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あなたは、自分のやりたい
ストーリーを語れるか？

新しいつながりを
つくるための表現の場

Management+/Financial+/Design+ 

会期：平成24年3月17日（土）
10時～17時
会場：西日本総合展示場・AIM3F

ゆるキャラ「バナナマン」／生活用品空間ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ／居酒屋の経営者が盲導犬支援／とかち鹿革バック
／農業の産業化と年商３億円学生ベンチャー／101プロジェクト／FACEBOOKで社会貢献／被災地支
援と無担保融資／北九州ナイトツアー／映画「トテチータ・チキチータ」／やねだん／キレイマメ／私
が鑑別所の子を雇わないと道を外す／大企業との協働／小倉発祥焼うどん／家具職人が目指す農業ブ
ランド／ニッポンの唐揚げが世界を変える／自閉症の子が目を輝かせて働くワイナリー／塩を売って
緑を買う男／B1グランプリin北九州／種ともこライブ  etc...

アクアテクノス(株)/アミタホールディングス(株)/今町校区まちづくり協議会/今町ふれ愛朝市グループ/(株)インテグレーション/WeLove
小倉協議会/(株)ウイングル/（特活）ウェルバランス・リラクセーション/（特活）NGO福岡ネットワーク/FM  KITAQ(㈱北九州シティＦＭ)/
（特活）環境コア/企救丘校区まちづくり協議会/北九州市立大学/（特活）北九州国際自然大学校/北九州市エコライフプラザ/（社福）北九州
市手をつなぐ育成会/（社）北九州身体障害者福祉事業協会とりはた玄海園就労センター/（特活）北九州テクノサポート/(一社)九州カーボ
ン・オフセット協会/(株)ギラバンツ北九州/くるんてーぷの会/桑の実工房/小倉印(株)/小倉焼きうどん研究所/ココ・ファーム・ワイナリー/
子どもすくすくスクール/コミュニティレストランＰＩＫＯ・ＰＯＫＯ/（一社）コミュニティシンクタンク北九州/（特活）コミュニティシン
クタンクあうるず/（社福）さつき会/(一社)視覚障害者自立支援協会/島原半島ヤギ・羊ECOプロジェクト/(株)新出光/kfa (新北九州ファッ
ション協会)/(社福)すみれ育成会/㈲ゼムケンサービス/（社福）太陽の/（特活）タウンモービルネットワーク北九州/(公財)タカミヤ・マリ
バー環境保護財団/楽しいアースクーター(株)/楽しい(株)/地球交遊クラブ/(一社)中小企業事業推進機構/(有)バンベン/(有)微創研/ふくお
かNPOセンター/福岡県済生会八幡総合病院/福岡DEないと!!実行委員会/福岡同友会企業連携推進委員会FAST/福岡ひびき信用金庫/（株）
福田工務店/（株）ぶぜん街づくり会社/マキノデザイン/まるは油脂化学(株)/（特活）宮崎文化本舗/無添加ハウス/（特活）門司赤煉瓦倶楽部/
(株)ヤカベ/楽子 RAKUKO/（株）れもん/(株)ロコペリコーポレーション/ワークなごみ/（特活）わくわーく　【出展団体名：五十音順】

主催：ソーシャルビジネスネットワーク北九州・九州経済産業局・北九州市・北九州市雇用創造協議会
共催：ソーシャルビジネスネットワーク(SBN)・九州ソーシャルビジネス協議会（SOFI）・福岡ひびき信用金庫
後援：北九州商工会議所・福岡県中小企業家同友会・北九州中小企業経営者協会

【テーマ：コミュニティにおけるイノベーション】

【全国から著名な社会的企業を招いて、九州の社会起業家とシンポジウム形式で白熱するトークを行います。】

起業、仲間、資金などSBのお悩みを一緒に考える
専門家によるコンサルティング+相談コーナー開設

http://www.sbn-kitaq.jp/各セミナー、交流会の
エントリー、事前相談は＞

●Social+ デザインシンポジウムは、
3/18（日）10時-12時の開催です。
お間違えないよう、ご注意ください。

Social+
農業のブランド化や売れる授産施設の製品開発のために、デザインができることは何
か？17日のデザインコンサルティングを終えて、デザインの専門家とソーシャルビジ
ネスを語ります。

【北九州ソーシャルビジネスメッセ＆フォーラム2012のお問い合わせ】
ソーシャルビジネスネットワーク北九州・事務局（(株)アルカンシェル内）
福岡県北九州市小倉南区志井264-7
TEL：093-964-2841　FAX：093-964-2840
E-mail : info@sbn-kitaq.jp　（申し込みのお問い合わせはこちらへ）

デザインは色や形だけではなく、 計画という本来の意味を持ちます。その計画の元に
ビジョンを示したものがブランドとなります。
モノ全てに知恵や工夫が存在し、そこに感性が備わった時に良いデザインになり、愛着
が生まれます。長く使い、長く愛せるデザインが無くてはならない時代。
そして今、信頼や共感できるデザインが求められているのです。
2010年～ 日本デザイン振興会(JDP)「GOOD DESIGN賞」 審査委員

北海道デザイン賞金賞「鹿革バック」や本別町「キレイマメ」の地域資源を活かした製品
デザインを手掛ける。
武蔵野美術大学卒業。武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科主任教授。平成18年　
新潟県岩室温泉活性化「いわむろみらい創生プロジェクト」。平成19年　マレーシア
「EDS竹プロジェクト」。平成20年　本別町マメブランド「キレイマメ」　など

1973年金沢市生まれ。九州芸術工科大学芸術工学部音響設計学科卒業。1996年の在学
中に起業し、国内外で企画デザイン系の事業に携わり始める。戦略企画家として産官学
を問わず、グラフィック構築はもちろん諸講師業務も行う。宮崎で発生した口蹄疫の復
興支援を最初に全国展開したことを契機に、ソーシャルエクスペリエンスデザインと
DLDの手法を活用し、SBの世界で動くようになる。現在九州統一ブランディング企画を
構築し欧米亜と連携、日本への誘客を再構築中。

デザインシンポジウム

プロダクトデザインが地域を変える！

田子　學

宮島　慎吾

牧野　剛己

書き損じはがきで国際協力！
宛名を間違えたハガキ・逆さまに印刷してしまったハガキまたは、未使用の切手を回収します。余ってしまった年賀状、眠っている古いハガ
キなどでもご協力いただけます。ＮＧＯ団体で換金されて、様々な国際協力に利用されます。メッセ会場にお持ちください。回収して国際協
力に役立てます。（協力：FUNN）　　

SBN-KitaQ
Social Business Network KitaQ

ソーシャルビジネス
ネットワーク北九州

【参加申し込み】ホームページ　http://www.sbn-kitaq.jp/　　
【参加者交流サイト】　　    FACEBOOK　https://www.facebook.com/sbmesse

今回のメッセへの期待や要望、問い合わせなどお寄せください。

http://www.sbn-kitaq.jp/

会場アクセス：

〒802-0001　北九州市小倉北区浅野3丁目8-1
TEL：093-511-6848

JR●JR小倉駅より徒歩5分
車●北九州都市高速道路
　　(小倉駅北ランプより1分)
　　(足立ランプより8分)
飛行機●北九州空港より 路線バス約40分
　　(小倉駅バスセンター下車)車 約30分

■MTDO　代表取締役　アートディレクター/デザイナー

■武蔵野美術大学　教授

■マキノデザイン　代表取締役

コメンテーター：十勝ソーシャルビジネス協議会　菊池貞雄
ファシリテーター：ソーシャルビジネス北九州　副代表　古賀敦之（SINK)

01：「共感を生むデザイン」

02：「ソーシャルデザインと地域づくり」

03：「デザインで、やってみる。」

Social+　C1　デザイン

西日本総合展示場・AIM3F

Messe+

SB Consulting+

専門家がSBの相談を承ります。当日も相談に応じますが、あらかじめEメール（info@sbn-kitaq.jp）にて
相談内容をお寄せいただければSB専門家が具体的な解決策を一緒に考えていきます。

ソーシャルビジネス
ショウケース

（参加者は、片づけお手伝いください）

出展者一覧

①SB経営相談（経営全般／商品開発／マーケティング等）
②SB金融相談

■メール受付期間：3月12日（月）18時まで

SB交流会を希望される場合は事前登録お願いします。

■おにぎり（昼食）交流会　12時～13時　参加費：500円

●種ともこミニライブ●社会起業家のミニプレゼンタイム他

■開会記念交流会 with 101プロジェクト
　17時～19時30分　参加費：2000円

3/17

いずれも下記HPより事前にお申し込みください

http://www.sbn-kitaq.jp

アクアテクノス(株)

アミタホールディングス(株)

今町校区まちづくり協議会

今町ふれ愛朝市グループ

(株)インテグレーション

ＷｅＬｏｖｅ小倉協議会

(株)ウイングル

（特活）ウェルバランス・リラクセーション

（特活）NGO福岡ネットワーク

FM  KITAQ (㈱北九州シティＦＭ)

（特活）環境コア

企救丘校区まちづくり協議会

北九州市立大学

（特活）北九州国際自然大学校

北九州市エコライフプラザ

（社福）北九州市手をつなぐ育成会

（社）北九州身体障害者福祉事業協会とりはた玄海園就労センター

（特活）北九州テクノサポート

(一社)九州カーボン・オフセット協会

(株)ギラバンツ北九州

くるんてーぷの会

桑の実工房

小倉印(株)

小倉焼きうどん研究所

ココ・ファーム・ワイナリー

子どもすくすくスクール

コミュニティレストランＰＩＫＯ・ＰＯＫＯ

（一社）コミュニティシンクタンク北九州

（特活）コミュニティシンクタンクあうるず

（社福）さつき会

(一社)視覚障害者自立支援協会

島原半島ヤギ・羊ＥＣＯプロジェクト

(株)新出光

kfa(新北九州ファッション協会)

(社福)すみれ育成会

㈲ゼムケンサービス

（社福）太陽の会

（特活）タウンモービルネットワーク北九州

(公財)タカミヤ・マリバー環境保護財団

楽しいアースクーター(株)

楽しい(株)

地球交遊クラブ

(一社)中小企業事業推進機構

(有)バンベン

(有)微創研

ふくおかＮＰＯセンター

福岡県済生会八幡総合病院

福岡DEないと!!実行委員会

福岡同友会企業連携推進委員会FAST

福岡同友会企業連携推進委員会FAST

福岡同友会企業連携推進委員会FAST

福岡ひびき信用金庫

（株）福田工務店

（株）ぶぜん街づくり会社

マキノデザイン

まるは油脂化学(株)

（特活）宮崎文化本舗

無添加ハウス

（特活）門司赤煉瓦倶楽部

(株)ヤカベ

楽子 ＲＡＫＵＫＯ

（株）れもん

(株)ロコペリコーポレーション

ワークなごみ

（特活）わくわーく

環境

環境

まちづくり

まちづくり

起業支援

まちづくり

福祉

健康

国際協力

情報発信

環境

まちづくり

まちづくり

まちづくり

環境

福祉

福祉

中小企業支援

中間支援団体

スポーツ

国際協力

福祉

食品

観光

福祉・食品

生活支援

食育

中間支援団体

環境・福祉

福祉

福祉

まちづくり

環境

まちづくり

福祉

まちづくり

福祉

環境

環境

環境

環境

国際協力

中間支援団体

環境

食品

中間支援団体

福祉

福祉・食品

食品

環境

震災支援

起業支援

環境

まちづくり

まちづくり

環境

まちづくり

環境・健康

まちづくり

食品

生活支援

環境

生活支援

福祉

福祉

出展団体名 カテゴリ カテゴリ出展団体名

起業、仲間、資金などSBのお悩みを一緒に考える。
中小企業診断士・NPO経営者などの専門家が、
SB事業の相談を承ります。

info@sbn-kitaq.jp■相談窓口アドレス：

種ともこ。1985年デビュー。
デビュー当初から作詞/作曲/アレンジなど、
すべてをプロデュースする女性シンガー・ソ
ングライターとして、多くの女性アーティス
トの中でひときわ異彩を放つ。

北九州ソーシャルビジネスメッセは、ソーシャルビジネスを広く紹介するためのイベントです。全国か
ら選りすぐりの講師を集めた講演・シンポジウムと地域で頑張るソーシャルビジネスの展示会を中心
に、多彩なイベントを展開していきます。

【出展者65団体：50音順】

日時：3月 17 日（土）12：00 - 16：30　
会場：AIM3F  D/E 展示場

Exchange+
■締め切り：3月14日（水）18時まで

入場無料 おにぎり交流会：参加費500円
開会記念交流会：参加費2000円

●この展示会で使用する電力量、配布資料等のCO2排出量合計0.2ｔをカーボン・オフセットすることで地球温暖化防止を目指します。

セッション講師を交えた
社会貢献を考える人たちのための交流会

日時：3月18日（日）10:00～12:30
会場：AIM3F 315会議室（定員60名）



Social+
3月17日北九州の
ソーシャルビジネスが熱くなる！

北九州ソーシャルビジネスメッセ開会記念講演会　10：30～12:10

Social+　A1　まちづくり　13：00-14：50

Social+　B1　ソーシャルファーム　13：00～14:50

01：「社会的企業への期待」

02：「信じ続ければ子どもたちは応えてくれる」

（公財）信頼資本財団　理事長
アミタホールディングス株式会社 代表取締役
（一社）ソーシャルビジネス・ネットワーク 副代表理事

野口　義弘

豊重　哲郎

2011.3.11から見えてきたのは、近代文明の崩壊である。衣･食・住足りて礼節を忘れ、不幸になるという現代。
年間の自殺者数が3万人を下回ることなく、14年間以上続いている現状を「豊かな社会」といえるのか？不必
要に人間の欲望を増幅させ発展する経済から税を回収し、社会保障を整備する矛盾。社会的課題を解決でき
ないことを言い訳にし、積極的に被害者的立場にたち、傍観者的評論を繰り返す民主制度。今こそこのような
社会的課題解決と経済発展の両立を実現する社会的企業が必要とされる。

1956年生まれ。兵庫県出身。アミタホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長。その他、公益財団法
人信頼資本財団 理事長、東北大学 非常勤講師、一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク 副代表理
事、社団法人グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークのボードメンバー、特定非営利活動法人地球
デザインスクール 理事長を兼任。

1983年　少年警察補導員に就任。1995年有限会社野口石油設立。1996年　県保護観察所協力雇用事
業所に登録。以後17年間に渡り継続。2006年「トライアル雇用制度」の事業主に登録。2008年「子ども
たちと家族を応援する日本」功労者表彰内閣特命大臣表彰。2009年　特定非営利法人　福岡県就労
支援事業者機構　理事。2011年　非行少年更生支援ネットワーク立ち上げ。

NPO法人　福岡県就労支援事業者機構　理事
有限会社　野口石油　代表取締役

03：「枝光やまさか乗合ジャンボタクシー10年の歩み」

01：「やる気を起こせば、必ず奇跡が起きる。」

石橋　孝三
1984年　愛知学院大学　卒。1985年　北京科技大学　留学。1998年（株）光タクシー常務取締役。
2004年　同社　代表取締役就任。企業城下町として賑わった町(枝光地区)は､高齢者率24%(全国平
均17%)という､多くのお年寄りが暮らす町は、狭隘で急な坂道の多く､公共交通機関の利用がままな
らず､お年寄りには暮らしづらい町となっていきました｡当社は、長く地域の皆様に可愛がって頂い
ている感謝をこめ、平成12年より、行政からの協力を得つつ、100円（現行150円）でこの地域を巡回す
る“枝光やまさか乗合ジャンボタクシー”の運行を開始致しました。日本全国でも初めての成功例と
して高く評価されてます。

「行政に頼らない地域再生！」集落参加で労力や経験を提供しあい、土着菌を使った土づくりやオリジナル
焼酎づくりなど、独自の商品開発で自主財源を増やしたほか、住民の工夫で福祉や教育も充実させている。
15年前、現会長の豊重哲郎市が公民館長に就任したのをきっかけに、「柳谷の住民は一人一人が地域づくり
の主役」を信念に、自立の処方箋を描き、実践している。

㈱光タクシー　代表取締役

鹿屋市串良町柳谷公民館（やねだん）　館長

02：「家具職人から転身！６次産業の取り組みについて」

小国町で家具職人として働きながら、農家に転身、地域資源を活かした商品づくりができないかと思い立ち、
小倉印㈱を設立。小倉ブランドを組み込むことで、地産地消型のまちおこしと市場開発を狙っている。

小倉印㈱　代表取締役

大内田　佳介
03：「北九州ナイトツアーから始まった！まち歩きを活用したまちづくり」

1977年北九州市出身。九州大学工学部建設都市工学科卒業後、北九州市役所入職。2007年北九州青年みらい塾
に入塾し、「北九州ナイトツアー」をはじめる。以後、ＮＰＯ法人北九州青年みらい塾代表理事、地域づくりネッ
トワーク福岡県協議会北九州ブロック会長などに就任2011年に設立したNPO法人北九州タウンツーリズム
にて「地域資源の活用と交流によるまちの活性化」に取り組む。

特定非営利活動法人　北九州タウンツーリズム代表理事

菊池　貞雄
02：「ソーシャルファームジャパン・北海道十勝での活動」

昭和56年　立命館大学産業社会学部卒。平成17年　帯広畜産大学大学院畜産環境科学専攻 修士課程修了。
平成3年より地域づくりに関わり自然環境保全、アウトドア活動による農村づくり等を行う。平成9年より
畜産ふん尿バイオガスによるエネルギー利用と液肥の有効活用、農産物のブランド化を展開する。

NPO法人コミュニティシンクタンクあうるず　専務理事

上田　浩司
03：「企業と福祉施設が連携して皆で儲かる仕組みづくり」

福祉施設が企業と連携し、地域資源を活かした製品を開発・販売を行っている。学園の畑で栽培した芋で醸
造した焼酎「自立」は話題になる。最近では宗像市にある離島、大島の農産品を活かした特産品の開発にも取
り組んでいる。

玄海はまゆう学園　施設長

藤野　直人

井上　隆義

03：「食を活かしたまちの活性化～B1グランプリを誘致した本当の理由～」

2012年10月北九州で開催される全国B1グランプリの仕掛け人。小倉焼うどんで町おこしに取り組み、全国の
コンビニとコラボ商品を開発する一方、NPO法人門司赤煉瓦倶楽部の事務局長として、ホールの運営を黒字
化した他、コミュニティ放送局のパーソナリティ等活躍 の場は広い。

特定非営利活動法人　門司赤煉瓦倶楽部　事務局長 竹中　康ニ

01：「23歳で起業、社会的課題を事業を通じて解決する！」

孫正義やビル・ゲイツの活躍を見て起業家を志し、学生時代にインターンシップに行っていたコンサルティン
グ会社のクライアントにたまたま青果市場があったのが、農業・青果流通分野との最初の接点。大学卒業後、農
業の産業化を掲げ、クロスエイジを設立。実績もお金もコネもない中で、とにかく現場を歩き、数年で九州一円
100を越える生産者ネットワークを構築。全国のバイヤーと九州の産地を橋渡しする「こだわり農産物の仕入
れ代行サービス」、農家の組織化や商品開発を行う「農業コンサルティング事業」、都市生活者の新たな生活イ
ンフラの構築を目指す「消費者直販事業（農家直野菜時や）」を展開中。

㈱クロスエイジ　代表取締役

坂本　毅
02：「塩を売って、緑を買う男」の話　

1991年　青年海外協力隊員として中国内モンゴルに赴任。オルドスモンゴル族中学で日本語を教える。2004
年9月　個人事業「バンベン」を設立。2006年2月から有限会社バンベンを設立、現在に至る。2011年　鹿児島
大学非常勤講師。

（有）バンベン 代表取締役

森山　勉
04：「いま消費価値は「社会」とつながる次のステージへ！」　

商品やサービスそのものの価値に加え、それらを購入・利用することで「社会貢献」につながるといった付加
価値が注目されている。そのような中、企業、とりわけお客さまの消費行動と向かい合う小売業は、どのよう
な場を提案できるのだろうか。イオングループによる取り組みを挙げながら、変化する「消費価値」と、その先
にある小売業とお客さま、お客さまと社会のつながりについて考えていきたい。

イオン九州㈱　経営企画部長

Social+ 　B2　101プロジェクト（社会貢献グループ）　15:00～16：50

別府　治幸
山口　洋

01：「飲食店でもできる小さな社会貢献」

居酒屋のオーナーグループで、オリジナル焼酎で盲導犬応援プログラムを考案。協働で社会貢献を行いなが
ら、売り上げの一部を盲導犬協会に寄付するというプログラムを実施するとともに、砂漠の緑化運動などへ
の協力も行う。

福岡で社会貢献に取り組んでいるもしくは取り組もうとする企業や団体、個人、それぞれの垣根を越え、お互いが親睦を
深め、それぞれの新たな一歩につながるように作られたプロジェクトです。

福岡DEないと!!実行委員会　実行委員長

101プロジェクト

事務局長 定野　透北九州地区担当実行委員

田川　政行
03：「種から始まる被災者支援」

全編震災以後の福島で撮影された映画「トテチータ・チキチータ」（2012年3月上映）の音楽プロデューサーで
ある田川氏が、主題歌を歌う種ともこさんと震災に負けずに撮影を続けた映画への思いを語ります。交流会
では、種ともこさんのミニライブも予定しています。

ソニック福岡　代表取締役 音楽家

佐井　正治
01：「寡黙な農夫たちのワインづくり」

1989年中央大学理工学部卒業後、金融系システム会社にて15年プログラマー、SEとして勤務。　2004年ココ・
ファーム・ワイナリーに入社。ワイナリーの事務全般に従事するとともに、こころみる会の事務局長も兼任。

（有）ココ・ファーム・ワイナリー（栃木県）
当時、福祉施設ではワイン製造免許が取得できなかったため、こころみ学園の両親等の出資によって法人設立。設立に
関しては、従来の種々の規制を乗り越え、レストラン等経営。沖縄サミットや洞爺湖サミットにワインが採用される。　

（有）ココ・ファーム・ワイナリー　総合事業部長
こころみる会　事務局長

兼頭　一司
02：「島民の、島民による、島民のための会社、奮闘記」

株式会社しまの会社では、瀬戸内海 上島諸島で生産される商品の企画・販売、弓削島のコミュニティーカフェ
「しまでCafé」の運営を行っています。島民の、島民による、島民のための会社として、地域のみんなが所有し、
地域のみんなが運営に参加し、収益を地域の未来のために使っていきます。

株式会社しまの会社　代表取締役

映画「トテチータ・チキチータ」（2012年3月公開）

Social+　A2　農業・地域資源　15：00-16：50

熊野　英介

【参加者交流サイト】　　　　FACEBOOK　https://www.facebook.com/sbmesse
今回のメッセへの期待や要望、問い合わせなどお寄せください。

【参加申し込み】ホームページ
 http://www.sbn-kitaq.jp/

各セミナーの受講は、事前登録が必要です。下記HPからお申し込みください

B級ご当地グルメの祭典「B－1グランプリ」2012年10月20日・21日北九州で開催決定！

種ともこ

Social+

秋武　政道
01：「ソーシャルビジネスにおけるマーケティング実践法」　

北九州で日本一の干物やを経営しながら、門司港レトロ地区のまちおこしの仕掛け人。通称バナナマンとし
て本人の銅像が立つ。マーケティングに関する講演会も多い。FM  KITAQでは、関門独立共和国の国王として
話題を振りまいている。

（資）じじやのひもの　代表取締役

八木　宏一郎
02：「日本唐揚協会的グルメで地域おこし戦略」　

協会認定のカラアゲニストは1万人以上。ニッポンの唐揚げが世界を変える！をテーマに各地で唐揚げブー
ムを起こしている日本唐揚協会。大手コンビニとのタイアップや百貨店での催事イベント、地方のまちおこ
しイベントにも参加、TV～インターネットとあらゆるメディアを駆使し唐揚げで国力向上を目指している。

日本唐揚協会　専務理事

逆井　健
03：「商店街は本当に元気にできるのか？」

タウン誌発行、コンビニ経営を経て、商店街活性化の情報提供と実践活動の支援に。関門地区でまちづくり
活動とラジオパーソナリティや、三原市で中心市街地活性化のタウンマネージャーを努めながら全国の商
店街研究も重ねている。

三原市タウンマネージャー

分藤　宗徳
04：「FACEBOOKコミュニティと社会貢献」

長崎県佐世保市出身、琉球大学農学部農芸化学科、栄養化学講座卒。キユーピー㈱、富士通系コンピューター
会社、マイクロソフト出向を経て、1997年独立。メディア・ジャパン設立。人的ネットワーク構築、心理学的ア
プローチによるコミュニケーションの達人。IT分野に強いビジネスコンサルタントとして全国各地での講演
及びコンサルティング活動を実施。近年は、ソーシャルメディアのビジネス活用、マーケティング3.0を駆使
したプロジェクトの立案、推進。

（有）メディアジャパン　代表取締役

大谷　竜也

05：「ソーシャルメディア」と「マスメディア」をつないで情報発信!　
　　～「地元えこひいきメディア小倉経済新聞」のPR効果

有限会社ボールド 代表取締役・「小倉経済新聞」編集長。
プロフィール：1964年生まれ、下関市出身。ウェブデザイナー、グラフィックデザイナー、販促プランナー。

小倉経済新聞　編集長
荒牧　功一

昭和49年（株）ベスト電器入社、（株）ベストハウジングを社内ベンチャーとして創業、代表に就任。（株）ベス
トサービス社長、（株）ベスト電器執行役員物流サービス本部長、情報システム部長などを歴任。平成20年
（社）視覚障害者自立支援協会設立

05：「民間が協働して行う新しい福祉支援共助システム
　　　　　　　～参加する全員がWin Win ～」　

(社）視覚障害者自立支援協会　理事長

http://kokura.keizai.biz

Social+　C1  ソーシャルビジネス実践塾(関門独立共和国 special)  13:00-14:50

Social+　C2   ソーシャルビジネス実践塾（SNS） 04/15：00-15：50　05/16：00-16:50

Social+セッションA会場 Social+ソーシャルビジネス実践塾Social+セッションB会場

10：30～12：10

12：10～13：00

13：00～14：50

15：00～16：50

17：10～19：30

開会
記念講演

セッション1

セッション2

交流会

おにぎり交流会　（参加費500円）

開会記念交流会 with 101プロジェクト　（参加費2000円）

A1： まちづくり

A2： 農業・地域資源

C1：ソーシャルビジネス実践塾
関門独立共和国 special

B1：ソーシャルファーム

B2：101Project C2：Sソーシャルビジネス実践塾
SNS

記念講演

01：鹿屋市串良町柳谷公民館（やねだん）
02：株式会社しまの会社
03：（特活）北九州タウンツーリズム

01：（公財）信頼資本財団　理事長　熊野英介
02：NPO法人　福岡県就労支援事業者機構　理事　野口義弘
03：㈱光タクシー　代表取締役　石橋孝三

01：㈱クロスエイジ
02：小倉印㈱
03：（特活）門司赤煉瓦倶楽部

01：（資）じじやのひもの
02：日本唐揚協会
03：三原市タウンマネージャー

01：（有）ココ・ファーム・ワイナリー
02：（特活）コミュニティシンクタンクあうるず
03：玄海はまゆう学園

01：福岡DEないと!!実行委員会
02：（有）バンベン
03：ソニック福岡
04：イオン九州㈱
05：(社）視覚障害者自立支援協会

04：（有）メディアジャパン

05：小倉経済新聞

ファシリテーター：
We Love小倉　熊谷美佐子

ファシリテーター：
（一社）中小企業事業推進機構　島田昭規

ファシリテーター：
ソウル・イノベーション　飯塚誠

ファシリテーター：
(有)ラピュタファーム　杉本利雄

SBセミナー・タイムテーブル

●セミナー会場は当日受付をしてご案内いたします。都合により内容が変更になる場合がございます。
「やりたい事をやるために！知り合い、つながろう」

（参加者は、片づけお手伝いください）

SB交流会を希望される場合は事前登録をお願いします。

■おにぎり（昼食）交流会　12時～13時　参加費：500円

●種ともこミニライブ●社会起業家のミニプレゼンタイム他

■開会記念交流会 with 101プロジェクト
　17時～19時30分　参加費：2000円

3/17
いずれも下記HPより事前にお申し込みください

http://www.sbn-kitaq.jp

Exchange +

■締め切り：3月14日（水）18時まで

[定員120名]

[定員80名]

[定員80名]

[定員50名]

[定員50名]

[定員80名]

[定員80名]

セッション講師を交えた
社会貢献を考える人たちのための交流会
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