全国各塾代表世話人

各位
第二回大会発表者拡大同窓会 兼

世界大会準備事務局

世話人

川端健嗣（代表）
、清水鉄志、堀口智顕、小林武彦、川田篤、
内川淳一郎、奥裕之、高橋忠仁、濵田総一郎、恩田多賀雄、渡部隆
夫、平井達雄、佐々木晋一、堀尾隆、福島裕、小池由久、宮田博文、
吉田盛範、大畑憲、蜂谷泰祐、松﨑秀雄、京谷忠幸（順不同）

「第二回大会発表者拡大同窓会」懇親会中止・会場変更のご連絡【出欠再確認】
11 月 2 日（月）
「第二回大会発表者拡大同窓会」におきましては、ご多忙のところ参加集約にご協
力いただき、感謝申し上げます。皆様の感染予防を最優先に考慮した結果、勉強会のみ開催、飲食
を伴う懇親会は中止とすることを決定しました。併せて会場、当日のスケジュール、参加費（減額）
を変更しましたので、改めて出欠のご意思を確認させていただきたく存じます。
会場が京都国際会館イベントホールになりましたので、会場収容人数 1000 名のところ 500 名を上
限に再募集いたします。8 月 22 日現在、410 名にお申込みいただいていますので、すでにお申込み
頂いている皆様分のご参加は確約いたしますが、各塾世話人の皆様には塾生の皆様へ再度のご案内
と参加の集約をお願い申し上げます。残り 90 名様分は先着順で受付し、500 名に達し次第、受付を
終了いたします。
京都国際会館は 2001〜2003 年、2006〜2007 年の盛和塾全国大会が開催された会場であり、盛和塾
ゆかりの地でもございます。今回の運営にあたっては専門の外部機関にもご協力いただき、会場で
ある国際会館、運営スタッフとともに感染予防に向けて万全を期して進めてまいりますので、皆様
におかれましても引き続き感染予防に努めていただきながら、どうぞ安心してご来場くださいます
ようお願い致します。
【新型コロナウィルス感染症への対応について】
●開催日より 14 日以内に日本の入国規制国・地域への渡航歴がある方、もしくは渡航歴をお持ちの
方と接触された方、発熱症状（目安として 37.5 度以上）など体調がすぐれない方などいずれかに該
当する方のご参加はお控えくださいますようお願い致します。
●サーモグラフィや体温計による検温を入場時に実施し、発熱症状が認められた方は入場をお断り
させて頂きますこと予めご容赦ください。
（会場玄関 体表面温度監視カメラ設置）
●会場内に設置した手指用の消毒液（アルコール消毒液）を頻繁にご利用ください。
●会場内は 1 時間に 1 回、会場全体の換気を実施します。
●会場内は、必ずマスクのご着用をお願い致します。
●運営スタッフはフェイスシールドまたはマスクを着用し、飛沫防止に最大限努めます。
【概要】 ※会場、会費、スケジュールを当初ご案内から変更しています。
・日時

2020 年 11 月 2 日（月）13：00〜18：00（各塾・地域世話人は 19：00 まで）

・会場 国立京都国際会館イベントホール
JR「京都駅」から最寄駅「国際会館駅」まで地下鉄烏丸線にて約 20 分。タクシーで JR「京都駅」か
ら約 30 分。（アクセス https://www.icckyoto.or.jp/visitor/access/getting̲here/）
・内容

経営体験発表 2 名、コロナを通じた経営体験発表 5 名、稲盛和夫氏講話視聴

・会費 12,000 円（お支払い方法は別途ご案内いたします。）
・申込締切

9 月 7 日（月）締切にご協力お願いいたします。

・当日スケジュール

＜第二回大会発表者拡大同窓会＞
13:00 13:05 開会
13:05 13:20 挨拶
13:20 14:00 経営体験発表(福島)
14:00 14:05 質疑応答
14:05 14:45 経営体験発表(川田)
14:45 14:50 質疑応答
14:50 15:05
休憩
15:05 15:25 コロナを通じた経営体験発表(藤田)
15:25 15:45 コロナを通じた経営体験発表(小池)
15:45 16:05 コロナを通じた経営体験発表(穂積)

5分
15分
40分
5分
40分
5分
15分
20分
20分
20分

16:05
16:25
16:45
17:00

16:25 コロナを通じた経営体験発表(清水)
16:45 コロナを通じた経営体験発表(西里)
17:00
休憩
17:45 稲盛氏講話視聴

20分
20分
15分
45分

17:45

18:00

15分

各塾・地域世話人以外の方退出

＜各塾・地域世話人による意見交換会＞
18:00 19:00 各塾・地域世話人による
世界大会へ向けた意見交換会

60分

※発表用演台には飛沫防止の透明版を設置し、マイクは１名ずつ変更、使用後消毒する。
＜発表者＞
経営体験発表（2 名）
◆フクシマガリレイ株式会社 代表取締役社長 福島裕
1975 年福島工業株式会社入社。1992 年同社代表取締役社長に就任。1994 年日本証券業協会の店頭登
録銘柄として株式公開。1995 年大阪証券取引所（市場第二部）上場。2002 年東京証券取引所（市場
第二部）上場。2005 年東京証券取引所（市場第一部）
、大阪証券取引所（市場第一部）上場。2019
年社名をフクシマガリレイに変更。
（1994 年 盛和塾入塾、 2010 年 第 18 回盛和塾全国大会「経営
体験発表」優秀賞受賞）
事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メン
テナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工
◆株式会社オロ 代表取締役社長 川田篤
経歴：1999 年有限会社オロを設立し、代表取締役に就任。2000 年に株式会社へ組織変更。2010 年大
連に中国現地法人を設立以降、マレーシア、ベトナム、タイ、台湾へと展開。2017 年 3 月東証マザ
ーズ市場へ新規上場。2018 年 3 月には東証一部指定となる。創業以来 22 期連続で増収かつ黒字経営
を継続。
（2003 年盛和塾入塾、2014 年第 22 回盛和塾世界大会にて経営体験発表最優秀賞、稲盛経営者賞（非
製造業第２グループ第３位）受賞。
業務内容：クラウドソリューション事業、デジタルを基盤にしたビジネス支援
コロナを通じた経営体験発表（5 名）
◆株式会社日本経営ホールディングス 名誉会長 小池由久
1972 年現・株式会社日本経営の会計事務所に入所。1996 代表取締役社長就任。その後、代表取締
役会長を経て現在

株式会社日本経営

名誉会長。その間、実務家・コンサルタントとして数多く

のセミナーで講演。1999 年調剤薬局の株式会社サエラ代表取締役就任。2009 年社会福祉法人ウエ
ル清光会理事長就任。（いずれも現在就任中）2004 盛和塾入塾。稲盛塾長からの学びを通じて、全
従業員の物心両面の幸福の追求とお客様満足を通じて業績向上を実証し、稲盛哲学の経営者への啓
蒙、普及が世の中を良くすることにつながると確信し、自らフィロソフィの伝播に努め、勉強会を
行ってきた。

◆日本航空株式会社 取締役副会長

藤田直志

1956 年生まれ。神奈川県出身。国際基督教大学卒業後、1981 年 日本航空株式会社入社。沖縄支店に配
属後、パリ・大阪・東京などで主に販売・営業部門を中心に従事。東京支店販売業務部長、お客様本部副
本部長を経て、２０１０年１月、日本航空経営破たん直後に執行役員に就任、その後販売統括本部本部長、
株式会社ジャルセールス代表取締役社長などを歴任し、2016 年より代表取締役副社長執行役員、2020 年
4 月より現職。2011 年に当時の盛和塾横浜に入塾、現在フィロソフィ経営実践塾（横浜）代表世話人。
◆株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント代表取締役会長兼社長 穂積輝明
京都府出身。京都大学大学院工学研究科修士課程修了。1999 年、リクルート創業者の江副浩正氏が経営
する不動産開発会社に新卒入社。開発型のサービスアパートメント/サービスオフィス事業の立上げに参画。
2003 年、不動産投資会社へ移籍。社長直轄部署にてホテル開発事業のマネジメント・新規事業の立上・
M&A 等に従事。
2005 年、株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントを創業し、ビジネスホテルとシティホテルの中間領域
の新業態として「ワンランク上のスタイリッシュホテル」をコンセプトにカンデオホテルズ事業をスタート。創業
12 年で 22 棟 3,902 室の展開を確定。日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで 2012 年・2017 年
と 2 連続で日本一を獲得。 日経ビジネス誌「次代を創る 100 人」に選出。2015 年、『ダイヤモンド経営者倶
楽部』が発表した年間最優秀賞にあたる大賞「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」を受賞。2008 年盛和塾
入塾。
◆株式会社はなまる

代表取締役

清水鉄志（プロフィール確認中）

◆株式会社パラダイスプラン 代表取締役社長 西里長治
1994 年有限会社パラダイスプランを設立し、代表取締役に就任。2001 年に株式会社へ組織変更。
2000 年に「宮古島の雪塩」発売、現在に至る。現在は雪塩を中心とする製塩事業のほか、塩の専門
店「塩屋」の展開などもてがけ 2019 年には直営店は 15 店舗まで拡大。
（2004 年盛和塾入塾、2008
年第 15 回盛和塾世界大会にて経営体験発表敢闘賞、稲盛経営者賞（製造業第４グループ第１位）
受賞。

