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ザ クラウンパレス新阪急高知

ご 案 内

　本フォーラムでは、斯界の第一人者・キーパーソンを、

講師にお招きし、専門的な立場から時代の流れと予測され

る変化を解説していただくなど、皆さま方の事業運営や課

題解決のお役に立つ、複数の視座を持った、より新しい情

報に触れる機会を提供して参ります。

　時節柄、業務ご多忙のことと存じますが、多くの皆さま

のご出席を賜りますようご案内申し上げます。

四国生産性本部 　会   長　長井  啓介
同 高知県支部    支部長　山元  文明

2021年度

生産性革新
フォーラム

●フォーラムのお申し込み方法●生産性革新フォーラムについて

主催／四国生産性本部 同 高知県支部
後援／高知県商工会議所連合会

お申込み・お問い合わせ

と　  き

と こ ろ
（消費税込み）

と こ ろ

第１例会

第４例会

会　　場

ご案内図

 会場：ザ クラウンパレス新阪急高知 ３階 花の間
（高知市本町4丁目2-50  TEL 088-873-1111）

第１例会の終了後、各企業・団体のご連絡担当者様に、請
求書をお送りしますので、当本部の指定口座にお振込みい
ただくようお願いします。
なお、恐れ入りますが、振込手数料は、貴社にてご負担い
ただくようお願いします。

ご 請 求

［ 会員企業 ］ 　　４６,２００円
［ 会員労働組合 ］ ３９,６００円
［ 一般企業 ］ 　　５５,４００円
［ 一般労働組合 ］ ５５,４００円

〇企業経営者、経営幹部の皆さま
〇支店、営業所、工場の幹部社員の皆さま
〇労働組合幹部の皆さま

ご案内の
皆さま

四国生産性本部 人財育成部［担当：大田原］
TEL（087）851-4262  FAX（087）851-4270
E-mail：oodahara@spc21.jp

（ご参加人数等について）
　○お申込み１口につき、１例会２名様までご参加いただけます。
　○ご参加予定の方のご都合が悪くなった場合は、代理出席もしくは他県の会場
　　で開催する例会への振り替え参加（※）も可能です。その際は、事前に事務局
　　までご連絡下さい。
　※第１回例会からの振り替え参加については、同じ第１回例会（他県開催会のい
　　ずれかの第１回例会）とさせていただきます。

当本部のホームページから、以下の手順でお申込み下さい。
　お申込みのメールアドレス単位で「マイページ」を作成しております。
　既にお持ちの方は、「マイページ」からお申し込みください。

○フォーラムのお申し込み後に、各例会のご案内を各企業・団体の
　「ご連絡担当者」様あてに、に電子メールでお送りします。
○ご連絡担当者様におかれましては、当本部ホームページ「マイペ
　ージ」の出欠登録フォームをご活用の上、例会開催日の一週間前
　までに、ご出欠・ご参加者様名等のご登録をお願いします。

「マイページ」をお持ちでない方のお手続き方法

⑤マイページのログイン
URL・初期パスワードを記
載した「お申込完了メール」
が届きます。
今後のお申込みでは、マイペー
ジよりログインいただきます
と、お客さま・連絡担当者情報
等を入力することなく、スムー
ズにセミナーのお申込みなどが
行えます。（なお、初期パスワー
ドは変更いただくようお勧めし
ます）

①ご希望のセミナーを
　選択してください

②「お申込みは
　 こちら」を
　 クリック

③連絡担当者（申込窓口）の
　メールアドレスを入力して
　「投稿」ボタンをクリック

④「お申込み情報入力ページＵＲＬが届いたら
　ログインし、お客様情報・連絡担当者情報・
　等を入力して「送信」ボタンをクリック

参 加 費
（消費税込み）



2021年度 生産性革新フォーラム in 高知（各例会の概要およびオンライン配信について）

・１９９６年㈱堀場製作所入社後、ＩＲ担当や社長秘書を務め、２００７年より２度の産
休・育休を経て、２０１４年の管理職昇格と同時に、同社の国内グループを横断する「ス
テンドグラスプロジェクト」を発足。ダイバーシティの当事者として「無意識の壁」
を越え、リーダーとして３年間、プロジェクトをけん引。社内にダイバーシティの考
え方を広く周知、経営層を巻き込んで意識改革を行った。

・２０１７年１月より同プロジェクト室長に就任。役員・人事メンバーで構成するステ
アリングコミッティと現場ＷＧの三位一体体制をハンドリングする形で活動している。

・２０１６年新・ダイバーシティ経営１００選、２０１９年から３年連続で「なでしこ」
銘柄、２年連続で「健康経営」銘柄に同社が選定されるなど、プロジェクト活動の継
続が女性活躍や改革の数値に表れ、成果に繋がっている。

例会 日時 開催場所 講師

｢｢おもしろおかしく」の社是のもとで取り組む､堀場製作所の
       ダイバーシティ推進」～ステンドグラスプロジェクトと働き方改革～

「「Ｋ字回復」からみえる世界
　　　　　　　　　　　　及び 日本経済のこれから」

・１９６７年静岡市生まれ。子どもの頃からスポーツに打込み、中学入学後バスケッ
トボール部に所属し、３年連続全国大会優勝を果たす。

・愛知教育大学を卒業後は、小学校教員に。小学生男子バスケットボールのクラブチー
ム監督としても活動し、３度全国大会優勝へと導く。

・結婚を機にエスワイフードの役員となり、夫である創業者の山本重雄を支える。
・２０１６年８月、夫、重雄の急逝により、代表取締役に就任。現在は創業以来の伝
統を守りつつ、新しい挑戦も続けている。

「伝統を守りながら、変わり続けることの重要性」
～ 立ち止まらない私流の経営手法 ～

・１９６１年１０月神戸市生まれ。学生時代のアルバイト経験を通じて飲食業の魅力
に目覚め、１９８５年焼鳥店「トリドール三番館」を創業。

・１９９０年法人設立。近年は主力業態「丸亀製麺」を中心に展開。
　２０１１年４月には、丸亀製麺の海外１号店をハワイに出店し、その後も積極的
に海外展開を進めている。

・２００８年東証一部上場、２０１６年株式会社トリドールホールディングスへ商号
変更。

・現在、国内外に約１７００店舗以上を展開。グローバルフードカンパニーを目指し、
果敢に挑戦を続けている。

９月１日

（水）

13：30

～

15：10

株式会社 堀場製作所
ステンドグラス
プロジェクト推進室長
兼 秘書室 副室長
  森口　真希  氏

株式会社
トリドール
ホールディングス
代表取締役社長
  粟田　貴也  氏
粟田様はリモート形式で
ご講演の予定
（第４回例会は左記会場で
開催いたします）

１０月１８日

（月）

13：30

～

15：10

１２月６日

（月）

13：30

～

15：10

１１月１０日

（水）

13：30

～

15：10

ザ クラウン
パレス
新阪急高知

３　階
花の間

ザ クラウン
パレス
新阪急高知

３　階
花の間

オンライン
配信

（徳島会場）

オンライン
配信

（愛媛会場）

第
１
回
例
会

第
２
回
例
会

第
３
回
例
会

第
４
回
例
会

株式会社
エスワイフード
(世界の山ちゃん )　
代表取締役
  山本　久美  氏

講演テーマ・プロフィール

【個人情報の取り扱いに関するお知らせ】
○参加申込によりご提示いただきました個人情報は、当本部の個人情報保護方針
に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。 なお、当本部個人情報保護
方針の内容については、当本部ホームページをご参照いただきますようお願い
します。 （当本部ホームページ：https://www.spc21.jp/）
○参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におかれましては、内容をご確認・ご
理解の上、お申込みいただきますようお願いいたします。 
○個人情報は、本フォーラムに関わる参加者名簿等の作成・配布ならびに当本部
が主催・実施するサービスのご提供や事業のご案内のために 利用させていただ
きます。但し、法令に基づく場合などを除き、第三者に提示、提供することは
ありません。 
○個人情報の開示､訂正､削除については、総務広報部 個人情報保護担当窓口
（TEL： 087-887-0512）までお問い合せください。

 １．新企画「オンライン配信」の実施について

○「ＺＯＯＭ」オンライン配信イメージ

〇オンライン配信視聴用の「ＺＯＯＭ」ＵＲＬをはじめ、ご参加に関するお知らせ
や注意点等の詳細については、お申込み後、各企業・団体の連絡窓口ご担当の
方に、あらためてご連絡させていただきます。

（例会の模様を配信）
フォーラム
第２・３回例会
開催会場

（事業所でのご視聴例 )

ZOOM

Web会議
システム

 ○○工場（ＰＣ）

 ○○支店（ＰＣ）

【ご留意いただきたい事項について】
○ご参加（視聴）には「ＺＯＯＭ」のご利用が必要となります。
　皆さまのＰＣと「ＺＯＯＭ」ツールとの接続について、予めご確認いただいて
から、お申込みいただきますようお願いします。
　（接続確認用URL：http//zoom.us/test）
○オンライン配信でのご参加人数については、一企業または一団体につき、事前
にお申込みいただいた２名様までとさせていただきます。
○オンライン配信の録音・録画および配信で使用する資料・電子ファイルの転用
は禁止とさせていただきます。
○参加者の皆さまがご利用された機器やシステムのトラブルにより、音声や画像
に乱れが生じるなどしてご受講できなかった場合は、フォーラム参加費用の返
金等はいたしかねますので、予めご了承ください。

〇第１回（9／１）・４回（１２／６）例会は、左記会場にご参集いただきますが、
第２回（１０／１８）・３回（１１／１０）例会は、他県会場の講演模様を「オ
ンライン」配信によりご視聴いただけます。（オンライン配信例会は、他県会場
へのご参加も可能です。ご希望の方は、事前に事務局までご連絡ください。）
　会場開催およびオンライン配信の実施により、最大で４回のご参加が可能とな
りました

〇参加費用については、昨年度のフォーラム（３回開催）と同額とさせていただい
ております。ぜひ、本フォーラムへのご参加をご検討下さい。

 ２．「オンライン配信」ご参加および留意事項等について

【ご参加（ご視聴）方法等について】
〇フォーラムのオンライン例会の配信は、Web 会議システム「ＺＯＯＭ｣を利用
して行います。
〇オンライン配信対象の例会への参加については、皆さまの事業所等のパソコン
（ＰＣ）から、「ＺＯＯＭ」システムにアクセスし、例会の模様をご視聴いただ
きます。

経済アナリスト
認定テクニカル
アナリスト
(CMTA®)
公共政策修士
  馬渕   磨理子  氏

「すべては、お客様のよろこびのために」
　　  ～ チェーン業態の常識をことごとく打ち破る経営手法 ～

・京都大学公共政策大学院で、法律、経済学、行政学、公共政策を学び、修士課程を修了。
・法人の資産運用・管理を自ら行い、そこで学んだ財務分析・経営分析を生かし、フィ
スコのアナリストに。

・フジテレビ、日経 CNBC、プレジデント、ダイヤモンド、日経クロステック、
Forbes JAPAN、SPA ！など多数メディア実績。

・現在は、ベンチャー企業にも所属し、実務経験を通して企業分析を行う強みを持つ。
大学時代は、ミス同志社を受賞している。


