
地域企業経営者講演リスト 

 

注意書き 

※大学での講義可能な経営者等一覧（敬称略・順不同） 

※肩書き等は平成 28年 10月時点 

 

①遠州地域（８名） 

 

地域 遠州【浜松商工会議所 副会頭】 

氏名 山本敏博 

所属 （福） 聖隷福祉事業団 理事長 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、企業ビジョン、事業内容、業界動向、人事、人材育成 等 

２．ビジネス：経営論、組織論、マネージメント、リーダーシップ 等 

３．地域問題：少子高齢化 等 

４．政治・経済：社会問題全般 等 

実施条件 曜日：いつでも  時間：60分  開催場所：三遠南信地域 

 

地域 遠州【浜松商工会議所 常議員】 

氏名 祐嶋繁一 

所属 静岡エフエム放送（株） 代表取締役会長 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、企業ビジョン、事業内容、業界動向 等 

２．ビジネス：経営論、マネージメント 等 

３．地域問題：芸能・文化、イベント・催し 等 

４．政治・経済：マスコミ 等 

５．ライフスタイル：経験・体験談 等 

実施条件 曜日：いつでも  時間：60分  開催場所：遠州地域 

 

地域 遠州【浜松商工会議所】 

氏名 役員や業務に精通している職員 

所属 浜松信用金庫 （回答項目：２） 

講演ジャン

ル 

 

実施条件 曜日：  時間：  開催場所： 

 

 

 



地域 遠州【浜松商工会議所】 

氏名 小楠浩丈  

所属 （株） ヤタロー SV事業本部執行役員 

講演ジャン

ル 

１．自社：事業内容 等 

 

実施条件 曜日：いつでも  時間：30分  開催場所：遠州地域 

 

地域 遠州【掛川商工会議所 常議員】  

氏名 川島達也  

所属 (株)川島組 代表取締役社長 

講演ジャン

ル 

１．自社：企業ビジョン、事業内容、業界動向 等 

２．ビジネス：経営論、リーダーシップ、営業 等 

３．地域問題：地域活性化、災害 等 

５．ライフスタイル：夢、経験・体験談、健康・美容、住まい 等 

実施条件 曜日：いつでも  時間：60分  開催場所：三遠南信地域 

 

地域 遠州【掛川商工会議所 常議員】 

氏名 早瀬公夫 

所属 掛川タクシー(株) 代表取締役 

講演ジャン

ル 

３．地域問題：地域活性化、まちづくり、観光、交通 等 

地域情報化が最も得意 

実施条件 曜日：平日  時間：60分  開催場所：東三河、遠州地域 

 

地域 遠州【奥浜名湖商工会】 

氏名 杉本光生 

所属 杉本光生／中小企業診断士事務所 

講演ジャン

ル 

２．ビジネス：経営論、マネージメント、リーダーシップ、マーケティング、 

危機管理 等 

実施条件 曜日：いつでも  時間：90分  開催場所：三遠南信地域 

 

 

 

 

 

 



地域 遠州【奥浜名湖商工会】 

氏名 松嵜善治郎  

所属 株式会社 入河屋 五代目（代表取締役社長） 

講演ジャン

ル 

１．自社：企業ビジョン、業界動向 等 

２．ビジネス：経営論、ものづくり 等 

５．ライフスタイル：経験・体験談 等 

実施条件 曜日：いつでも  時間：90分  開催場所：東三河、遠州地域 

 

  



②東三河地域（１０名） 

 

地域 東三河【豊橋商工会議所 副会頭】 

氏名 神野吾郎 

所属 株式会社サーラコーポレーション 代表取締役社長 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、企業ビジョン、事業内容、業界動向 等 

２．ビジネス：経営論、マネージメント、リーダーシップ、イノベーション 等 

３．地域問題：地域活性化、まちづくり、中心市街地 等 

実施条件 曜日：平日  時間：60分  開催場所：三遠南信地域 

 

地域 東三河【豊橋商工会議所 副会頭】 

氏名 松井孝悦  

所属 大三紙業株式会社 代表取締役社長 

講演ジャン

ル 

１．自社：企業ビジョン 等 

２．ビジネス：経営論、マネージメント、リーダーシップ、マーケティング 等 

３．地域問題：まちづくり 等 

５．ライフスタイル：タイムマネジメント 等 

実施条件 曜日：平日  時間：90分  開催場所：指定なし 

 

地域 東三河【豊橋商工会議所 副会頭】 

氏名 佐藤元英  

所属 ヤマサちくわ株式会社 代表取締役社長 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、企業ビジョン、経営戦略、事業内容 

３．地域問題：地域活性化、まちづくり、観光、中心市街地、イベント・催し 

５．ライフスタイル：夢・経験・体験談、グルメ 等 

実施条件 曜日：指定なし  時間：90分  開催場所：東三河地域 

 

地域 東三河【豊橋商工会議所 監事】 

氏名 中村捷二 

所属 中部ガス株式会社 代表取締役会長 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、事業内容、人材育成 等 

２．ビジネス：経営論、マネージメント、リーダーシップ 等 

３．地域問題：地域活性化、まちづくり、中心市街地 等 

実施条件 曜日：平日  時間：90分  開催場所：三遠地域 

 



地域 東三河【豊橋商工会議所 常議員】 

氏名 山内有恒 

所属 豊国工業株式会社 代表取締役 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、企業ビジョン、事業内容、業界動向 等 

 

実施条件 曜日：いつでも  時間：60分  開催場所：東三河地域 

 

地域 東三河【豊橋商工会議所】 

氏名 渡辺寛司 

所属 豊橋信用金庫 理事 

講演ジャン

ル 

１．自社：事業内容 等 

３．地域問題：地域活性化 等 

実施条件 曜日：平日  時間：60分  開催場所：東三河地域 

 

地域 東三河【豊川商工会議所 副会頭】 

氏名 川合悦藏 

所属 新東工業（株）豊川製作所 特別顧問 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、事業内容、人材育成 等 

２．ビジネス：経営論、マネージメント、グローバル化、リーダーシップ 等 

（ものづくり企業対象に限る。主として技術経営（ＭＯＴ）全般） 

４．政治・経済：国際情勢、日本経済 等 

実施条件 曜日：平日  時間：120分  開催場所：三遠南信地域 

 

地域 東三河【豊川商工会議所 副会頭】 

氏名 小野喜明  

所属 （株）トヨテック 代表取締役社長 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、企業ビジョン、事業内容、業界動向 等 

２．ビジネス：経営論、マネージメント、マーケティング、営業 等 

３．地域問題：地域活性化、まちづくり、産業史 等 

４．政治・経済：国際情勢、日本経済 等 

実施条件 曜日：いつでも  時間：90分  開催場所：三遠南信地域 

 

地域 東三河【豊川商工会議所 常議員】 

氏名 木下良夫  

所属 シンニチ工業（株） 代表取締役社長 



講演ジャン

ル 

１．自社：企業ビジョン、事業内容、人材育成 等 

２．ビジネス：経営論、組織論、マネージメント、リーダーシップ 等 

実施条件 曜日：平日（午前中）  時間：90分  開催場所：東三河 

 

地域 東三河【豊川商工会議所 常議員】 

氏名 福井宏海 

所属 ティビーアール（株） 代表取締役社長 

講演ジャン

ル 

１．自社：社史、企業ビジョン、事業内容、業界動向 等 

実施条件 曜日：平日  時間：60分  開催場所：東三河、遠州地域 

 

 

③南信州地域（１名） 

 

地域 南信州【飯田商工会議所】 

氏名 林郁夫 

所属 ＮＰＯ法人しんきん南信州地域研究所 所長 

講演ジャン

ル 

３．地域問題：地域活性化、まちづくり、観光、地域史、産業史、少子高齢化、

イベント 等 

実施条件 曜日：いつでも  時間：90分  開催場所：三遠南信地域 

 


