
桑島俊彦氏 ㈱全国商店街支援センター 代表取締役社長

松野良明氏 ハッピーバーバーマツノ 代表・生麦盛り上げ隊隊長

前田稔氏 カナグヤ化粧品店代表・野田まちゼミの会 代表

谷中 邦彦氏 ㈱谷中商店 代表取締役・調布まちゼミ 発起人

本田純子氏 ㈲小町屋 代表取締役・小樽まちゼミ実行委員会副委員長

高野雄太氏 尾山台まちゼミ実行委員長

矢部久智氏 （協・連）岡山市表町商店街連盟常務理事

澤田麻由氏 Nalu Nail代表・まちゼミ久が原実行委員長

松井洋一郎 岡崎まちゼミの会 代表・内閣府地域活性化伝道師

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション

テーマ「今こそ、小さなお店が輝く時!」

(第２部)

(第３部)

テーマ別によるテーマ別によるテーマ別によるテーマ別による分科会分科会分科会分科会

全8分科会を2回実施いたします

(第1部)

日 程 ：2019年9月25日(水) 13:00～17:30 (受付12:00～) 翌日９／２６午前はオプション実施

場 所 ：岡崎市民会館 (愛知県岡崎市六供町出崎15-1)

参加費：2,000円 定員500名(事前登録、先着順) 終了後交流会別途4,000円(事前登録、先着順300名）

特別講演特別講演特別講演特別講演 「三方よし“全国に広がるまちゼミの今”」「三方よし“全国に広がるまちゼミの今”」「三方よし“全国に広がるまちゼミの今”」「三方よし“全国に広がるまちゼミの今”」

岡崎まちゼミの会 代表 松井洋一郎

第５回全国まちゼミサミット

メインテーマメインテーマメインテーマメインテーマ 『『『『今こそ、小さなお店が輝く時今こそ、小さなお店が輝く時今こそ、小さなお店が輝く時今こそ、小さなお店が輝く時！！！！さぁ商いを楽しもう！さぁ商いを楽しもう！さぁ商いを楽しもう！さぁ商いを楽しもう！』』』』

加戸 慎太郎氏 ㈱まちづくり松山代表全国商店街振興組合連合会 青年部長

石原武政氏 大阪市立大学名誉教授

長坂泰之氏 流通科学大学商学部 准教授・内閣府地域活性化伝道師

笹井清範氏 「商業界」教育企画部

行徳和弘氏 久留米商工会議所 中小企業相談所長

東 朋治氏 ㈱商業タウンマネジメント 代表取締役・内閣府地域活性化伝道師

新 雅史氏 立教大学兼任講師・「商店街はなぜ滅びるのか」著者

鵜頭 誠氏 中小企業診断士・1級販売士・商業施設士

☆登壇者・ゲストスピーカー・パネラー・分科会アドバイザー(順不動)

全国400地域に広がりを見せる「三方よしのまちゼミ」

主催主催主催主催::::岡崎まちゼミの会、岡崎商工会議所/ / / / 問合せ問合せ問合せ問合せ::::岡崎商工会議所 0564-53-6161
後援後援後援後援::経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省中小企業庁中小企業庁中小企業庁中小企業庁 、、、、独立行政法人中小企業基盤整備独立行政法人中小企業基盤整備独立行政法人中小企業基盤整備独立行政法人中小企業基盤整備機構、機構、機構、機構、全国商工会全国商工会全国商工会全国商工会連合会、日本連合会、日本連合会、日本連合会、日本商工商工商工商工会議所、会議所、会議所、会議所、

全国全国全国全国商店街振興組合商店街振興組合商店街振興組合商店街振興組合連合会連合会連合会連合会、全国中小企業団体中央会、、全国中小企業団体中央会、、全国中小企業団体中央会、、全国中小企業団体中央会、愛知県、岡崎市愛知県、岡崎市愛知県、岡崎市愛知県、岡崎市、、、、㈱全国㈱全国㈱全国㈱全国商店街支援商店街支援商店街支援商店街支援センターセンターセンターセンター

詳細・申込はＨＰから詳細・申込はＨＰから詳細・申込はＨＰから詳細・申込はＨＰから http://machizemi.org/ 6/20より受付開始

受付申込ＱＲコード

岡崎まちゼミ 検索検索検索検索



第５回全国まちゼミサミット 
ﾒｲﾝﾃｰﾏ『今こそ、小さなお店が輝く時！さぁ商いを楽しもう！』 

                            

 
 
 
 

主催：岡崎まちゼミの会・岡崎商工会議所 

商店街の店主が講師となり、それぞれのお店の個性や魅力をお客様に伝える、得する街のゼミナール

『まちゼミ』。平成14年度に岡崎市の中心市街地で産声を上げたまちゼミは、今や全国400箇所で開催

されるまでに成長し、それぞれの”商い”や“地域”に《新しい風》を起こしています。 

各地で行われている効果的なまちゼミの事例を共有し、学び合い、中心市街地・商店街の活性化、 

そして個店の活性化(繁盛)を目指し、『第５回全国まちゼミサミット』を開催します。 

《お客様には満足を、お店には新規顧客と売上を、そして街には賑わいを・・。》 

“三方よし”で人気を集める“まちゼミ”を学びに、ぜひ発祥の地・岡崎へお越しください。 

日  時   場  所 

2019年 ９月２５日（水）  岡崎市民会館 

１３:００～１７:３０  （愛知県岡崎市六供町出崎15番地1） 

受付開始12：00～ 
※交流会 18:00～20:00 

※オプション:研修会9月26日(木)10:00～11:30 

 バス：名鉄東岡崎駅→篭田公園前下車→徒歩約7分 
タクシー：約800円程度 
徒歩：約1.4Km（約20分）目安 
駐車場：248台 無料 

 
【対 象 者】 まちづくり関係者、商業者、支援者 

 
【参 加 費】 おひとり様 2,000円（交流会へご参加の方は、別途4,000円／名） 

8月9日(金)までに振込をお願いします。9月14日(土)以降の参加取消の返金は出来ません。 

※振込先口座は本ホームページでのご登録時にご確認いただけます。 

【定  員】 ５００名（事前登録制にて先着順） 

【スケジュール】 

13:00～ オープニングセレモニー 

13:20～ 特別講演「三方よし“全国に広がるまちゼミの今”」※各地の事例紹介 
14:00～15:00 分科会 Ⅰ部 

15:10～16:10 分科会 Ⅱ部   ※分科会は同じ内容で２回実施します 

16:20～17:30 パネルディスカッション「今こそ、小さなお店が輝く時！」 

18:00～20:00 交流会（有料：4,000円／名 ※事前登録制・先着 300名） 
 
【申  込】 6月20日(木)より先着順でホームページにて受付をいたします。 

下部ＵＲＬよりお申込みください。【申込期限：7月31日(水)】 

※宿泊を希望される方は、申込みフォームよりご予約いただけます。 

※お申込後の変更・追加・取消は、申込期限までお申込者様側で修正が可能です。 

参加申し込み、詳細は、まちゼミ公式ＨＰから！  

h t t p : / / m a c h i z e m i . o r g /       まちゼミ で検索 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

《後援》 経済産業省中小企業庁、独立行政法人中小企業基盤整備機構、全国商工会連合会、日本商工会議所、 

全国商店街振興組合連合会、全国中小企業団体中央会、㈱全国商店街支援センター、愛知県、岡崎市 

《サミット全体に関するお問合せ》事務局 岡崎商工会議所 松岡・太田・林  電話０５６４－５３－６１９０ 

※申込期限を経過した登録に関するお問合せは、日本旅行愛知東支店 0564-26-1955まで 
 

 

http://machizemi.org/


【プログラム：２０１９年９月２５日（水）】 

12:00 受付開始 

13:00 オープニングセレモニー 

13:20 「三方よし“全国に広がるまちゼミの今”」特別講演（30分） 
松井洋一郎 （岡崎まちゼミの会 代表・内閣府地域活性化伝道師） 

13:50 移動・休憩（10分） 

14:00 分科会・第Ⅰ部（60分） 

分科会① まちゼミからの個店強化＆新たな商い創出  

笹井 清範 氏（月刊「商業界」教育企画部） 
松井洋一郎 （岡崎まちゼミの会 代表・内閣府地域活性化伝道師） 

 

分科会② 新規顧客の獲得、離店客防止からの「繁盛店づくり」  

 前田 稔 氏（カナグヤ化粧品店 代表・野田まちゼミの会 代表） 
髙木 太輔  （岡崎まちゼミの会） 

 

分科会③ 支援者必見「地域性を見据えた支援のあり方」  

長坂 泰之 氏（流通科学大学商学部 准教授・内閣府地域活性化伝道師） 
行徳 和弘 氏（久留米商工会議所 中小企業相談所長） 

 鵜頭 誠 氏（中小企業診断士・1級販売士・商業施設士） 
 

分科会④ 参加店舗増加＆広報強化・新たなＷＥＢ戦略  

 矢部 久智 氏（（協・連）岡山市表町商店街連盟 常務理事） 
天野 慎介  （岡崎まちゼミの会） 

 

分科会⑤ 企業連携＆コラボ構築、新たな仕組みづくり！  

谷中 邦彦 氏（㈱谷中商店 代表取締役・調布まちゼミ 発起人） 
松野 良明 氏（ハッピーバーバーマツノ 代表・生麦盛り上げ隊隊長） 
新 雅史 氏（立教大学兼任講師・「商店街はなぜ滅びるのか」著者） 

 

分科会⑥ まちゼミからの新たな取り組み、持続可能なまちづくり  

 高野 雄大 氏（尾山台まちゼミ実行委員長） 
 東 朋治 氏（㈱商業タウンマネジメント 代表取締役・内閣府地域活性化伝道師） 
天野めぐみ （岡崎まちゼミの会） 

 

分科会⑦ 本音で語る！楽しい女子トークinまちゼミ  

杉浦 文子 (岡崎まちゼミの会)、全国のまちゼミ女子の皆さま 
※男性のご聴講も大歓迎です 

 

分科会⑧ 全国の気になるまちゼミをみてみよう  

堺 康裕 （岡崎まちゼミの会） 
小売＆卸、美容＆健康、サービス、飲食、金融＆保険、士業向けパネル展示＆紹介ブース 

 
15:00 移動・休憩（10分） 

15:10 分科会 第Ⅱ部（60分） ※第Ⅰ部と同様の分科会 

16:10 移動・休憩（10分） 

16:20 

 
 
 
 
 
 
 

17:20 
17:30 

パネルディスカッション（60分） 

テーマ『今こそ、小さなお店が輝く時！』 
コーディネーター：松井洋一郎（岡崎まちゼミの会・内閣府地域活性化伝道師） 
パネリスト 新 雅史 氏（社会学者 「商店街はなぜ滅びるのか」著者） 
パネリスト 加戸 慎太郎 氏（㈱まちづくり松山代表・全国商店街振興組合連合会青年部長） 
パネリスト 笹井 清範 氏（月刊「商業界」教育企画部） 
パネリスト 澤田 麻由 氏（Nalu Nail代表・まちゼミ久が原 実行委員長） 
パネリスト 本田 純子 氏（㈲小町屋 代表取締役・小樽まちゼミ実行委員会副委員長） 

総括 石原 武政 氏（大阪市立大学名誉教授） 
閉会 

18:00 

20:00 

交流会〔会場：甲山会館〕 （有料：4,000円／名 ※事前登録制・先着300名） 

終了 
 
【オプション：２０１９年９月２６日（木）】 

9:30 受付開始 

10:00
～
11:30 

まちゼミ運営研修会（取組み事例、運営事例研究、県単位フォーラム）（90分） 
松井洋一郎 （岡崎まちゼミの会 代表・内閣府地域活性化伝道師） 
堺 康裕  （岡崎まちゼミの会）              〔会場：甲山会館〕 

※その他、岡崎市のまちづくりについてご紹介する企画を調整中。 


