
◎Google日本法人　元代表取締役社長
◎アレックス株式会社　代表取締役社長兼 CEO

辻野 晃一郎氏

リーダーになる勇気
～迷わない、あきらめない自分をつくる～

第37回 西日本経営教育大会コンセプト
　私たちの生活を取り巻く環境は、今、大きな変化の時期を迎えています。
　ITの進化とデジタル化社会の進展は、AIやロボットなどの新技術とIoTやフィンテックなどの新しいビジネスモデルを産み出し、そのうえ、技術革新による社会や産業
構造の変化のスピードは、劇的に速くなっています。
　また、労働人口の減少や雇用形態の多様化に伴う『働き方改革』によって、ITを活用したテレワークやRPAなど、ワークスタイルも確実に変化しています。
　多様性を増すグローバル社会の中で、企業が競争力を高め成長を続けるためには、様 な々変化を捉えて新しいチャンスを掴むことが必要です。そのため、その最前線
に立ち、変革と創造をリードする人材が何よりも求められています。
　各企業・団体の状況やポジションによって、求められるリーダーのスタイルは違いますが、優れたリーダーたちの思考や行動を学び、新しい時代のリーダーシップや次世代
リーダーの育成を考えるヒントを得ていただく場として、本大会を開催いたします。

第37回 西日本経営教育大会 
受講申し込みのご案内

ビジネス環境激変の時代！
求められるリーダーとは

《マネジメントフォーラム》

本大会は、九州一円の民間企業および地方自治体の主に、管理・監督者・リーダークラス
の方 を々対象といたします。組織活性化と更なる発展を目指すためには、どのような考え
方、行動が求められているのかについて、参加者各自の気づき・学びの場として開催いた
します。年に１回の定期開催をいたしておりまして今年で第37回開催となります。

日　時

12 7月 日（金）

平成30年

13：30～17：00

開催趣旨 こんな方にオススメ
■もっとリーダーシップを発揮したい
■これから必要なリーダーの資質を学びたい
■メンバーの能力をもっと発揮させたい
■リーダーとしての考え方、行動を知りたい

お申込み・お問合せ先
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-6-16西鉄博多駅前ビル７F

TEL 092-431-3365  FAX 092-431-3367
URL http://www.noma.or.jp/kyushu/

大会委員長挨拶

17：00

13：30
西日本経営教育大会　企画運営委員会　委員長
株式会社九電工 理事
九電工アカデミー学長 加藤 慎司 氏

【経　歴】 嶋津 良智 氏
　もっと‘稼ぐ’組織を作る「上司学」「組織づくりの12分野」メソッドの
開発者であり、リーダー育成の第一人者。大学卒業後、IT系ベン
チャー企業に入社。同期100名の中でトップセールスマンとして活躍、
その功績が認められ24歳の若さで最年少営業部長に抜擢。就任3ヶ
月で担当部門の成績が全国ナンバーワンになる。その後28歳で独
立・起業し代表取締役に就任。Ｍ＆Ａを経て2004年52億円の会社ま
で育て株式上場（IPO）を果たす。
　主な著書としてシリーズ100万部を突破しベストセラーにもなった
『 怒らない技術 』をはじめ『 あたりまえだけどなかなかできない 上
司のルール 』、『 だから、部下がついてこない！』、『 目標を「達成す
る人」と「達成しない人」の習慣 』などがあり、累計150万部を超える。

【経　歴】 辻野 晃一郎 氏
　福岡県生まれ。84年に慶応義塾大学大学院工学研究科を修
了し、ソニーに入社。88年にカリフォルニア工科大学大学院電気工
学科を修了。VAIO、デジタル TV、ホームビデオ、パーソナルオー
ディオ等の事業責任者やカンパニープレジデントを歴任した後、2006
年3月にソニーを退社。翌年、グーグルに入社し、グーグル日本法人
代表取締役社長を務める。2010年4月にグーグルを退社し、アレック
ス株式会社を創業。現在、同社代表取締役社長兼CEOを務める。
2016年6月より神奈川県 ME-BYO サミット神奈川実行委員会アド
バイザリーメンバー。2017年8月より株式会社ウェザーニューズ社外
取締役。
　著書に、『 グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた 』
（2010年 新潮社、2013年 新潮文庫）、『 成功体験はいらない 』
（2014年 PHP ビジネス新書）、『 リーダーになる勇気 』（2016年 日
本実業出版社）、『 「出る杭」は伸ばせ！なぜ日本からグーグルは生ま
れないのか？ 』（2016年 文藝春秋社）、『 日本再興のカギを握る
「ソニーのDNA」 』（2018年 講談社）。その他、現代ビジネス（講談
社）『 人生多毛作で行こう 』、経済プレミア（毎日新聞）『 世界と闘
え 』、mine（まぐまぐ）『 辻野晃一郎の人生サプリ 』などを連載中

15：25
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◎一般社団法人日本リーダーズ学会　代表理事
◎リーダーズアカデミー 学長
◎セミナーズアカデミー 学長
◎早稲田大学エクステンションセンター講師

嶋津 良智氏

組織づくり2.0
～これからの時代、人は「目標」だけでは動かない～
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請求書

一般社団法人　日本経営協会　九州本部　行　　　FAX 092-431-3367　　E-mail seto@noma.or.jp
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※登録  No.
第37回 西日本経営教育大会  参加申込書

E-mail

参加申込書にご記入いただいた情報は、下記の目的に使用させていただきます。
①参加券や請求書の発送などの事務処理　②セミナー・イベントなどの本会事業のご案内
なお、②が不要の場合は□にチェックしてください。　－　□不要

みらいパーキング

約130名

電気ビル 本館

会場図

お納めいただいた受講料は、原則として返却いたしかねますので、参加申込の方
がご都合が悪い場合は代理の方にご出席いただきますようお願いいたします。

1～2名様 3名様以上
￥12,960 ￥10,800
￥16,200

本会会員
一　　般 ￥14,040（消費税込）

（消費税込）

（消費税込）

（消費税込）

会　場
福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル本館地下2階

《バ　ス》

《タクシー》
《電　車》
《地下鉄》

ＪＲ博多駅バス停Aより乗車
天神大丸前バス停4より乗車
天神より5分・JR博多より7分・福岡空港より25分
西鉄薬院駅より徒歩7分
七隈線 渡辺通（電気ビル本館 B2Fへ直結）

定　員

参加料
（1名につき）

▶ 渡辺通1丁目降車すぐ
▶ 渡辺通1丁目降車すぐ

交
通
案
内

日　時 平成30年12月7日（金） ◎13：30～17：00
申込締切日 平成30年12月3日（月）

申込方法

●録音・録画・写真撮影は原則としてお断りいたします。そ の 他

参加申込書に必要事項を記入のうえ、郵送・FAX・ＷＥＢにてお申込みください。追って、参加券と振込口座名を記載し
た請求書をご派遣責任者までお送りします。参加料は開催の３営業日前までに必ずお振込みください。（経理処理の都合
等にて遅れる場合にはご一報ください）●電話では、ご予約のみ承ります。（後日、必ず申込書をご送付ください）●銀行振込の
場合、領収書の発行は省略し「銀行振込金受取書」を領収書に代えさせていただきます。●振込手数料は貴社にてご負担
願います。●お振込は必ず申込会社名・団体名でお願いします。

共創館

◎経営者　◎経営幹部　◎管理監督者　
◎次世代リーダー候補者　◎人事・教育スタッフの方々

電気ビル
本館

祗園

第37回 西日本経営教育大会開催要項

参加対象者

WEBからもお申込みできます！
http://www.noma.or.jp

第36回 受講者の声

第37回 西日本経営教育大会企画運営委員
（五十音順）

大会副委員長

加藤　慎司 氏 株式会社九電工　理事
九電工アカデミー学長

企画運営委員 森　　慎二 氏 西日本鉄道株式会社
人事部長

藤本　久美 氏 九州電力株式会社　ビジネスソリューション統括本部
人材活性化本部　社員研修所長

緒方　大介 氏 ヤマエ久野株式会社　人事部
研修課長

岩佐　　浩 氏 株式会社新出光　人事総務部
人事課　課長

峰　　寿幸 氏 トヨタ自動車九州株式会社　人財開発部
育成支援室　グループ長

森田孔太郎 氏 西部ガス株式会社　人事労政部
人財活性化推進グループ　マネジャー

三浦　一博 氏 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
人事統括部　人財開発センター 　主任調査役

緒方　賢一 氏 株式会社ゼンリン　本社統括本部
総務人事本部　人事部　人事課　課長

城山　達也 氏 株式会社九電工　九電工アカデミー
人財開発グループ長

脇山　　健 氏 福岡県農業協同組合中央会
教育センター　センター長

渡辺　　亨 氏 株式会社安川電機　経営特命事項社長補佐
人づくり推進担当　品質経営推進部　人材育成推進課　課長

松尾　英一 氏 一般社団法人 日本経営協会　
九州本部長

小杉太津朗 氏 株式会社NTTビジネスアソシエ西日本　総務部
人事労働部門　人事育成担当課長

横溝　哲也 氏 株式会社ベスト電器　人事教育部
研修センター所長

吉﨑　文治 氏 九州電力株式会社　ビジネスソリューション統括本部
人材活性化本部　社員研修所　教育計画グループ長

森部　誠司 氏 株式会社西日本シティ銀行
人事部　人財開発室　主任調査役樋口　定良 氏 株式会社ＮＴＴドコモ　九州支社　企画総務部

総務・人事担当部長　人権啓発室長

福田　浩司 氏 新日鐵住金株式会社　八幡製鐵所
総務部　人事総務室　室長

三浦　基路 氏 九州旅客鉃道株式会社
人事部長

清水　　薫 氏 西日本鉄道株式会社
人事部　人材開発課　課長

大会委員長

●人の「心」に接することがマネジメントだと思った。
●自分のマネジメント、リーダーシップの振り返りと足らざる
部分をはっきりさせて今後の改善につなげていきたい。

●リーダーシップについて考えたことはあまりなかった
が、具体的に考えると考えることがリーダーの役割で
あることを学んだ。
●職場の人のやる気を上げるには リーダーの感性や
要求水準の設定のしかたが重要であると認識した。

など

一般社団法人 日本経営協会
（NOMA）について

NOMAは、昭和24年（1949年）に「日本事務能率協会」として設立、同年に通商産業省（現・経済産業省）から社団法人として公益法人認可を受け、昭和46年（1971年）に
「日本経営協会」に名称変更しました。公益法人法制の改正に基づいて平成23年（2011年）4月に国の認可を受けて一般社団法人へ移行いたしました。設立以来一貫して、
わが国経営の近代化と効率化のための啓発・普及を活動の柱としており、「経営及びオフィス・マネジメントの革新及び社会資産の創出並びに新しい価値創造の推進」によって、
わが国経済社会の発展と豊かな社会の実現に寄与することを理念・目的として、これを今後も継承してまいります。

●必ずご記入ください。
□ 会　員
□ 一　般
参加料　　　　　　  円


