
平成 2３年度 第１回 石巻しんきん経営塾 
『情報交換会』 
 
開催日  平成２３年９月１４日(水)   １８時００分から 

場 所  石巻グランドホテル 

 

  

高橋塾長挨拶 情報交換会 会場の風景 

    

交流グループ① 視察グループ 研修グループ 交流グループ② 

石巻しんきん経営塾は 3 月 11 日の東日本大震災により事業活動が中断していましたが、被害状況

の確認や情報交換を行い、塾生が団結して復興に取組み出来ることを目的にして、平成 23 年度第

1 回情報交換会を開催致しました。 (参加者は３０名でした) 

○交換会内容 

1.高橋塾長挨拶 

2.事務局連絡事項 ①山形信用金庫様、大垣信用金庫様よりお見舞金をいただきました。 

         ②「ざくろ坂プロジェクト」について説明。 

3.「みやぎ中小企業復興特別資金」について説明。 (法人営業課 川井課長より) 

4.情報交換会    

 

 

塾生の発表風景(3 月 11 日の地震・津波の様子や、その後の自宅・自社

の事業について発表していただきました) 塾生 55 名全員無事でした。 

 
 
 



平成 2３年度 第２回 石巻しんきん経営塾 
『情報交換会』 
 
開催日  平成２３年１２月７日(水)   １８時００分から 

場 所  石巻グランドホテル 

 

  

石巻市復興対策室理事兼室長 星 雅俊氏より「石

巻市震災復興基本計画」を説明いただきました。 

高橋塾長挨拶 

  

 ㈱高橋徳治商店様による震災時から工場再開 

までの写真掲示 

新入塾生の㈱ヤマトミ 千葉 尚之さん紹介 

  

塾生が、震災時の体験談と現在の状況を発表 

 
 
 
 
 
 
 



平成２４年度 第１回 石巻しんきん経営塾 
『総会／講演会／懇親会』 
 
開催日  平成２４年５月１８日（金）  １８：００～ 
場所   石巻グランドホテル 
内容   ①総会  平成 23 年度事業報告・決算報告、監査報告、平成 24 年度事業（案）・ 
          予算（案）、組織変更等 

②講演会  講師：石巻信用金庫理事長 高橋 賢志氏 

③懇親会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

平成２４年度のテーマ 

～集結・始動！地域のために！！～ 
総会風景 

  

高橋理事長の講演 懇親会風景 

  

名刺交換「よろしくお願いします。」 9 名の入塾者の皆さま 



平成２４年度 第２回 石巻しんきん経営塾 
『3 金庫合同 企業視察／アイリスオーヤマ㈱、懇親会』 
 
平成 24 年 7 月 26 日(木)、「石巻しんきん経営塾」（石巻信用金庫）、「花巻 夢・企業

塾」（花巻信用金庫）、「山形しんきんＮＥＷマネジメントクラブ」（山形信用金庫）の

経営塾生が、合同で「アイリスオーヤマ㈱」の企業視察、大山社長の講話、そしてサ

ッポロビール園で懇親会を開催。活発な交流で有意義なひとときを過ごしました。 

  

アイリスオーヤマ㈱角田工場で記念撮影 工場内視察風景 

  

アイリスオーヤマ㈱ 大山社長の講話 大山社長への質問風景 

  

「花巻 夢・企業家塾」会長 伊藤純子様

（㈱伊藤染工場）による 乾杯！！ 
「山形しんきん NEW マネジメントクラブ」 

会長 阿部光成様（齋藤マシン工業㈱）挨拶 

 



平成２４年度 第３回 石巻しんきん経営塾 
『講演会』 
 

１．日 時 平成 24年 10 月 10 日（水） 18：00～19：30 

２．場 所 石巻信用金庫本店 5階大会議室 

３．講 師 一般社団法人 ピースボート災害ボランティアセンター 

       プログラムオフィサー  小林 深吾 氏 

４．テーマ ボランティアの見た被災地 

      「この地に起きたこと、そしてこれからできる事」 

  

ピースボート災害ボランティアセンター 

プログラムオフィサー 小林 深吾 氏 
石巻市での活動組織について説明 

  

多くのボランティアの方に支援していただきました ピースボートの活動状況 

  

塾生から お礼のことば 高橋理事長挨拶 

 



平成２４年度 第４回 石巻しんきん経営塾 
『企業視察／㈱髙砂長寿味噌本舗、㈱東部環境』 
 

平成 24 年 11 月 27 日(火)、石巻しんきん経営塾生の企業である㈱髙砂長寿味噌本舗と㈱東部

環境を視察しました。それぞれの工場を視察後、 震災時の状況、稼働状況、取り組みについ

て説明いただきました。 

  

高橋理事長あいさつ 千葉視察グループリーダーあいさつ 

   

㈱髙砂長寿味噌本舗工場視察 工場内の様子 工場長の説明 

   

㈱東部環境工場内の様子 リサイクル用にカットされたタイヤ 塾生から工藤社長へ質問 

 
 



平成２４年度 第５回 石巻しんきん経営塾 
『講演会／新年会』 
 
１．日 時  平成 25 年 1 月 24 日（木）  18 時～21 時 
２．場 所  石巻グランドホテル（天翔の間） 
３．内 容  ①講演会：18 時～19 時 30 分 
            講 師 東北大学災害科学研究所所長 平川 新氏 
            テーマ 石巻の歴史を守る そして未来へ 
       ②新年会：19 時 30 分～21 時 

   

講演会司会：研修Ｇ  
     毛利リーダー 

講師紹介：研修Ｇ        

黒澤サブリーダー 
講師：東北大学災害科学研究所 

所長 平川 新氏 

   

講演風景 
新年会司会：交流Ｇ 

    熊倉リーダー 
塾長あいさつ 

   

乾杯：三浦氏 新年会風景 
閉会挨拶：視察Ｇ  

  千葉リーダー 

 



平成２４年度 第６回 石巻しんきん経営塾 
『しんきん企業家交流会 2013 in 石巻』 
参加者：山形信用金庫、花巻信用金庫、石巻信用金庫、仙南信用金庫各企業経営塾の塾生および企業 
 

１．日 時 平成 25 年 2月 14 日(木) 9 時～19 時 

２．場 所 石巻グランドホテル(天翔の間) 

３．内 容 ①企業視察：9時～12 時 ㈱髙政、㈱白謙蒲鉾店 

②企業交流会：13 時～14 時 30 分 

③名刺交換会・商談会：14 時 30 分～15 時 30 分 

④講演会：15 時 30 分～17 時 

講 師：㈱アントレプレナーセンター 福島 正伸氏 

テーマ：「夢しか実現しない」 

⑤懇親会：17 時～19 時 

   

㈱髙政の視察 ㈱白謙蒲鉾店の視察 被災地の視察 

   

企業交流会では、自社の課題などの情報交換が行われました 

   

活発な商談の様子（当日は、29 件の商談がありました） 



   
福島 正伸氏の講演の講演 

「夢しか実現しない」 
講演に聞き入る参加者 

プレゼンテーションをした 

桂島の三浦勝治氏 

   

高橋理事長のあいさつ 懇親会で交流を深めました 

「しんきん企業家交流会 2013 in 石巻」は、石巻、山形、花巻、仙南の各信用金庫の企業経

営塾生 105 名が参加し開催しました。 
企業交流会では、石巻しんきん経営塾生がグループリーダーとなり、各企業が抱える問題点

や課題を話し合い、「異業種でも生産効率の向上や人材育成など共通の課題があり、学ぶこと

も多い。」との声が聞かれ、経営のヒントを得た企業もあるなど、大変有意義な交流会となり

ました。 

 


