
❖やまぐち商人塾のねらい

　商店街及び地域の活性化のためには、若手を中心に、次世代を担う商店街のリーダー等の養成が必要です。
そこで、商店街の「若手人材」「魅力」「サポーター」を発掘し、『革新』『連携』『人材育成』をキーワードに、
商店街の元気・賑わいづくりの中心となる商店街の若手リーダー等の養成を目的に開催します。

❖やまぐち商人塾の特長

（１）　様々な課題に柔軟に対応できる革新的なノウハウ（イノベーション）の習得
（２）　新しい物の見方・考え方による成功ノウハウの習得
（３） 　業種・業界の垣根を越えた仲間づくりのための人と人とが連携・交流（コラボレーション）できる
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山口県商店街振興組合連合会

第１回 10　28㈭
(山口会場)

第２回 11　８㈪
(岩国会場)

第３回 12　６㈪
(防府会場)
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【第１回】　

日時・場所 時　間 内　　　　　　　容 講　　　師 定員

平成22年
10月28日㈭
15：00～18：00

山口市湯田温泉
「ホテル松政
１Ｆ花鳥」

15：00～16：00
【講　演】
「商売成功のカギはお客様にある」
～お客様を間違えたり、知らないと売れません！～

有限会社ウェーブ
　経営コンサルタント
 藤田悠久雄

30名

16：00～16：30
【商店街活性化事例】

「地元の史実を活用」

山口道場門前商店街振興組合
　青年部長
 田原　光昭

16：30～17：00
【新事業展開成功事例】
「機能性を付加した
 オンリーワン商品の開発！」

北欧雑貨Belles Fleurs
　店長
 藤井圭一郎

17：00～18：00
【交流会】
名刺交換＋自己ＰＲタイム

【第２回】　

日時・場所 時　間 内　　　　　　　容 講　　　師 定員

平成22年
11月８日㈪
15：00～18：00

岩国市
「岩国ビジネスホテル＆スパ

別館２Ｆ貸会議室」

15：00～16：00
【講　演】
「発想の転換でピンチをチャンスに」
～新しい時代に求められる柔軟性と行動力！

有限会社ウェーブ
　経営コンサルタント
 藤田悠久雄

30名

16：00～16：30
【商店街活性化事例】
「活性化は里山を使え！
 産業と文化の地域間交流術！」

岩国市中通商店街振興組合
　副理事長
 藤田　信雄

16：30～17：00
【新商品開発成功事例】

「ゴール（目標）から始まるビジネス展開。」

テシマ株式会社
　代表取締役
 手島　英樹

17：00～18：00
【交流会】
名刺交換＋自己ＰＲタイム

【第３回】　

日時・場所 時　間 内　　　　　　　容 講　　　師 定員

平成22年
12月６日㈪
15：00～18：00

防府市
「天神ピア」

15：00～16：00
【講　演】
「商店街活性化の視点」
 ～意思疎通による連携力の強化！～

有限会社ウェーブ
　経営コンサルタント
 藤田悠久雄

30名

16：00～16：30
【商店街活性化事例】
「若者のやる気と感性で
 商店街の魅力創造！」

天神町銀座商店街振興組合
　青年部長
 中村　隆秀

16：30～17：00
【商品開発連携事例】

「農商工連携で変える！農と食と地域」

合同会社アグリプロジェクト
　代表社員
 新田　浩之

17：00～18：00
【交流会】
名刺交換＋自己ＰＲタイム

※【第１回】～【第３回】商人塾終了後、懇親会を予定

❖やまぐち商人塾カリキュラム



　大学卒業後、大手化学メーカー勤務時代
に、農と食の重要性を実感。県内の農業法

人で勤務後、３年前に生産者とともに会社設立。直営店「野菜
工房」やインショップ型地産地消コーナー、地元農産物を使っ
たコロッケの移動販売等、農と食を基本とした事業展開で生
産者と消費者を結び、地域を元気にすることを目的に活動中。

新田　浩之
　　合同会社アグリプロジェクト
　　代表社員

　15年前サラリーマンから家業に戻り、人
形・玩具販売に従事。戻った当時は若手商

店主が少なく、商店街で１番若手だったが、現在は戻ってき
た仲間も加わり、若手の長として６年前に「和勝会」という
若手商店主の会を結成。商店街振興組合という団体の垣根
を越えて集まり、商店街活性化の為、知恵を絞り努力している。

中村　隆秀
　　天神町銀座商店街振興組合
　　青年部長

❖講師紹介（講演、事例紹介）

藤田悠久雄 有限会社ウェーブ　経営コンサルタント

　大学卒業後、貿易会社、食品メーカーの営業を経て、家業である菓子製造販売
に従事、18年間の経営経験を経て、平成２年に経営コンサルタント会社「有限会
社ウェーブ」を設立し、現在に至る。
　中小企業大学校や商工会議所・商工会の講師として、創業・経営革新、経営管
理者養成、繁盛店づくりを指導する他、経営コンサルタントとして主に小売業やサー

ビス業の販売促進や従業員教育等の指導、更には自治体等の研修講師としても幅広く活躍中。実践
的かつ熱心で説得力のある指導には定評がある。

　やまぐち商人塾のほかに、商店街関係者や商店街に関わりを持ちたい人が集い、意見と知恵を出し合
い、商店街の具体的な活性化手法のヒントを掴むため、「商店街リレーション・シンポジウム」を来年
２月中旬に開催予定としております。

　高校卒業後、広島YMCA健康福祉専
門学校にて介護福祉士を取得。

　社会福祉法人　光清苑にて就職。
　カナダに語学留学を経ててしま旅館に就職。
　「経営理念・モットー」としては、「楽しもう！楽しま
れよう！」

手島　英樹
　　テシマ株式会社
　　代表取締役

　岩国駅前の古参商店街として、時代背景
に順応した商店街のあり方を模索。商店街

は地域コミュニティを担う実践の場と捉え、様々な事業と通
じて、利用者の「私の街」意識を醸成する事を目指す。事業成
功の鍵は広告にあり。行政担当者やメディア各社との相互理
解を深め、平易な説明と最先端情報ツールを駆使すべし。

藤田　信雄
　　岩国市中通商店街振興組合
　　副理事長（事業委員長兼務）

　山口生まれデンマーク育ち。４年前地元に
戻り、父の経営する会社に入社。以後、㈱ライ

フの運営する小売店の店長として、日々、接客と商品開発を勉強中。
　ちなみに、入社後最初に取組んだことはセールを辞めること
でした。今後は自社製品の販路開拓と新商品開発により力を入
れていきたい。

藤井圭一郎
　　北欧雑貨Belles Fleurs
　　店長

　今から約500年前、大内義隆は宣教師フランシス
コ・ザビエルを受け入れ、日本で初めてクリスマス

を祝うミサが行われた。この史実を元に「日本のクリスマスは山口から」
というイベントが始まった。当商店街も歴史的な文化を取り入れて街中
でパーティを行なうことになった。アーケード内にテーブルを並べ、鍋を
囲んでクリスマスをお祝いした。年々盛り上がるイベントとなった。

田原　光昭
　　山口道場門前商店街振興組合
　　青年部長



❖FAX 083-925-1860

～やまぐち地域中小企業育成事業（商業・商店街振興助成金）～

やまぐち商人塾受講申込書

所属組合名

所 属 先 名 担 当 者 名

所属先住所

連　絡　先 TEL（　　　　　　　　　　　　　　　　）　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　）

受講されるものに○印を付け、参加者の職氏名をお書きください。

氏　　　名 役　職　名

や ま ぐ ち 商 人 塾

第１回
10/28㈭

第２回
11/８㈪

第３回
12/６㈪

山口市
ホテル松政

岩国市
岩国ビジネスホテル＆スパ

防府市
天神ピア

（記入例）　　商人　太郎 専務取締役 ○

❖会場アクセス

ホテル松政
山口市湯田温泉３‒５‒８
☎083‒922‒2000

岩国ビジネスホテル＆スパ
岩国市麻里布町３‒１‒12
☎0827‒22‒1341

天神ピア
防府市天神１‒６‒37
☎0835‒22‒4930

【対　象】
　商店街関係者又は商店街関係者と連携を検
討している方など
【申込方法】
　受講申込書に所要事項を記載の上、郵送又
はＦＡＸで右記宛にお申し込みください。

【申込み・お問い合わせ】
山口県商店街振興組合連合会　事務局
〒753‒0074　山口市中央四丁目５番16号

　　　　　　山口県商工会館内
　☎083‒922‒2606　FAX 083‒925‒1860

【申込締切日】　平成22年10月20日㈬


