
たまの未来塾たまの未来塾
学びのチカラが拓く玉野の未来！

山根 一人 氏

原則毎月1回平日
（原則月・火曜日：変更の場合あり）
17時半～19時開催。
　原則会場参加型にて開催ですが、
コロナ禍が拡大した際にはオンライ
ン方式も導入して開催します。年1
回、実地研修として、まちづくりの先
進地や県内優良企業への現地視察
研修も予定しています。
　年間受講料は１万円（ただし、玉野
市の規定に沿う事業者は玉野市から
2分の1の受講料補助制度有り）。入金
の確認をもって正式な入会とします。
　開催後はいかなる場合も返金でき
ません。年度途中入塾の方も年会費
は１万円となります。原則当塾運営
側からのご依頼以外でのオブザーブ
参加の方は、１回の受講ごと参加費
は５千円いただきます。玉野商工会
議所会員・非会員問いません。
　ご本人がご出席できない場合は事
前に事務局の了承の上、同じ事業所
内の方または１８歳以上のご家族な
ら代理参加可能とします。
　応募多数の場合は、初回受講者優
先・玉野商工会議所会員優先などの
審査あり
※最前線で活躍されている講師によ
る講義が基本ですが、県内優良企
業の視察研修会や実践テーマも取
り入れてのグループ研究なども行
う場合もあります。講習会開催後、
当日の講師陣を囲んでの懇親会も
毎回開催予定

　（コロナ禍の事情で中止する場合有り）

　年間カリキュラムの原則７割以上
の出席が必要です。
　最終日に修了証書を発行します。
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5月8日（月）

6月13日（火）
川谷 哲也 氏小林 裕彦 氏

○際立つ人材育成と特徴ある事業
　展開について～カイタック流～
　（ふるさと玉野特別講義）

8月7日（月）

○オリエンテーション
　たまの未来塾塾長　小林 裕彦 氏
○次世代のリーダーへ向けて！（仮）
　玉野商工会議所 会頭　山根 一人 氏
○銅で地球を笑顔にする（日比製煉のご紹介）（仮）
　日比製煉（株）日比製煉所長　川谷 哲也 氏

3月11日（月）
○2023年度研修
　の振り返り

○未来へ羽ばたけ！
　経営デザイン（仮）　　

カイタックファミリー
カイタックトレーディング
カイタックインターナショナル
代表取締役社長
赤木 政一 氏（玉野市出身）

○Enjoy Working Hard！
　（一生懸命、仕事を楽しもう！）の極意
　～マツダSKYACTIV技術・魂動デザイン
　開発で実践した行動指針から～
合同会社Office F Vision 代表
元マツダ㈱代表取締役副社長
藤原 清志 氏（玉野市出身）

○ビジネスにおける
　youtube
　最新活用術（仮）　
　
youssie bambina 代表
井上 由香 氏（玉野市在住）

（ユッシーバンビーナ）

7月10日（月）
○水戸徳川家を流れるもの
   －水戸徳川家の事業承継－
　水戸徳川家第15代当主
公益財団法人徳川ミュージアム理事長
東京海上日動火災保険㈱常勤顧問

徳川 斉正 氏
とくがわ  なりまさ

徳川ミュージアム理事長
徳川ミュージアム所蔵　
©徳川ミュージアム・イメージアーカイブ／DNPartcom

てらさか    こうじ

9月11日（月）
○中国銀行の
　新たな挑戦！
㈱中国銀行
代表取締役専務

寺坂 幸治 氏

10月10日（火）

○まちづくり先進地
　現地研修
倉敷児島ジーンズストリート
見学（児島商工会議所）

○県内優良企業実地訪問
ナイカイ塩業㈱見学

11月13日（月）
○中国の経済・政治
　情勢と台湾有事の
　行方
評論家
石 平 氏

12月11日（月）

○日本を正しく知ろう
　～岡山の新しい形が
　見えて来る～
　（ふるさと玉野
     特別講義）
作家
高嶋 哲夫 氏
（玉野市出身）

1月9日（火）

○再エネの爆発的普及は玉野から。
　新世代蓄電技術
　ビジネスの創出
㈱パワーエックス
取締役兼代表執行役社長
伊藤 正裕 氏
（玉野市田井地区工場建設）

学びのチカラが拓く玉野の未来！

◆講座

◆募集期間

◆修了式

30人程度◆募集人数

入塾申込書に必要事項を記載の上、
お申し込みください。
（電子メール、FAX、郵送のいずれで
も可）入塾申込書は、玉野商工会議所
ホームページからダウンロードでき
ます。また、パンフレットは玉野商工
会議所でも入手できます。

◆申込方法

○玉野市内に本社や営業所・支店を
有する経営者・役員・幹部候補生
○玉野市出身または在住の事業者・
会社員の方・玉野市内の事業所に
勤務している方
○積極的に人脈づくりをしたい創業
者の方やこれから創業する方
○売上や利益をまだまだ伸ばしたい人
○将来玉野市で経営者になる若手後継者
○玉野の産業振興並びに地域づくり
に意欲のある人など

◆対象者

5月開講入塾式～翌年3月卒塾予定
（計11回程度開催）

〈岡山県小規模事業者経営安定強化支援事業〉

産業振興ビル3F
［玉野市築港1-1-3］
（第6回10月10日は視察研修）

2023 第5期生

視察研修視察研修

開講式

講義 人材育成

講義 経営革新・販路開拓

講義 財務 講義現地 国際情勢

講義 新ビジネス展開

最終特別講義 授与式閉講式

講義 防災・環境・資源

地域活性化

講義 事業継承

○修了証書授与式 　○総評　たまの未来塾　小林裕彦塾長

○今期受講生に
　期待すること！（仮）

講師陣・年間スケジュールがすでに決定していますが、やむおえない事情により講師・日程が予告なしに変更になる場合がございます。予めご了承ください。

2023年3月～4月頃

◆場所

㈱グレードアップ
松村 教司 氏

井原産業㈱
金原 光広 氏

（公財）岡山県産業振興
財団顧問  三宅 昇 氏

塾生募集塾生募集

第10回 2月13日（火）

○真のコミュ力の磨き方 
　～今こそ人と人の繋がりが大事！
　話し方ひとつで人間
　関係も変わる！～
フリーアナウンサー
（元放送局アナウンサー）
中村 恵美 氏
（元玉野市教育委員会
委員）

講義 人間力

　玉野商工会議所では、主に玉野市でビジネスを展開している経営者や役員の方、または玉野市出身・在住の個人事業主や会社員、さらに
は若手後継者等を対象に「たまの未来塾（玉野版人材育成塾）」を開講し、リーダーとしての心構えをはじめ、スキルアップや見聞を広め
る、さらには、異業種であっても同じ立場や目標をもつ者同士が相互の親睦を深めネットワークの拡大を図ることを目的に第5期塾生を、
下記のとおり募集します。



2023 年度たまの未来塾　入塾申込書
申込日　　　　　　年　　月　　日

昭和・平成

※送信先　玉野商工会議所　　ＦＡＸ0863-31-5558　　Ｅ-mail　kondou@tamanocci.jp

ふりがな

受　講　者
氏　　　名

企業名（勤務先）

代表者名

役　職

勤務年数

業　　種 従業員数
（パート除く）

電　　話

Ｅ－ＭＡＩＬ

会社ＨＰ：URL

志望動機

趣　　味

現在の
担当業務

勤務先

住
　
　
所 自　宅

性
　
　
　
別

男
　
・
　
女

生 

年 

月 

日
年　　　月　　　日

人

〒　　　－

・自　宅（　　　　　　　　　　　 ）　・職　場（　　　　　　　　　　 　）
・携　帯（　　　　　　　　　　　 ）　・ ＦＡＸ （　　　　　　　　　　　 ）

〒　　　－

【申込・問い合わせ先】

たまの未来塾　 塾　長 小林裕彦（小林裕彦法律事務所　代表弁護士）玉野市在住　
　　　　　　　　　   副塾長  山根一人（玉野商工会議所　会頭）
　　　　　　     副塾長   谷口康則（玉野商工会議所　総務委員長）
　　 　　　　　　　  顧　問  三宅　昇（県産業振興財団　顧問）玉野市在住　
　  　　　　　   特別アドバイザー 金原光広（中小機構・県産業振興財団中小企業アドバイザー）
　   　　　　　  特別アドバイザー 松村教司（中小機構・県産業振興財団中小企業アドバイザー）

〒706-8533　岡山県玉野市築港 1 - 1 - 3　玉野商工会議所　
電話 0863-33-5010　FAX 0863-31-5558　E－mail　kondou@tamanocci.jp

主催：玉野商工会議所

塾長 小林裕彦 副塾長  谷口康則副塾長 山根一人


