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26-1 不可 川本　和久 福島大学　人間発達文化学類　教授
新規採用職員（前期）研修①講演
『勝利への伴走者』

H26.4.11

26-2 可 鈴木　勇人 ㈱AC福島ユナイテッド　代表取締役
新規採用職員（前期）研修②講演
『Jへの挑戦』―地域に必要とされるクラブを目指して―

H26.4.18

26-3 可 石河　美奈 クラップス　代表
新規採用職員（前期）研修③講演
『あこがれ』の創造

H26.4.25

26-4 可 宮田　英治
福島スポーツエンタテインメント㈱
代表取締役

新規採用職員（前期）研修④講演
『スポーツが好き』から始まる地域活性化

H26.5.16

26-5 可 定野　司 東京都足立区　総務部長
新任係長研修①講演
『課題解決能力の向上をめざして』
～楽しく仕事をするためのヒント～

H26.5.7

26-6 不可 橘　弦一郎 浪江焼麺太国
新規採用職員（前期）研修⑤講演
「まちおこし」から「まちのこし」へ
～未来へ紡ぐ故郷の思い～

H26.5.23

26-7 可 石山　波恵 波恵ダンス・カルチャーパーク主宰
新規採用職員（前期）研修⑥講演
『継続は力なり。自分の夢を実現するには・・・』

H26.5.30

26-8 不可 正垣　泰彦 株式会社サイゼリヤ　　代表取締役会長
新任係長研修②講演
『リーダーシップとは』

H26.6.3

26-9 不可 島　康子 まちおこしゲリラ集団あおぞら組　組長
応用力アップ研修①講演
『理屈こねる前に、まんず動け！　～ゲリラ流のまちおこし』

H26.6.9

26-10 不可 鈴木　賢治 株式会社　夜明け市場　代表
基礎力アップ研修①講演
『これからの福島と突き抜けた六次化事業』

H26.6.11

26-11 不可 髙橋　信博 山形県農政企画課　地域づくり専門員
総合力アップ研修①講演
『まち・むらの元気再生に向けて～行政に求められる視点と役割～』

H26.6.16

26-12 不可 大野　和明
下町ボブスレープロジェクト委員会
広報スポンサー委員会副委員長

基礎力アップ研修②講演
『東京大田区発　“下町ボブスレー”の可能性』

H26.6.18

26-13 可 高野
ﾀｶﾉ

　誠
ｼﾞｮｳｾﾝ

鮮
石川県羽咋市教育委員会文化財室　室
長

応用力アップ研修②講演
『可能性の無視は最大の悪策』
～公務員応用力アップの仕事術～

H26.6.23

26-14 可 奥山　恵美子 宮城県仙台市長
新任係長研修③講演
「人口減少社会」を切り抜ける係長術

H26.6.30

26-15 可 横田　純子 特定非営利活動法人　素材広場　代表
基礎力アップ研修③講演
『ふくしまをあこがれの地にするために』

H26.7.2

26-16 可 藻谷　浩介
㈱日本総合研究所　調査部　主席研究
員

新任係長研修④講演
『時代の流れを読み、現状を打破する政策とは』

H26.7.8

26-17 可 岸川　政之 三重県多気町　まちの宝創造特命監
総合力アップ研修②講演
～高校生レストラン「まごの店」の仕掛け人が語る～
『地域の宝を探し出せ！』

H26.7.10

26-18 可 鈴木　勲 株式会社ら・さんたランド　代表取締役
新任係長研修⑤講演
『大激動の時代を生き抜くために大切なこと』
～将来の予見を持って働くことの重要性～

H26.7.15

26-19 可 江尻　義久 株式会社ハニーズ　　代表取締役社長
新任係長研修⑥講演
『ハニーズの３５年の変化対応』
～ビジネスも生き方も基本の理念をしっかりと～

H26.7.22

26-20 可 関　由有子 あわゆき組　　代表
基礎力アップ研修④講演
『越後高田発・あわゆき組の十年とこれから』

H26.7.30
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26-21 可 岩田　喜美枝
公益財団法人　21世紀職業財団
会長

新任係長研修⑦講演　Vol.1
『企業・行政における女性活躍の推進』

H26.8.4

26-22 可 岩田　喜美枝
公益財団法人　21世紀職業財団
会長

新任係長研修⑦講演　Vol.2
『企業・行政における女性活躍の推進』

H26.8.4

26-23 不可
セーラ・マリ・カミ
ングス

株式会社　文化事業部
代表取締役

新任係長研修⑧講演
『強い信念をもってみんなで未来を築く』

H26.8.19

26-24
不可

※一部撮影不可
鳥越　淳司

相模屋食料株式会社
代表取締役社長

新任係長研修⑨講演
『伝統食品“おとうふ”での戦い』
～6年間で売上4倍に～

H26.8.25

26-25 可 本田　勝之助 本田屋本店有限会社　代表取締役
基礎力アップ研修⑤講演
『地域ブランドから都市ブランド戦略へ』

H26.9.1

26-26 可 土橋　克己
甲府市地方卸売市場　市場経営室
計画課計画係長

総合力アップ研修③講演
～職員の熱意が地域を変える！～
『おらがまちはオラ達がこさえる』

H26.9.29

26-27 可 織田　金也
株式会社向山製作所
代表取締役社長

新規採用職員(後期)研修①講演
『逆境を糧に電子部品工場のフードビジネスへの挑戦』

H26.10.10

26-28 可 鬼丸　昌也
特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス
理事

応用力アップ研修③講演
『こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した』

H26.11.6

26-29 不可 澤山　聖美
㈱ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬
企画管理部マネージャー

新規採用職員（後期）研修④講演
『「はたけんぼ」における地域に根ざした取り組みについて』

H26.11.14

26-30 可 谷口　宏子
㈱第一印刷
福の鳥プロジェクト　プロデューサー

新規採用職員（後期）研修⑤講演
『福島を元気に!!　福の鳥プロジェクト』

H26.11.21

26-31 可 マクマイケル・ウィリアム
福島大学国際交流センター
副センター長兼特任専門員

新規採用職員（後期）研修⑥講演
『震災後のふくしまから発信する』
～カナダと日本で育った福島を愛するカナダ人の経験から～

H26.12.5

26-32 可 増田　恭子
富士宮駅前通り商店街振興組合
理事長

総合力アップ研修④講演
『魅力も課題も共有し、世界に誇れるふるさとづくり』

H26.12.11

26-33 可 高橋　由和
特定非営利活動法人
きらりよしじまネットワーク
事務局長

応用力アップ研修【分権時代の政策形成】②
【折衝・交渉力養成】④　【住民協働】④講演
『ひとがつながるまちづくり・ひとづくり』
～これからのまちづくりに向けた勝負どころ～

H26.12.15

26-34 可 曽根原　久司
特定非営利活動法人
NPOえがおつなげて

総合力アップ研修⑤講演
『日本の田舎は宝の山』
～農村資源を都市のニーズにつなげば10兆円産業が動き出す～

H26.12.17

26-35 可 後藤　好邦
山形市行革推進課
行政経営係長

基礎力アップ研修⑦講演
『ネットワークの広がりが可能性を広げる』
～地域に飛び出す公務員を目指そう～

H27.1.7

26-36 可 吉田　恵子
栃木県経営管理部職員総務課
福利厚生担当課長補佐

総合力アップ研修⑥講演
『わたしを変えた"まちの駅"』

H27.1.14

26-37 中山　泰
京都府京丹後市
市長

「Ｂｅ」をこよなく大切にするまちづくり H27.3.19


