
オンライン開催（[ZOOM]配信）について

〇本フォーラムの第２・３回例会は「ＺＯＯＭウェビナー」
　を利用し、オンラインで開催いたします。
・オンライン例会へのご参加（視聴）には「ＺＯＯＭ」のご利用が
　必要となりますので、フォーラムご参加の申込みにあたっては、
　予め「ＺＯＯＭ」の接続状況をご確認下さるようお願いします。
　（確認用URL：http//zoom.us/test）
・当方に起因しないシステムトラブル等により画像・音声に乱れが
　生じた場合、参加費の返金は致しかねますので予めご了承下さい。　　
　この他、オンライン開催に関するご留意事項等は、当本部ホーム
　ページ「オンラインセミナーへのご参加にあたってのお願い」に
　詳細を掲載しておりますので、ご確認下さるようお願いします。
　（https://www.spc21.jp/join-online.html）

in 徳島

2022年9月　11月▶

JRホテルクレメント徳島

ご 案 内

　本フォーラムでは、斯界の第一人者を講師にお招きし、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。

2022年度

生産性革新
フォーラム

●生産性革新フォーラムについて

と　  き

と こ ろ

主催／四国生産性本部 同 徳島県支部
後援／徳島県商工会議所連合会

お申込み・お問い合わせ

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

●フォーラムのお申し込み方法

〇当本部ホームページからお申込みいただけます。
・掲載箇所：トップページ - 事業一覧 - 生産性革新フォーラム 
　　　　　　 - 生産性革新フォーラムin 徳島
（https://www.spc21.jp/business/production/tokushima.html）
・お申込みは、上記ホームページにアクセスし、メールアドレスや
　連絡先等の登録用「マイページ」を作成いただき、お手続き下さい。
　既に作成済の方は「マイページ」からお申込み下さい。
〇第１～第４各例会へのご参加登録について
・フォーラムへのお申込み完了後、各ご連絡担当者様宛に各例会の
　ご案内文書を電子メールでお送りします。
・メール到着後、上記マイページより、例会ご出欠や参加者情報等を
　ご登録いただきますようお願いします。

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

[ 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

参 加 費
（消費税込み）

と こ ろ

第１例会
第４例会
会　　場

ＪＲホテルクレメント徳島
（開催会場）４階 クレメントホール
[住所]徳島市寺島本町西1丁目61番地
[電話]088-656-3111

（ご連絡事項）

ご請求

第４回（最終）例会終了後、各企業・団体のご連絡担当者様
宛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
だきますようお願いします。

ご参加
人数に
ついて

フォーラムお申込み１口につき、１例会に２名様までご参加
いただけます。
・ご参加予定者のご都合が悪くなった場合は、代理のご出席
や他県会場の同一例会への振り替えての参加が可能です。

・代理・振り替えでのご参加の場合は、事前に事務局まで
ご連絡いただきますようお願いします。

四国生産性本部 　会　長　長井  啓介

同 徳島県支部　　支部長　三木  康弘

【個人情報の取り扱いについて】
⑴ 参加申込によりご提供いただいた個人情報は、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（https://www.spc21.jp）を
ご参照願います。

　 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、
ご理解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

⑵ 個人情報は、本フォーラム実施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、第三者に開示、提供する
ことはありません。

⑶ 個人情報の開示、訂正、削除については、 総務広報部　個人情報担当窓口
（TEL 087-887-0512）までお問い合せ下さい。



2022年度 生産性革新フォーラム in 徳島（各例会の概要について）

・１９６１年生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。毎日新聞社、月刊アスキー
編集部を経て２００３年に独立し、テクノロジーから政治、経済、社会、
ライフスタイルにいたるまで幅広く取材・執筆している。
・総務省情報通信白書編集委員。ＴＯＫＹＯ ＦＭ放送番組審議委員。
（出演）インターネットＴＶ「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ｣、ニッポン放送「飯田  

　浩司のＯＫ！Ｃｏｚｙ ｕｐ！」レギュラーコメンテーター 他多数。
（著書）  ｢そして、暮らしは共同体になる。｣（2016）､
　　　  「広く弱くつながって 生きる｣（2018）、
　　　  「読む力　最新スキル大全」（2022）他多数。

講師プロフィール 講演タイトル（概要）例会 日時 開催場所 講師写真

作家・ジャーナリスト
佐 々 木　俊 尚　氏

・新型コロナ禍での「リモートワーク」の定着化により、自分の趣味を
より楽しもうと、大都市圏から離れ「リモート」で働きながら、自然
豊かな地方に移住し、新しいライフスタイルを模索する人が増えて
います。
・東京・長野・福井の多拠点生活を約１０年前より実践し、都会と地方
の移り変わりを見つめてきた佐々木氏より、ご自身の体験なども含め、
地方で「働き」「暮らす」こと、そして「地方創生｣｢地域活性化」に関
するヒントなどをご紹介いただくとともに、地方で躍進する企業の
取組み事例なども、併せてご紹介いただきます。

「これから、地方で『働く』
　　　　　            『暮らす』ということ」第

１
回
例
会

９月１２日
（月）
13：30

～

15：10

ＪＲホテル
クレメント
徳島

４　階
クレメント
ホール

株式会社 寿商店

常務取締役　森　　  朝 奈　氏
「次世代魚屋のデジタルシフト」

第
４
回
例
会

１１月３０日
（水）
13：30

～

15：10

ＪＲホテル
クレメント
徳島

４　階
クレメント
ホール

「ニュースの最前線から伝える、
　　　　　　　　　『これからの日本』」第

２
回
例
会

１０月１４日
（金）
13：30

～

15：10

オンライン
開催

松山会場より
[ZOOM]配信

・１９６３年生まれ。同志社大学を卒業後、日本興業銀行に入行。１９９０年
にソニー㈱に入社。盛田会長直属スタッフとして財界活動を補佐するととも
に、ハーバード・ケネディ・スクールに留学し公共経営学修士号を取得。
   出井社長戦略スタッフ兼スピーチ・ライターを務める。ソニーＩＴ戦略会議
の議長補佐としてＩＴ国家戦略策定にも携わった後、グローバル戦略部長
を経て退社。独立後は、１万人以上のビジネスリーダーにコミュニケーション
講座を提供する。

（著書）「なぜ、優れたリーダーは失敗を語るのか」（2015年）、
　　　  「ソニー歴代トップのスピーチライターが教える 人を動かすスピーチ 

　の法則」（2017年）他多数。

株式会社 ロジックアンドエモーション
代表取締役　佐 々 木　繁 範　氏

・ソニーの盛田昭夫会長の側近として学び、出井伸之社長のスピーチ
ライターを務めるなど、トップの様々なメッセージ発信を支えてきた
佐々木 繁範氏を講師にお招きし、「人を動かすリーダーの話し方」に
ついて、お話しいただきます。
・また、スピーチの専門家としての視点から、スティーブ・ジョブス氏を
はじめとする多くのビジネスリーダーによる「珠玉の言葉（スピーチ）」
を分かりやすく分析・解説し、ご紹介いただきます。

「ソニー歴代トップのスピーチライターが
    教える『人を動かすリーダーの話し方』｣第

３
回
例
会

１０月２５日
（火）
13：30

～

15：10

オンライン
開催

高知会場より
[ZOOM]配信

読売テレビ放送株式会社

・常に経済・政治・社会の現場で取材に関わり、「ニュースの最前線」から、
ニュース報道を続けてきた、高岡 達之 氏を本講演にお招きします。
・本講演では、日々の多くのニュースを題材に、日本の経済・政治等の
現状を解説いただくとともに、その先の「これからの日本」について、
分かりやすくお伝えいただきます。

解説委員長　高 岡　達 之　氏
・１９６３年生まれ。関西学院大学卒業後、読売テレビ放送に入社。報道部
記者（大阪府警キャップなど）、同部デスク・統括を経て、２０１０年報道局
副部長兼チーフプロデューサー。２０１８年より関西学院大学で講師を
務める。
   ニュース解説やコメンテーターとしてのテレビ出演も多数。 
   趣味は海洋堂などのフィギュア集め。２０１９年報道局解説委員長。
（出演）読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」パネリスト、
　　　  同「かんさい情報ネット ten.」・ 「そこまで言って委員会ＮＰ」、
　　　  日本テレビ「ＺＩＰ！」他多数。

・１９８６年生まれ。早稲田大学卒業後は楽天に入社し社長室に配属。
   ２０１１年に退職し、父･嶢至 氏が経営する鮮魚卸･小売･飲食業「寿商店｣
に入社。
   ２０１７年常務取締役に就任。
   新型コロナ禍で、飲食事業の売上が大幅に減少する中、YouTube チャンネル
「魚屋の森さん」の開設などＳＮＳの積極活用により、ネット通販全体の
売上げを前年比で１０倍にまで拡大させる。
   同チャンネルは、２０２１年「日本の human of YouTube」に選定される。
（出演）日本テレビ「ＺＩＰ！」、関西テレビ「セブンルール」他多数。

・幼少期から大きな魚を解体する父の姿に憧れていた「魚屋の森さん」。
   大学卒業後はＩＴ大手の楽天に入社し、社長秘書を務めたが、２年後
に父の経営する「寿商店」に入社。魚のさばき方などを基本から学ぶ
とともに、同社のバックヤード業務に係わり、ＩＴを土台に大胆な合理化・
効率化で経営革新を図り、飲食店舗数を更に拡大。
・新型コロナ禍の休業・時短営業により経営に大きな打撃を受けたもの
の、「イエナカ需要」に閃いた森さん。新たに開発した「鮮魚宅配セット」
が大ヒット。
・本フォーラムでは、ＳＮＳでの情報発信など果敢にデジタルシフト経営
を続ける「次世代魚屋の森さん」を講師に迎え、経営革新への取り組み
などをご紹介いただきます。


