取締役に就任
（現任）。持続可能な社会の実現を目指し、クモの糸を始
めとする高機能で環境負荷の低いタンパク質材料の生
産、及び加工技術の研究開発に取り組む。2018年9月より
株式会社シンプロジェン代表取締役に就任。タンパク質等
の設計図となるDNAを低コスト高効率に合成する技術の
開発、及びDNAの受託合成サービス等に取り組んでいる。

　グッドファーマー技研㈱の大川隆です。  若手経営者の講義では、 毎回
多彩な講師陣から経営について学ぶと共に、 様 な々業種の方 と々知り合う
機会に恵まれました。 そして本年度には若手経営者塾OB会「NeXT」も設立
され、総勢130名を超える方 が々交流しやすい環境が整えられております。
参加される塾生・OBの方 の々多くは、何かを求めて来られている方 な々の
で建設的な意見が飛び交い、 経営を学びつつも楽しく活動させて貰って
います。 何か相談事・困っている事はありませんか？ 若手経営者塾とNeXT
に是非御相談ください。 入塾式でお待ちしております。

　2017年に鶴岡市山王通り商店街に珈琲自家焙煎店をオープンした、株式
会社千コミュニケートの岡部です。 私は東京からIターンで鶴岡に移住して
きました。 まだ鶴岡の事をよくわからず、仲間もいなかった私にとって若手経
営者塾は仲間作りの場として非常に有効でした。 講師の方は経営の先頭を
走っているトップランナーの方 ば々かりで、しかも地域に精通しており講義の
内容はすぐに経営指針に生かせる内容でした。 これから鶴岡で事業を始め
られる方や経営革新のきっかけをつかみたい方は、このチャンスを逃さず受
講してさらなる飛躍を目指してほしいです。

第1期卒塾生
OB会「NeXT」実行委員長

大川  隆 さん

第2期卒塾生　
岡部 千信 さん

第3期卒塾生　
佐藤 奈美 さん

　鶴岡市で社会保険労務士をしている佐藤奈美です。 平尾塾長はじめ
第一線で活躍する講師の皆さんの講義を聴くことは、自分自身の視野を広
げてくれることはもちろん、 困難にぶつかった時にどう考え行動すべきか
など 「生き方」 を学ぶ１年だったと感じています。
   また大変魅力的な同期の方 と々の出会いも一生の宝だと思っています。

井上 浄氏

荒川 昭正氏

我孫子 勝広氏

山中 大介氏  

菅原 潤一氏 

卒塾生からのメッセージ　「マネジメントキャンパスで学んで」

１９５８年、山形県鶴岡市生まれ。明治薬科大学薬学
部卒業後、薬剤師免許を取得し日本チバガイギー㈱
（現ノバルティスファーマ）入社。大学病院担当ＭＲと
して勤務。 帰省後、東福産業㈱入社。 ２００２年同社
代表取締役社長就任（現職）。２０１０年、鶴岡シルク
「ｋｉｂｉｓｏプロジェクト」事業会社、鶴岡シルク株式会社
を設立し代表取締役社長就任（現職）。鶴岡織物工
業協同組合の理事、 鶴岡工業高等専門学校客員教
授、鶴岡市総合計画審議会企画専門委員を務める。

概　要 講師プロフィール

◆運　 営 主催は鶴岡信用金庫とし、 事務局は総合

卒塾生が100名
を超えました。ました。

ビジネスプラン部
門に第3期生21組

がエントリー、

最終選考に3組が
選ばれました。

画部地域創生課とします。
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ー、
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鶴岡市ビジネスプラ
ンコンテスト2018

1969年 山形県鶴岡市生まれ。 鶴商学園高等学校
（現鶴岡東高等学校）卒業後、東京のイタリアン、フレ
ンチなどで働く。2000年に旬の地元産食材を使った
イタリアンレストラン「アル・ケッチァーノ」を独立開業。
山形県庄内総合支庁より「食の都庄内」親善大使に任
命され、鶴岡市より農業発展奨励賞・市政功労賞を受賞。
更に、山形県産業賞・山形新聞平和賞を受賞。第1回
「辻静雄文化賞」受賞。スイスダボス会議JapanNight
2012では料理総責任監修を務める。農林水産省料理人
顕彰制度「第一回料理マスターズ（シルバー賞）」受賞。
世界野菜料理コンテスト「ベジタリアンチャンス」3位入賞。

奥田 政行氏

1977年、群馬県生まれ。株式会社リバネス代表取締役
副社長ＣＴＯ。熊本大学薬学部先端薬学教授、慶應義塾
大学薬学部客員教授、株式会社メタジェン技術顧問等を
兼務。研究開発を行いながら、大学・研究機関との共同研究
事業の立ち上げや研究所設立の支援等に携わる研究者。
多くのベンチャー企業の立ち上げにも携わり顧問を務める。  
㈱メタジェン…慶應義塾大学と東京工業大学のジョイン
トベンチャー企業。 腸内環境の研究・解析で世界最
先端の技術を誇り、腸内環境情報を基盤とした層別化
医療・ヘルスケアにより「病気ゼロ」の実現を目指す。


