
１ 日    程   令和２年９月～１０月 全 ５ 回  

２ 会    場   第１回～第４回 山形県高度技術研究開発センター研修室 

（山形県山形市松栄２丁目２番１号） 

第５回   スズキハイテック株式会社（現地集合） 

～移動～ 株式会社サニックス（現地解散） 

３ 参  加  料   ２０，０００円（全５回） 

４ 定     員   １５名（先着順となります。予めご了承ください。） 

５ 対  象  者   県内ものづくり産業の企業経営者、管理部門リーダー、現場リーダー 

６ 申 込 方 法   裏面の受講申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい。 

受講が決定いたしますと、「受講決定通知書」と「納入通知書」を受講申込者に 

郵送します。受講料は納入通知書記載のお支払期限までにお支払いください。   

７ 申込締切日    令和２年９月７日（月） 

                            

◆別紙「お知らせ」をご覧ください。皆様のご協力をお願いいたします。 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染が疑われる方が出た場合、 

申込書を保健所等の公的機関に提供する場合があります。予めご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリキュラム ＜コーディネーター 柴田 孝 山形大学客員教授（毎回出席）＞ 

開催日 内 容 講 師 

第１回

9/24(木)  

10:00～

16:45  

企業価値を上げる 

～（１）  新たな時代の事業の進め方・考え方～ 

・時代の背景を知る、クリエイティブシンキング、マインドセット 

・社員定着のためのキャリアデザイン 

・トークセッション「人をどうやって活かしていくか」 

 

 

柴田 孝氏（山形大学客員教授） 

松坂 暢浩氏（山形大学准教授） 

柴田 孝氏、松坂 暢浩氏 

第２回

10/1(木)  

12:45～

16:45  

企業価値を上げる 

～（２）  新しい経営の考え方～ 
・新たなイノベーションモデルを創出する  

・伝える力－クリエイティブ戦略と企業ブランド改革－ 

・トークセッション「新しいコンセプトを創作してどう伝えていくか」 

 

 

小野寺 忠司氏（山形大学国際事業化研究センター長） 

マンジョット・ベディ氏（next is east 代表取締役社長） 

小野寺 忠司氏、マンジョット・ベディ氏、柴田 孝氏 

第３回

10/9(金)  

12:45～

16:45 

自らの人間力を上げる 

～自らを信じて自らの道を歩む～ 
・挫折と困難を乗り越えて掴んだアテネ、北京五輪出場 

・笑顔とプラス思考で歩んだ資生堂営業部員から常務への道 

・トークセッション「自らを信じて自らの道を歩む」  

 

 

池田 めぐみ氏（山形県スポーツ協会スポーツ指導員） 

関根 近子氏（B マインド代表取締役社長） 

池田 めぐみ氏、関根 近子氏、柴田 孝氏 

第４回

10/22(木)  

9:00～

16:00   

企業の効率を上げる 
・リーンシンキング（リーン生産方式の基本） 

・TWI、リーンマネジメント（事例紹介） 

 

成沢 俊子氏（ピーキューブ代表取締役社長） 

第５回

10/29(木) 

13:00～

17:00 
現地集合・

現地解散 

企業価値を上げる・マインドを上げる 

～社員が働きやすい環境と組織づくり～ 
・グローバル経営/外国人材の中核人材としての活用 

［経営者講演と工場見学］ 

・働きやすい環境と組織づくり 

［経営者講演と工場見学］ 

 

 

鈴木 一徳氏（スズキハイテック代表取締役社長） 

・所在地（山形市銅町 2-2-30 Tel．023-854-3615） 

佐藤 啓氏（サニックス代表取締役社長) 

・所在地（山形市十文字 812 Tel．023-687-3111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネジメント人材育成研修 

令和２年度ものづくり産業マネジメント人材育成事業 

経営者と社員がともに企業の価値を創出し、社員一人一人が輝く豊かな企業を目

指すための研修です。 
  

◆ 会場略図 ◆ 

県内のものづくり企業経営者、管理部門リーダー、現場リーダーを対象に、企業の価値を上げる

マネジメント、企業の効率を上げるマネジメント、人（社員）のマインドを上げるマネジメントを

学んでいただきます。 

（公財）山形県産業技術振興機構 

～新型コロナ感染防止のためのお願い～ 



 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  社  名  TEL/FAX   

住    所 〒    

代 表 者 名 （役職・氏名）   

氏  名  年齢  

所属・役職   勤続年数  

Email アドレ

ス 
  

＜問合わせ先 ・ 申込み先＞ 

（公財）山形県産業技術振興機構  〒990-2473 山形市松栄二丁目２－１ 山形県高度技術研究開発センター内 

担当 稲村 誠              TEL 023-647-3154  FAX 023-647-3139  E-mail  m-inamura＠ypoint.jp 

 

NEC 時代にトヨタ生産方式に学んだ生産性改善
活動に従事し、PEC・山田日登志氏に師事。教育
訓練マネージャー、生産革新推進マネージャー
等を歴任。金融庁監督局勤務を経て、企業への
改善支援の傍ら、日米技術交流史を研究。世界
のさまざまな国で改善を広める。近年はＴＷＩ
の新たな活用を探求中。 

なるさわ としこ 

成沢   俊子 氏 

しばた たかし 

柴田 孝 氏 

まつざか のぶひろ 

松坂 暢浩 氏          

受講申込書 

講 師 紹 介（講演順） 

米沢製作所/米沢日本電気株式会社(NEC)に入社
し、世界初ノートパソコンの開発責任者として、
開発管理の新しい仕組みの導入、生産革新、もの
づくりの IT 化、社内ベンチャーに携わり、取締
役、エヌワイデータ社長等を歴任。その後、山形
大学産学連携教授、新庄信用金庫顧問、ＮＤソフ
トウェア株式会社取締役などを歴任。専門分野は
ものづくり経営戦略論・生産革新論。 

株式会社サニックス 

さとう  ひらく 

佐藤 啓 氏 

公的制度の有効活用で、業務の見える化、働き方
改革を実現。風通しのいい社風で若い社員が活躍。
働く車と社会を笑顔でつなぐ、スマイルファクト
リー。百年企業を目指すという目標がある。3 年
連続で健康経営優良法人認定、地域未来牽引企業
認定、働き方改革の取り組み成果でベストプラク
テｨス企業に選定された。 

代表取締役社長 

1979 年宮城県生まれ。専門はキャリア教育論。
民間企業 2 社（大京グループ、リクルート）を経
て独立。2011 年より現職。キャリア教育および
就職支援の企画・運営を担当。主な受賞に、文部
科学省「大学等におけるインターンシップ表彰
文部科学大臣賞 最優秀賞」、山形大学「基盤教
育ベストティーチャー賞」、「優秀教育者賞」な
どがある。 
 

ピーキューブ株式会社 
代表取締役社長 

山形大学 学術研究院 
（学士課程基盤教育機構） 
准教授 

山形大学 
客員教授 

～経営者の講演＆工場見学～ 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

NEC パーソナルコンピューター(株)執行役員／ レ
ノボグループ Executive Director/企画・開発部門
を統括しノートパソコンの基盤を作る。2017 年か
ら現職。山形大学の技術シーズと社会課題解決の
ための知見を活用し、事業化と技術移転の促進に
よる地域の活性化と雇用促進、イノベーション創
出モデルの地域への還元により、山形をイノベー
ション創出産業地域への変革を目指す。 

おのでら  ただし 

小野寺 忠司 氏 

山形大学  
国際事業化研究センター長 
教授 

すずき かずのり 

鈴木 一徳 氏          

大学卒業後、当時メッキ業界 No.1 の売上を誇った
「山王」入社。さらに、大手企業でマネジメントを
学び、2000 年にスズキハイテックに入社。表面処
理技術と環境対応技術で、エレクトロニクス製品、
自動車関連機器、産業機器の中心的な役割を担う
よう、努力を続けて常に「挑戦」し続ける。また、
近年は外国人材を中核人材として積極的に活用し
ている。 

代表取締役社長 
株式会社スズキハイテック 

 
米沢興譲館高等学校卒。東京女子体育大学卒。筑
波大学大学院修了。元フェンシング・女子エペ選
手。2003 年～2005 年全日本フェンシング選手権大
会女子エペ個人優勝。アテネオリンピックエペ個
人 28 位。北京オリンピックエペ個人 15 位。広州
アジア大会エペ団体優勝。日本スポーツフェアネ
ス推進機構理事。山形大学非常勤講師。 

 

公益財団法人 
山形県スポーツ協会 
スポーツ指導員 
いけだ めぐみ 

池田 めぐみ 氏 

 
資生堂に美容部員として入社後、営業職から事務
所責任者、国際部など様々な領域を経て執行役員
常務となり経営に携わる。2013 年に日経 WOMAN 主
催の「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2013 リーダー
部門」を受賞。近年は、（株）ファミリーマートを
はじめ 3 社の社外取締役を兼務しながら、（株）B
マインドを創立し女性活躍推進・経営者研修など
をテーマに講演活動を行っている。 

株式会社 B マインド 
代表取締役社長 
せきね ちかこ 

関根 近子 氏          

エグゼクティブクリエイティブディレクター/
カメラマン。 伊勢神宮をはじめとする日本の
魅力発信を担う一方で、トヨタ自動車/レクサス
など、数多くの日本企業のアウトバウンド施策
に携わる、経営者視点でクリエイティブ戦略を
立案するグローバルブランディングのプロフェ
ッショナル。2019 年米沢市に新会社「next is  
east」を設立し、クリエイティブの力による地方
の企業支援・課題解決に挑む。 

株式会社 

next is east 

代表取締役社長 

マンジョット・ 

ベディ 氏 


