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講 座 概 要

　当社の創業100周年を機に平成14年より開催しております本講座は、中小企業経営者のみなさまに、
経営・ビジネスに関する知識・スキルの習得の場を提供することで、企業継続発展を応援していきた
いという当社の想いをお伝えする取組みのひとつとして実施してまいりました。これまでに受講され
たみなさまからは大変ご好評いただいており、福岡大学様では通算9回目の開催となります。
　未来に向けてこれからも中小企業のみなさまとともに歩んでいくために、この講座をひとりでも多
くの方にお役立ていただけるよう努力してまいりますので、お誘い合わせのうえご受講いただければ
幸甚でございます。

場 所

日 時

定 員

回 数

受 講 料

 １１月９日（土） 　  ９：００〜１６：２０    福岡大学８号館 2 階８２６教室

 １１月１６日（土）   ９：００〜１６：２０　 福岡大学８号館 2 階８２６教室 

４００名 （定員に達し次第締め切らせて頂きます。）

全３日間  

3,000 円

  １１月１日（金）　１０：４０〜１４：３０    福岡大学８号館 3 階８３１教室
( 本学経済学部の「ベンチャー起業論」受講学生と一緒に聴講していただきます。)

（資料代、昼食懇親会費含む　全日程分）

大同生命保険株式会社より　

-寄付講座開設にあたって -ごあいさつ

　※11月1日（金）は昼食懇親会は開催致しません。

受講をお薦めする方

「自分の体験した企業の危機対策などの具体例を示して話され説得力があった。」
「いままで聴講したセミナーの中ではテーマ・講師ともベストなセミナーでした。」
「心うたれる話の内容。人生を生きる上でたいせつなことを教えられました。」
「ユニークで分かりやすく、分業、改善の必要性を教えられました。」
「中小企業経営者の基本的な考え方が全然違うことを改めて思い知らされた。」
「短い時間でポイントを伝えてもらいました。研修に活用できます。」
「人として親として役立つ知識を身につけることができた。琴線にふれました。」etc.

　　　11月9日（土）福岡大学文系センター棟16Fスカイラウンジ

　　　11月16日（土)福岡大学文系センター棟16Fスカイラウンジ

    　

　

中小企業

経営者・

後継者

　

　
　12：10〜13：10　セミナー受講者を対象に懇親会を開催

大学生一般社会人

場
所

今までの

参加者の声

スケジュール

11 月 9 日

（土曜）

８号館 2 階

８２６教室

11 月 16 日

（土曜）

８号館 2 階

８２６教室

井崎　貴富

11 月 1 日

（金曜）

８号館 3 階

831 教室

中村　文昭

（昼食：11月1日（金）は昼食懇親会はありません。昼食は各自でお願い致します。）

( 昼食懇親会：福岡大学文系センター棟１６F スカイラウンジ)

10：40～12：10

9：00～10：30

12：10～13：10

10：40～12：10

13：10～14：40

14：50～16：20

12：10～13：00

13：00～14：30

9：00～10：30

12：10～13：10

10：40～12：10

13：10～14：10

14：20～16：20

中村　文昭

( 昼食懇親会：福岡大学文系センター棟１６F スカイラウンジ)

※本学経済学部の「ベン

チャー起業論」受講学生と

一緒に聴講していただきます。

白駒　妃登美

河邉　哲司

西久保 愼一

河邉 哲司
西久保 愼一　
大野　尚

大同生命保険株式会社 寄付講座（福岡大学公開講座）

中小企業経営の栄養素セミナー2013

（敬称略）

セミナーの目的

　今、政治も経済も、ともに大混乱しており、何が常識で、何が非常識なのか、よくわからない
のが特徴であろうと思われます。このような時代には、未だ常識とはなっていないが次の時代の
常識となるべき考えは既に存在しているものです。それは、一見単純であり、見逃されるような
ものでありながら、後から見ると時空を超えた真理といえるものかもしれません。このセミナー
では、この未常識に過去の経験と原理原則による科学的なアプローチという全く異なる2 つの方
向から迫ります。大混乱の時代を生き抜く未常識を学び、明日への飛躍(大逆転) に備えてみませ
んか？

 月 日        時 間                          テーマ　　　　　　　　　　　　　　 講師名

　　　原口　卓也

「 改革なくして「生存」「成長」なし。「MORE」⇒「CHANGE」へ 」

何故「成長」できないか？「改革」できないか？ 客観的に見てごらん。努力不
足ではなく、やっている事が間違っている事に気が付くから。そのために、「現状
否定」し、本質を確認しよう。

「 全ての行動は「観察」「分析」「判断」から。まず「観察力」をつけよ！！ 」
何故「会議」や「ミーティング」ばかりするの？ 大事な事は、問題点を発見し、
その問題点の原因を推測、検証し、その原因毎に対策を決定し、命令実行する
ことでしょう。そのためにはまず正しい「観察」の仕方を学びましょう。

「 歴史が教えてくれる日本人の生き方 」
与えられた環境を受け入れ、感謝し、ご縁をいただいた人たちに笑顔になってほしい
と心から願って自分に出来る精一杯のことをする。すると扉が開いて次のステージへ。
そのようにして天命に導かれて生きるのが、本来の日本人の姿であり、この天命追求
型の生き方の中にこそ、私たち日本人が幸せに生きるヒントが隠されているのではない
でしょうか。先人たちが示してくれた日本人の生き方を、映像を交えながらわかりやす
くお伝えします。

「 お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！① 」
自身の経験を基に、働くということはどういうことか、より人生を楽しく生きるに
は、ということをお話しします。

「 お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ！② 」
目の前にいる人の予測を上回り、徹底して喜ばせると自分に役割が与えられる、
夢を持たなくても大丈夫、という持論をお話しします。

「 税理士との付き合い方を考える 」
経営者の皆様は、普段お付き合いのある税理士とどのような付き合い方をされていま
すか。それで満足されていますか。経営の根幹に関する相談が誰とも出来ずに抱え込
んでいらっしゃいませんか。顧問税理士とゆっくり話をされてみてはいかがでしょう。

未来に続く企業を創る パート２

「 成長する未来を創りだすスカイマークの軌跡 」

未来に続く企業を創る パート 1

「 本物で勝負する久原本家の軌跡 」

「 5％の奇蹟を創り出す沸騰経営者によるスペシャルトークセッション 」

大野尚が久原本家の河邉哲司社長・スカイマークの西久保愼一社長を交えてこ

こでしかで聞けないトークセッションを皆さまにお届けします。



コーディネーターからのメッセージ

福岡大学

　 経済学部教授　　

阿比留　正弘

　政治も経済も腐敗しているという声をよく聞きます。自然界では落ち葉は大地で
腐敗し、新しい生命のコヤシ(栄養素) となります。しかし、このコヤシは万人の
こやしになるわけではありません。落ち葉を受け入れた大地だけが、コヤシにでき
るのです。坂本龍馬を敬愛するクロフネカンパニーの中村文昭さんは、腐敗した落
ち葉を人生の師匠との出会いをきっかけに「劇」的にコヤシに変えた人です。中村
さんは本業のかたわらこの劇（ドラマ）をネタに全国各地で年に300回ほどの講演
を行い、笑いと涙の中で一人一人にドラマの起こし方を教えてくれます。税理士の
原口さんは、今回初登場で経営計画の重要性と税理士との上手な付き合い方の秘訣
を教えてくれます。REX'S の井崎さんの話は、聞いてみると当たり前だが、言われ
なければ誰も気づかない経営の原理原則によって、聞く人の心の中のモヤモヤを一
気に解消させてくれるでしょう。ことほぎの白駒妃登美さんは、歴史上の人物を現
代に蘇らせ、笑いと感動の涙の中に日本人であることの自信と誇りとともに、企業
活性化のヒントを与えてくれるでしょう。大野さんは、司会として100年以上継続
する企業でありながら、ベンチャー企業のように挑戦し、ブランド化に成功した久
原本家の河邉哲司社長と、ベンチャー企業の経営者として航空業界において最も注
目される西久保愼一スカイマーク社長から誰もが知りたがっている経営の秘訣を引
き出してもらいます。

ピックアップ

5％の奇蹟を創り出す沸騰経営者による
スペシャルトークセッション 

大同生命保険株式会社  寄付講座

ビッグ・フィールド・
        マネージメント株式会社

大野　尚

代表取締役　　　　　　　

西久保　愼一

スカイマーク株式会社

代表取締役社長　　

河邉  哲司

代表取締役社長　　

株式会社久原本家グループ本社　

司 会

  2013 年 11 月 16 日（土曜日） 14：20～ 16：20 

  福岡大学８号館 826 教室 

  講座日時 :

   場  所  :

講 師 紹 介

株式会社 REX'S

代表取締役　　

井崎　貴富

代表取締役　　

中村  文昭

有限会社クロフネカンパニー

西久保 愼一

ビッグ・フィールド・
　　　マネージメント株式会社

大野　尚

代表取締役　　　　　　　

スカイマーク株式会社

代表取締役社長　　

白駒　妃登美

株式会社ことほぎ

代表取締役　　

  18歳の時、家出同然で単身上京。ある日、人生の進路に影響を受
ける大物リーダーに出会う。そこで出会った男性の事業構想、ロマ
ンに惹かれ、その場で弟子入りを決意、彼の商売（野菜の行商）を
手伝い始める。19歳の時、行商で得た資金を元に六本木に飲食店を
開店、店を任せられ、5店舗まで拡張。21歳の時、三重県に戻り伊
勢市で「クロフネ」オープン。26歳の時、リビングカフェ「クロフ
ネ」をオープン(2号店)。本当に楽しく、皆に祝福されるようなレ
ストラン・ウェディングを始め、年間50組の手づくり結婚式を行
い、伊勢でダントツの人気№１店となる。現在は自分の経験を活か
した講演活動・人材育成にも力を入れ、全国を飛び回っている。

河邉　哲司

代表取締役社長　　

株式会社久原本家グループ本社　

　　　原口　卓也

原口正信税理士事務所

副所長　

  1949年生まれ。1972年三菱商事系商社に入社。4年後同社退職。
大分県へＵターン。多くのチェーンストア、経営者に影響を与えた、
日本リテイリングセンター渥美俊一氏の率いるペガサスクラブに
て、10年間にわたって各種セミナーを受講し、徹底的に経営の原理
原則を学び続ける。その間、経営に携わった地元企業で業態転換を
推進し、約8年間で100倍の規模へ導く。10年後、同社退職。（現
在、当該企業は380億に成長中）2002年より、福岡大学経済学部ベン
チャー起業論の非常勤講師として毎年定期的に講義活動中。現在、
福岡、東京、名古屋、大阪、宮崎で経営塾「革真塾」を主催。

　埼玉県生まれ、福岡県在住。子どもの頃から伝記や歴史の本を読
み、「福沢諭吉が大好きだから」という理由で慶応義塾女子高校へ
入学、慶應義塾大学経済学部卒業。大学卒業後、大手航空会社の国
際線乗務員として7年半勤務。その後結婚、出産を経て、福岡県を拠
点に結婚コンサルタントの活動をしながら、「博多の歴女」として
歴史講座を積極的に展開。2012年、日本の歴史や文化の素晴らしさ
を国内外に広く発信する「株式会社ことほぎ」を設立。全国各地で
講演活動に取り組んでいる。著書に『人生に悩んだら「日本史」に
聞こう』（共著、祥伝社）がある。2013年3月出版された新刊「感動
する! 日本史」（中経出版）も好評発売中。

　西南学院大学卒業後、大原簿記専門学校の非常勤講師を3年間務め
る。非常勤講師の傍ら原口正信税理士事務所に入所し現在に至る。
2012年11月「経営革新等支援機関」に認定される。
2013年7月TKC九州会福岡支部中小企業支援委員会委員長就任。

  1955年、大阪府生まれ。神戸大学卒業。会社員時代を経て1985年
にネット関連会社を設立、同会社をナスダック・ジャパンに上場さ
せる。2003年にスカイマークに出資し筆頭株主となる。その後2004
年に社長へ就任。当時、既存大手航空会社との競争に苦しむスカイ
マークを様々な業界の常識を打ち破る改革で立て直す。エアバス社
の大型機材を新たに取り入れ国際路線への進出を計画するなど更な
る成長を推し進めている。

　偶然の出会いがきっかけで当時は無名だった旅行会社エイチ・ア
イ・エスの創業に参画。九州・中国地方を自ら切り開き、独立採算
制の下、マンションの1室から21支店を開設。3部門を統括し、ロー
マ支店の設立、沖縄金秀商事との合弁事業などを行い、年間3000万
円に満たなかった九州中国内の売上を百数十億円まで伸ばす。エイ
チ・アイ・エス、スカイマークの躍進を支え続け、2004年より自己
の会社ビッグ・フィールド・マネージメントを設立。
現在は、中小企業のコンサルティングを行う傍ら全国各地で経営者
に向けた講演、専門誌への寄稿、経営塾の主催、大学の非常勤講
師、航空会社、IT企業の監査役を務めるなど精力的に活動する。

　1955年福岡県糟屋郡久山町に生まれる。福岡大学卒業後、家業で
ある醤油屋を継ぐが醤油だけでは戦えないと感じ、醤油づくりのノ
ウハウを生かし調味液・スープ・タレの事業に参入。OEM事業が順調
に行くにつれ不安が募り、自社ブランドである「椒房庵」を設立。
明太子業界最後発が故に9年間赤字が続くが北海道産の卵やパッケー
ジに至るまでこだわり続ける。1999年に発売した「やきとりやさん
キャベツのうまたれ」がヒット。2005年には自然食レストラン「茅
乃舎」を造る。だしなどを含む無添加の調味料の商品を発売。全国
主要都市に茅乃舎ブランドの店舗を出店中。創業120年を迎え、4代
目として永続を見据えた企業の方向性を示していく。

  TKC全国会は、租税正義の実現と関与先企業の永続的繁栄に貢
献することを目的として結成された、１万名超の税理士および公認
会計士が組織するわが国最大級の職業会計人集団です。

ＴＫＣ全国会



中小企業経営の栄養素セミナー2013 セミナーダイジェスト

◆ 大好評につき、今年度も引き続き「大逆転のキーワードは未常識」でPart6になります。

井崎　貴富

株式会社　REX'S
http://www.off180.com/

kakushin.html

　白駒 妃登美

◆歴史が教えてくれる日本人の生き方

　アメリカ型の成功哲学を追い求め、勝ち組であり続けた前半生。夢
や目標を次々と実現し、達成感と充実感に包まれる一方で、負けること
への不安がつきまとい、常に何かに追い立てられるように生きていた…
その結果、大病を患い、余命宣告まで受けることに。残された日々を著
作活動に充てようと、病院のベッドで日本史のエピソードを綴り、歴史
上の人物たちと向き合ううちに、ずっと忘れていた日本人の生き方を取
り戻していきました。そして「私も日本人として生きよう」と心に決め
た途端、一つの奇跡が起きたのです。後世に伝えたい誇るべき日本人
の生き方、経営者も労働者も幸せを感じる日本人の経営哲学を、歴史
から紐解いてご紹介していきます。

中経出版 1,470円 (税別）

『感動する! 日本史』

「MORE」⇒「CHANGE」
　何故、成長できない？改革できない？客観的に見てごらん。努力不足や、やる気の問題
だけではなく、やっている事自体が間違っている事に気が付くから！そのためには現状認
識を正確にし「現状否定」をする事です。そして、正しい方向へ「CHANGE」すべきです。

私たちが幸せに生きるヒントは歴史の中に溢れています

そのための
キーワードは

「観察」・・・現場で問題点を発見し

「分析」・・・問題点の原因を推測、検証し　

「判断」・・・原因毎に対策をうつことです。

▼

▼

http://www.kotohogi
　　　2672.com/

株式会社ことほぎ

中村　文昭

◆ご縁のつながりが開く未来の扉

　“夢を持つことは素晴しいことである。しかし、夢を持たない人でも素
晴しい人生を送ることは出来る。それは目の前にいる人を徹底的に喜ば
せていくことだ。人を喜ばせて生きていると、やがて人から役割を与えて
もらえるようになる。自分の人生の役割を手にいれろ。”これは僕が修行
時代に師匠から言われた言葉です。僕には夢も何もありませんでしたが、
目の前の人を喜ばせ続けていると、会社を経営するという役割を与えて
いただきました。ウェディングを作り上げる役割をいただきました。人前
で講演する役割をいただきました。僕の人生は当初の予定とは全く違っ
た人生になっています。人とのご縁を大切にし、人生をより豊かにする生
き方をお話しします。

有限会社
クロフネカンパニー
http://www.kurofunet.com/

サンマーク出版 1,300円（税別）

『お金でなく、人のご縁で
　でっかく生きろ！』

お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ ！

11 月 1 日

11 月 9 日

11 月 9 日

◆努力が全て？努力しているのに、何故成長しないの？

更に、その「判断」は短期対策、中期対策、長期対策と分けて、
分業すべきです。この一連の手順を学びましょう。

税理士との付き合い方を考える
1. PDCA サイクルをまわして行きましょう！
　「P」とはplan 計画！「D」とはdo 行う！
  「C」とはcheck 照合！ 検査！「A」とはaction 実行！
2. 経営計画とは。
3. 経営計画を作ることで、金融機関が、いままで以上に相談にのってくれるようになるかも。
4. 経営計画書を作る準備は出来ていますか？ 作ることが出来ますか。どの商品でいくら
　 儲かっているのかわかりますか。
5. 税理士と上手に付き合っていきましょう！
6. 発想を変えてみましょう！

会社の実情って中々簡単には話せないもの。しかし、税理士は帳簿を
みています。調子がいいか悪いかくらいは知っています。あともう少
し、今後の社長のビジョンがわかれば良い相談相手となり得ます。お
一人で悩まずに、考え込まずに、是非色々な話をしてみてください。

西久保　愼一

大野　尚

河邉  哲司

　　　原口　卓也

11 月 16 日

11 月 16 日

11 月 16 日

11 月 16 日

TKCグループ
1万名超の税理士集団

http://www.tkc.jp

本物で勝負する久原本家の軌跡

成長する未来を創りだすスカイマークの軌跡

◆未来に続く企業を創る パート１

◆未来に続く企業を創る パート２

5％の奇蹟を創り出す
　　沸騰経営者によるスペシャルトークセッション

　創業明治26年の老舗を受け継ぎ4代目を務める河邉哲司社長。デフレで殆どの企業が価格を
下げて、売上も下げる中、こだわりの商品を開発し、高い価格にもかかわらず、売上を伸ばし続
けています。ただ単に、事業を継承するだけでなく、まるでベンチャー企業のように常識に囚わ
れることなく、斬新な企画を次々と成功させてこられました。企業を継続し、発展させるために
は何が必要なのか。また何を変化させ、何を残すのか。これまでの経営の中で多くの人から何
を学び、どのように行動してきたのか具体的にお話しします。

　会社設立後10年存続できる会社は5%だと言われています。企業の使命
は継続ですが、その継続が非常に難しいものであることをこの数字は物
語っています。今回お話を伺う久原本家さんは創業明治26年（1893年）
と歴史ある企業で現社長の河邉社長は4代目を務められております。もう
一人のゲストスカイマークの西久保社長は企業を上場させた後、航空会
社の社長となり業界に新たな風を吹き込む経営者です。今回のトークセッ
ションでは、お二人の経営における理念や思いを引き出し、企業の使命
である継続と、そのために企業が成すべきことは何かを伺っていきます。
おそらく、このトークセッションは二度と聞けることはないでしょう。お
話を伺う私も大変楽しみです。 http://www.bfmjp.com/

ビッグ･フィールド･
マネージメント株式会社

株式会社久原本家
グループ本社

http://www.kubarahonke.com

スカイマーク株式会社
http://www.skymark.co.jp

　既存大手航空会社との競争に苦しむスカイマークに筆頭株主として名乗りをあげた。規制緩
和の波に乗り、多くの新規参入航空会社が誕生したが、そのほとんどは経営に苦しみ民事再生
を受ける企業もある中で、当時のスカイマークもいつ倒産してもおかしくないといわれていまし
た。その中でネット関連会社を上場させた畑違いの経営者がなぜ航空会社スカイマークに出資
を決意したのか。そして、その後、なぜ自らも経営に携わるようになったのか。

社長就任後は、様々な問題とぶつかるが、業界の因習や慣習にとらわれ
ることなく、社内にニューカルチャーのムーブメントを生み出し航空業
界の常識に挑戦しながら様々な改革に取り組み赤字だった会社を黒字化
させました。来年にはAirbus380を導入しいよいよ国際線に乗り出してい
きます。それまでの軌跡とこれからの未来についてお話しします。

◆大野尚コーディネート!河邉・西久保両氏によるトークセッション!!

カナリア書房
1,500円（税別）

『沸騰経営 5%の奇蹟を
創り出す10の鉄則』
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