
 主催：北海道経営未来塾実行委員会 

    （北海道商工会議所連合会、札幌商工会議所、北洋銀行、北海道銀行、未来経営研究所） 

 後援：札幌市 

 

 

 

 

 

自分と未来は変えられる！！  日本を動かし、世界を動かす、トップ経営者が札幌に！ 

 

2016 年にスタートした北海道経営未来塾。 

以下の要項で、第７期生を募集致します。 

       北海道経営未来塾 塾長 長内順一 

 

 事業概要  

◆期  間  2022 年 5 月～2023 年 3 月 

◆内  容 

 １．右記、今年度講師予定者の中から該当者が、 

   下記の講座を行います。 

   ・基調講演 

   ・交流講座（意見交換、懇親会） 

 ２．グループ講座の開催 

   コロナ禍の第 6 期から始めた新事業。 

   右記、道内企業のレジェンド経営や若手官僚の 

皆様からガチの学びをもらいます。 

塾生６名/グループの小単位講座。 

 ３．道内外の専門家により経営実務を学びます。 

   ・経営実務講座（経営指標、計数管理ほか） 

４．塾生個人との意見交換 

  ・小単位の経営懇談会 

  ・個人との経営相談 

 ５．道外への研修講座 

   ・東京の若手経営者との交流会 

   ・企業訪問並びに交流会 

   ・首相官邸、国会での交流会他 

 

 募集基準  

 １．公募目的 

   未来塾の目的は、「小規模企業から大規模企業への 

成長の法則」を学ぶ。 

   つまり、「第２のニトリ」を創ることにあり、 

   企業インキュベーターではありません。 

 ２．年齢：概ね 45 歳以下の方 

 ３．現時点で経営的役割の方、または近い将来、 

   事業承継がある方 

 ４．企業規模：従業員が概ね 20 名以上 

 ５．対象業種：企業拡大を目的にできること。 

   士業や医療など only one をめざす業種の方、 

   並びに政治、宗教を業とされる方は対象外とする。 

 ６．塾の方針を理解、厳守し学びの意欲のある方。 

＊＊新型コロナウイルス感染症の状況により、 

期間・内容を変更する場合があります＊＊ 

 

◆募集人数 30名程度 

◆受 講 料 30万円／年（税込） 

◆応募締切 2022年 4月 20 日必着 

◆応募方法 指定の「塾生選考申込書」と「選考小論文用紙」をお申し込み先までご送付願います。 

◆選  考 北海道経営未来塾実行委員会「塾生選考会」で決定します。 

 

 

北海道経営未来塾 

第７期生募集のご案内 

札幌商工会議所 会員組織部 会員サ-ビス･広報課 宛 

TEL：011-231-1318  FAX：011-231-5591 

Mail：service@sapporo-cci.or.jp 

お申し込み先並びにお問い合わせ先 

㈱AOKI ホールディングス  ：青木 擴憲 会長 

内閣総理大臣    ：安倍 晋三 氏 

㈱ファンケル   ：池森 賢二 会長 

ANA ホールディングス㈱  ：伊東信一郎 会長 

㈱モスフードサービス  ：櫻田  厚 会長 

㈱アミューズ   ：柴 洋二郎 副会長 

内閣官房長官   ：菅  義偉 氏 

日本空港ビルデング㈱  ：鷹城  勲 会長 

㈱JTB    ：田川 博己 会長 

㈱ドトールコーヒー   ：鳥羽 博道 名誉会長 

セコム㈱    ：中山 泰男 会長 

(一社)公益資本主義推進協議会  ：原  丈人 最高顧問 

TOTO㈱    ：張本 邦雄 相談役 

大和ハウス工業㈱   ：樋口 武男 会長 

キヤノン㈱   ：御手洗冨士夫 会長 

オリックス㈱   ：宮内 義彦  

㈱大創産業   ：矢野 博丈  

住友林業㈱   ：矢野  龍 会長 

㈱アークス   ：横山  清 社長 

＜2016～2021 年度 主な担当講師＞ 

 

※役職は各回当時 

 

ご芳名五十音順 

㈱吉野家ホールディングス  ：安部 修仁 会長 

第 22 代警察庁長官   ：安藤 隆春 氏 

㈱アインホールディングス  ：大谷 喜一 社長 

㈱日立製作所     ：川村  隆 名誉会長 

前内閣総理大臣   ：菅  義偉 氏 

㈱TBS ホールディングス  ：武田 信二 会長 

㈱ニトリホールディングス  ：似鳥 昭雄 会長 

東急(株)     ：野本 弘文 会長 

㈱メルカリ   ：山田進太郎 CEO 他 

〈グループ講座講師予定者〉 

㈱北洋銀行   ：石井 純二 顧問 

北海道ガス㈱   ：大槻  博 社長 

余市町町長   ：齊藤 啓輔 氏（外務省） 

㈱北海道銀行     ：堰八 義博 特別顧問 

㈱セコマ    ：丸谷 智保 会長 

北海道経済部観光振興監  ：山崎 雅生 氏（国土交通省） 

今年度 講師予定者 



北海道経営未来塾 塾生選考申込書 

 

北海道経営未来塾の目的に賛同し、下記の通り塾生選考申込みを致します。 

また、私は現在又は将来にわたって暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを宣誓します。 

記入日    年   月   日 

顔写真１枚添付 

パスポートサイズ 

（縦 4.5cm×横

3.5cm） 

 

※スーツ着用の写真

をお願いします。 

ふりがな  

氏  名 

 

 

生年月日 
西暦    年  月  日（年齢  歳） 

（昭和・平成  年)  
性別 男 ・ 女 

事業所名 

(団体名) 

 

 

役職名  

業種(具体的に)  

事業所(団体) 

所在地・連絡先 

〒    －      

 

ＴＥＬ：     －     －        

ＦＡＸ：     －     －        

携 帯 電 話：     －     － 

E-mail(PC･必須)                ＠ 

ホームページアドレス http:// 

他の所属団体                     （役職名：         ） 

確約事項 

(□にチェックを

入れてください) 

□ 北海道経営未来塾実行委員会に選考を一任し、結果を異議なく受け入れます。 

□ 選考の後は、辞退することなく入塾します。 

□ 入塾申込書や年会費等は指定期日内に提出・納入します。 

 

事業所 

代表者推薦欄 

上記の者を推薦致します。（※事業所代表者名を記入。申込者が代表者の場合は不要） 

 

申込のきっかけ 
新聞（        ）・雑誌（         ） 

ＨＰ（        ）・その他（                 ） 

 

 

 

 

【お申し込み先】札幌商工会議所 会員組織部 会員サ-ビス・広報課 宛 

        Mail：service@sapporo-cci.or.jp 

        TEL：011-231-1318  FAX：011-231-5591 

※記入漏れ、個人印・法人印に押印のない場合など、書類に不備がある場合は、塾生選考が審議 

されない場合ありますので必ずご確認のうえご提出ください。 

【個人印】 

○印  

【法人印】 

○印  

【法人印】 

○印  



北海道経営未来塾 選考小論文用紙 

 

■北海道経営未来塾 入塾志望動機についてご記入ください。 

（200字以内で、簡潔にご記入ください） 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

■あなたが考えている今後の北海道のありかたや、その中で、御社がどのように展開していきたいか 

（ヴィジョンや将来像など）について、400字以内で簡潔にご記入ください。 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

■あなたにとって今、一番大切なものは何ですか？ 

 

 


