受講生 募集

受講料

弘大じょっぱり
起業家塾2022

無料
定員
20 名程度

弘前大学は，
「弘大じょっぱり起業家塾 2022」
を開講します。
新型コロナウイルス感染症の影響により，地域経済が疲弊する状況の中，ビジネスモデルの組み立て方や地域資源を活かした経営
戦略など，新たなビジネスプランにつながる学びを提供するものです。
地域ビジネスに関わる経営学のセオリーや事業計画の策定演習などを通じて起業を考えている人だけでなく，起業家マインドを持
つ地域で活躍できる人材を育成し，社会人や学生を支援・育成します。

Ⅰ. 基礎コース
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受講対象者

地域ビジネス論・先進事例研究

開講式

食と観光分野において起業を考えている人，
起業家マインドを現在の仕事に活かしたい
ビジネスパーソン，地域で活躍したい社会人・
学生，自治体職員など

齋藤ひとみ 氏

地域活性化・伝統文化の保全を
目指したビジネスの実現

ひろさき夢興社株式会社
代表取締役

第 1 回講義
起業のための基礎
ディスカッション

岩見

第 2 回講義 起業事例
鶴田町から発信するファッション
ブランドと地域活動
ディスカッション

参加要件

茂政 氏

●

岡

開講場所

●

詩子 氏

ハンサムリネンKＯＭＯ 代表
つるた街プロジェクト 代表

弘前大学創立 50 周年記念会館

（弘前市文京町 1 番地）

玉樹真一郎 氏

第 3 回講義
コンセプトの作り方
ディスカッション

熊谷

岩木ホール

受講申込

わかる事務所 代表／
八戸学院大学 客員教授／
元・任天堂Ｗii ディレクター
・プランナー

第 4 回講義
マーケティング志向の事業計画
ディスカッション

起業プランやアイデアを持っていること
事業計画を作成する意思を持っていること

株式会社日本政策金融公庫
弘前支店長

氏名・所属・役職・連絡先
（電話番号・メールアドレス）
・
申込講座・あなたのビジネスプラン（やりたいこと）を記
入のうえ，E-Mail か郵送，または Google フォームでお
申込ください。
（事前申込制）

淳一 氏

お申込は
こちら

株式会社ノイエ 代表取締役

※先進事例研究はオンライン講座となります。詳細は講座開始時にお伝えします。

Ⅱ. 実践コース
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（木）

18：30〜19：50
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6（木）

18：30〜19：50

10 20（木）
18：30〜19：50

食・観光ビジネス演習

イントロダクション
１．観光ビジネス概論
２．食品ビジネス概論
第 1 回演習
アイデアの創出と
コンセプトづくり
第 2 回演習
市場ポジションの確認

主催：国立大学法人弘前大学

お問い合わせ
受講書類送付先

地域創生本部
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10

（木）

18：30〜19：50

12

1（木）

12

22（木）

第 4 回演習
事業計画のブラッシュアップ

18：30〜19：50

18：00〜20：00

第 3 回演習
ターゲット顧客の設定

※本プログラムは，
ＪＲ東日本

石塚

哉史

寄附金等を活用して運営さ

氏

弘前大学大学院
地域共創科学研究科 教授

森

樹男 氏

弘前大学大学院
地域共創科学研究科 教授

成果発表会
修了式

れます。

※本事業は，新型コロナウイル
ス感染症の影響拡大に伴い，
オンライン開催になることが
あります。

後援：青森経済同友会，弘前商工会議所，青森県中小企業団体中央会，一般社団法人 Clan PEONY
（クランピオニー）津軽

国立大学法人弘前大学社会連携部社会連携課
〒036−8560 青森県弘前市文京町 1番地

弘大じょっぱり起業家塾事務局

TEL：0172−39−3978，
3915

FAX：0172−39−3919

E-Mail：sjinzai@hirosaki-u.ac.jp

岡

「弘大じょっぱり起業家塾2022」
講師紹介

青森県鶴田町出身。大学卒業後，鶴田町に U ターン。平成
23 年，縫い目の見えないリネン製品を製作・販売する「ハン
サムリネン KOMO」を起業し，経営するかたわら，同年鶴田
町在住の若手 8 名で鶴田町で自分たちがもっと楽しく暮らす
ための活動「つるた街プロジェクト」を立ち上げた。つるた街
プロジェクトでは，フリーペーパーの製作や毎年約 500 人を
動員するキャンドルナイトイベントの企画・運営等を通して，
好きな鶴田町で自分たちが楽しめる活動をゆるく展開している。また，
「色彩コーディ
ネーター」
の資格を活かし，カラー・ファッションのコンサルティングサービスも行っ
ている。

玉樹真一郎 氏

齋藤ひとみ 氏

わかる事務所 代表／八戸学院大学
ディレクター・プランナー

ひろさき夢興社株式会社 代表取締役

青森県浪岡町出身。高校を卒業後，弘前市にある結婚式場に
勤務。その後結婚，出産を経て平成 25 年に 1 日 10 個予約限
定のシフォンケーキ専門店を自宅にて開業。平成 27 年法人
化。新たにアップルパイを加え全国に青森県特産品を広める
ことを中心として活動。令和元年，醤油事業を M&A。
「夢を
見る・夢を興す・夢を叶える」を理念に掲げ，現在はアップ
ルパイを中心とした洋菓子，醸造業，弊社醤油味噌を活用し
たキッコーセイからあげの 3 つの柱で，県内外に幸せを届けるべく製造販売に加えフ
ランチャイズ事業も運営している。

岩見

詩子 氏

ハンサムリネン KＯＭＯ 代表／つるた街プロジェクト 代表

茂政 氏

株式会社日本政策金融公庫 弘前支店長

和歌山県出身。大学卒業後，国民金融公庫（現日本政策金融
公庫）入庫。国の政策金融機関の職員として，約２万社以上
の中小・小規模事業者の金融支援を実施。とりわけ起業家支
援の専門家としてあらゆるステージの起業家のスタートアッ
プを計画当初から支援。また，地方公共団体主催の創業セミ
ナーや起業相談会，商工会議所・商工会での金融セミナー，
士業団体の研修や勉強会，大学での講義やセミナーで講師を
多数担当し，地域経済発展のため，尽力している。

客員教授／元・任天堂Ｗii

1977 年生まれ。東京工業大学・北陸先端科学技術大学院大
学卒。プログラマーとして任天堂に就職後，プランナーに転
身。全世界で 1 億台を売り上げた「Wii」の企画担当として，
最も初期のコンセプトワークから，ハードウェア・ソフトウェ
ア・ネットワークサービスの企画・開発すべてに横断的に関
わり「Wii のエバンジェリスト（伝道師）
」
「Wii のプレゼンを最
も数多くした男」
と呼ばれる。2010 年任天堂を退社。青森県八戸市に U ターンして独
立・起業，
「わかる事務所」を設立。全国の企業や自治体などで，コンセプト立案，プ
レゼン手法，デザイン等をテーマとしたセミナー，講演，ワークショップ，プレゼン
等を年 60 回以上行うほか，コンサルティング，ウェブサービスやアプリケーション
の開発等を行いながら，人材育成・地域活性化にも取り組む。

熊谷

淳一 氏

株式会社ノイエ 代表取締役

アートディレクター，販促コンサルタント。多摩美術大学グ
ラフィックデザイン学科卒業。マーケティングとデザインで
ブランディングを行い，企業が業績を伸ばすコンサルティン
グや，ホームページやロゴマークなどブランドに関わるデザ
インを手がけている。起業家向けに集客・販促のマーケティ
ングセミナーや経営相談を 15 年前より行なっている。

受講申込書
氏 名

ふりがな

連絡先

所 属
役 職
申込講座

基礎コース

電 話
メール

実践コース

※受講を希望するコースを○で囲んでください。

※ご記入いただいた個人情報は，受講者であることの確認及び本学と受講生との連絡に利用いたします。
※複数名応募の場合は，コピーしてご使用ください。

起業プラン・アイデアの提出（基礎コースのみ受講の場合は記載不要）
あなたが現在考えている
（もしくは本講座で具体化したいと考えている）
起業のプランやアイデアについて 250 字程度で提出して
ください。
（起業プラン・アイデアの提出がない場合，受講をお断りすることがあります）
※提出された起業のプランやアイデアについては厳重に管理いたします。

お申込みは，E-Mail か郵送，または Google フォームでお申し込みください。

お問い合わせ
受講書類送付先

国立大学法人弘前大学社会連携部社会連携課

弘大じょっぱり起業家塾事務局

〒036-8560 青森県弘前市文京町 1 番地
TEL : 0172‑39‑3978 ，
3915 E-Mail : sjinzai@hirosaki-u.ac.jp

