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豊の国商人塾



大分県知事

ごあいさつ

広瀬  勝貞

　昭和62年に創塾した豊の国商人塾は、これまでに919名もの卒塾者を
輩出しており、その多くは県内各地で地域経済活性化のリーダーとして
活躍しています。
　ポストコロナの時代に向けて地域経済の再生が求められる中、今こ
そ高い志を持ち、この歴史ある塾で共に学び、地域の担い手として夢と
希望あふれる大分県を築いていきましょう。意欲に満ちたみなさんが入
塾されることを期待しています。

大分県知事

ごあいさつ

名誉塾長

グローバル・アイを磨く

佐々木  茂

　私たちの日々の仕事は、常にローカルな方向を向いています。その時に、グロー 
バルな視野で考えられたら。「鳥の目、虫の目、魚の目」で、物事の全体を見つめ、細
部を見落とさず、広い視野からスピーディな身のこなしで、マネジメントに取り組む
ことができれば、一段と市場は拡大します。 36期では、周囲の力を引き出すリー
ダーを目指して、自分自身の能力の限界を知ることから強みを生かす考え方を身
に着けていきます。 
　具体的には、リーダーシップ、多角化、中国ビジネス、人的資源管理、サスティナ
ブルツーリズム、九州という視座、大分の文化的背景、海外ビジネスの可能性、DX
でコミュニティの創造、文化としての日本酒、農産物のブランディング、 社会のすべ
てを包摂した商店街、そして、レジリエントな企業の姿勢を学びます。 
　商人塾では、毎期の受講者同士が横のつながりを持てること、35年にわたる
OBOGとの縦のつながりが持てること、そして、講師たちとの幅広いネットワーク
を形成できること、そんな強みを生かせるように構成しています。 
学びと議論を通じて、大いに視野を広げ、強みを発揮していただきたいと思います。

【著書】(共著は、共)
◉流通システム論の新視点、ぎょうせい、2003
◉「総合地域開発戦略－場づくりこそまちづくりの基本」首相官邸　　
　ホームページ、ＳＡＩＳＥＩニュース第１４号,2008
　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/saisei.html
◉「地方自治体の総合的な国際戦略～地域の自立を促す戦略構築へ～」　
自治体国際化フォーラム270号,2012
　http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_270/04_sp.pdf
◉産業復興の経営学、同友館,2017(共)
◉おもてなしを考える、余暇ツーリズム学会編,2019(共)
◉入門・マーケティングの核心、同友館,2021(共)
◉ホスピタリティ産業論、創成社,2021(共)
◉新・地域マーケティングの核心―地域ブランドの構築,同友館,2022(共)

塾　頭

豊の国商人塾とは・・・
「豊の国商人塾」は、視野の広いスケールの大きな主導的人材を育成することを目的に、塾頭に故緒方知行氏を
迎え、大分県及び大分県商店街振興組合連合会の協働で昭和62年に創設されました。33期からは、佐々木茂
氏を塾頭に迎えました。（創設35年）

　　【佐々木茂プロフィール】

【略　　歴】　東洋大学国際観光学部　 教授（商学博士）
【専門領域】　マーケティング、流通システム、まちづくり、地域発国際戦略
【経　　歴】　教歴　1991年 高崎経済大学経済学部着任。専任講師、助教授を経て2001年より教授
　　　　　　　　　早稲田大学大学院会計研究科にて非常勤講師
　　　　　　　　　早稲田大学大学院商学研究科Executive Training Program (ETP) にて非常勤講師
　　　　　　　　　2017年 東洋大学国際観光学部に移籍、観光交流論など, 東洋大学国際観光研究科担当
官公庁委員・学会 　◎経産省四国経済産業局「四国中心市街地活性化研究会」座長、2004-06
　　　　　　　　　◎国土交通省関東地方整備局「北関東甲信山並景観まちづくり連携会議」座長,2006
　　　　　　　　　◎観光庁「観光産業イノベーション事業検討協議会委員」2010
　　　　　　　　　◎群馬県企画部国際戦略課「国際戦略推進に係る有識者懇談会」座長、2011-2019
　　　　　　　　　◎大分県豊の国商人塾・塾頭、2019-
　　　　　　　　　◎日本地域政策学会・副会長、2018-



OBよりひとこと
有限会社ユートピア産業
代表取締役 丸田　修

塾生の会 会長

商人塾塾生の会は、商人塾を受講した卒塾生で組織し
ています。
主な活動は、商人塾のゼミナールをサポートする事で、
塾生や講師との交流をはかり、新規塾生の募集にも協
力しています。　皆様方の入塾をお待ちしております

有限会社オーハタパール
代表取締役
大畠美津子

きっと新しい気付きの
ある１年になると思い
ます。

株式会社トキハインダストリー
店舗開発管理部
柳井修二

これまでの思い込みや勘違
いに気付かされ思考回路
が良い方向に変化します。

株式会社高山活版社
代表取締役社長
髙山英一郎

商人塾で商売は不の解消
と学ばせて頂きました。
共に学び会いましょう。

株式会社オーティス
代表取締役社長
川北慶祐

　みんなで楽しく
　　　勉強しましょう。

大分にいながら大海を
知る。
同期やOBのかけがえの
ない繋がり。私の半分以
上は商人塾で組成され
ています。

株式会社OC
取締役営業統括
副本部長
小川秀樹

木本直美行政書士事務所
行政書士
木本直美

一生つきあえる仲間が
待っています♪

商人塾で『不の解消』が
できるように、皆さんと
付加価値を高めませんか。

竹田市長
土居昌弘

有限会社 ゑびす屋旅館
代表取締役
本田麻也

他業種の方々と出逢い
　  一緒に学べる場。
　 人の繋がりは宝物。

有限会社由布院散歩道
代表取締役
村田　武

第一級の講師陣、塾頭の
お人柄、仲間・先輩達と
の繋がりも魅力！

株式会社ジョイフル
代表取締役社長
穴見くるみ

　　楽しい会です。
一緒にまなびませんか？

株式会社ほうねん
代表取締役
朝久野  徹

新たな学びやネットワー
クが築ける場です。

商いの心を育て、
　地域で花開かせよう

　　来たれ商人塾へ！！

株式会社大分銀行
別府支店
支店長代理
田中佑典

有限会社但馬屋老舗
代表取締役社長
板井良助

株式会社トキハ
人事部 課長
平  英一郎

時代の変化を掘り下げて
学べる良い学びの場です。

株式会社ヤノメガネ
専務取締役
矢野利幸

大分市観光協会　専務理事
サイクルショップコダマ  代表取締役社長
　　 児玉憲明

サリーガーデン 代表取締役
湯治柳屋 主人
橋本栄子

いろんな悩みが話せる友
達や先輩との出会い、幸
せな学びの時間の共有。
それが商人塾です。

iichiko総合文化センター
企画普及課副課長
八坂千景

アートも商いも魂は同じ！
昇華させよ、
ポジティヴマインド!!

今年だからこそ、
　どんなことにもトライ！

株式会社まるひで
取締役
小野晃正

　　　論より証拠！
　　 来ればわかる！

小代築炉工業株式会社
小代一幸

第2期生第2期生第2期生

第2期生第2期生第2期生

第11期生第11期生第11期生

第15期生第15期生第15期生

第15期生第15期生第15期生

第19期生第19期生第19期生

第20期生第20期生第20期生
第20期生第20期生第20期生

第20期生第20期生第20期生

第21期生第21期生

第23期生第23期生

第24・25期生第24・25期生
第25期生第25期生

第27期生第27期生

第30期生第30期生

第30・31期生第30・31期生
第31期生第31期生

第31期生第31期生
第31期生第31期生

第1期生第1期生第1期生

第12期生第12期生第12期生

年齢問わず良い関係が
築ける貴重な場です。

新しい大分を創ろう！



お問い合わせは事務局  TEL 097-536-3056 まで

回 日　程 講　師 役　　　　職 テーマ（仮）

豊の国商人塾 第36期塾生募集
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9/8（木）

9/9（金）

11/18（金）

1/24（火）

3/17（金）

5/19（金）

7/14（金）

7/15（土）

佐伯　　学

田中　　翠

佐々木　茂

越田　亮三

加藤　　修

佐々木　茂

フレデリック・マゼンク

江﨑　信友

佐々木　茂

丸田　憲司

木村　健司

佐々木　茂

永井　則吉

大山　真央

佐々木　茂

古川　康造

伊藤亜都子

佐々木　茂

株式会社 日本能率協会コンサルティング　
働き方改革センター　シニアコンサルタント

「鳥の目、虫の目、魚の目」を職場で実践するヒント 
～周囲の力を引き出すリーダーになる～

東洋大学国際観光学部教授
豊の国商人塾　塾頭

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社
ＩＴ本部第6事業部第2部　特任コンサルタント

株式会社コシダテック　代表取締役社長

田中翠税理士事務所 災害等の外部リスクに備える多角化経営を考える
～納税資金確保の観点から～

中国へ行って分かったこと
～創業92年当社の限界と挑戦

DX時代の組織・人事マネジメントの課題

中小企業のグローバリゼーション

国際観光戦略の可能性

地域発イノベーション

食の国際展開

クリエイティブ・クラスとＺ世代

地域のエコシステムが創発を生み出す

東洋大学国際観光学部教授
豊の国商人塾　塾頭

フランス政府観光局
Atout France Japan GM

”欧州的九州”株式会社九州博報堂　代表取締役社長

東洋大学国際観光学部教授
豊の国商人塾　塾頭

Panorama Table株式会社　代表取締役社長

株式会社アルファドライブ
イノベーション事業部

東洋大学国際観光学部教授
豊の国商人塾　塾頭

永井酒造株式会社Nagai Sake Inc.　代表取締役社長

株式会社ドール 
生鮮第三本部　マネージャー

地域からのグローバル化
～コンセプトは文化としての日本酒

災害時に地域の企業・商店街が果たす役割と備え

東洋大学国際観光学部教授
豊の国商人塾　塾頭

高松丸亀町商店街振興組合　理事長

東洋大学国際観光学部教授
豊の国商人塾　塾頭

神戸学院大学
現代社会学部社会防災学科　教授

サスティナブルツーリズムへの道標

一流でなくても、大企業でなくてもできる
海外へのビジネス展開

カスタマーサクセスについて考える

果物のブランディング

丸亀町エリアマネジメントー新社会資本主義の実際

入塾料 100,000円

定　員 30名

テーマ 鳥の目・虫の目・魚の目
ー物事の全体を見つめ、細部を見落とさず、スピーディな身のこなしで、マネジメントー

■年間スケジュール（予定）

※卒塾生による活動紹介を予定しております。

大分県商店街振興組合連合会 〒870-0026 大分県大分市金池町3-1-64
TEL 097-536-3056　FAX 097-547-8828

【入塾料に含まれるもの】
商人塾ゼミナール（6回）の受講料と昼食代、会場費等。
詳細は事務局へお問い合わせ下さい。

主催


