愛媛県職業能力開発協会
（愛媛職業能力開発サービスセンター）

１）平成２３年度２月末日作成･･･現在５３名登録
２）この講師情報は各講師の承諾の上、作成しております。
３）社員の研修や講演等に活用してください。
４）講師依頼は企業様が直接講師と交渉できます。
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１，一覧表
講師詳細情報は次項に掲載しています。
ページ

ＮＯ

氏名

6

1

新

7

2

8

次美

性別

勤務先

専門

男性

愛媛県高圧ガス保安協会

危機管理・保安教育

天野 淑子

女性

(株)エンカレッジ

能力開発・教育訓練

3

飯尾

渉

男性

ＷＡＫＴＡＬ（ワクタル）

マーケティング

9

4

伊藤

歌子

女性

(株)キャップ

能力開発・教育訓練

10

5

井上

昌俊

男性

(株)アーリーバード

高齢者向け研修

10

6

上岡

庸晃

男性

11

7

上田清一郎

男性

ウエダ・ナレッジ・コーチ研究所

業務改善

12

8

上野

敬治

男性

上野経営事務所

経営・企業診断

12

9

植松

守

男性

(株)ビジネスアシスト四国

商品開発

14

10

大西

正志

男性

いきいきリーダー育成塾

業績改善・人財育成

15

11

越智

昂

男性

人間生活研究所・主宰

能力開発・教育訓練

16

12

小野

隆子

女性

能力開発・教育訓練

キャリア・コンサルティ
ング
17

13

戒田

民子

女性

特定非営利活動法人 こころ塾

職場のセクシュアルハラ
スメント防止

18

14

角田

智恵

女性

オフィス

ワークライフバランス

19

15

門田よしの

女性

(株)ニチイ学館

20

16

川上

女性

アイ

接遇研修
語学講師・教育講座キャ

弘美

リア形成支援
21

17

木曽

千草

女性

(有)能力開発システム研究所

能力開発・教育訓練

22

18

北村

愛

女性

オフィス北村

能力開発・教育訓練

23

19

久保

直道

男性

24

20

河野久美子

女性

キャリアステーション

能力開発・教育訓練

25

21

芝

女性

(株)エンカレッジ

話し方講座

26

22

白方

康隆

男性

(株)キャップ

業務改善

27

23

神野

哲夫

男性

神野哲夫社会保険事務所

人事・労務・法務

4

―

杉本

勝教

男性

キャリアサポートセンター

管理監督者研修

28

24

清家

美樹

女性

(株)エンカレッジ

教育訓練・パソコン全般

29

25

瀬口

有紀

女性

ヒューマン・リソース

営業研修・販売促進

30

26

田内

和代

女性

31

27

高岡

香

女性

キャリアサポートセンター

能力開発・教育訓練

5

―

高谷

宗武

男性

愛媛県職業能力開発協会

人事・労務・総務

由香

商品開発

能力開発・教育訓練
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ページ

ＮＯ

氏名

32

28

玉井

幸江

女性

(株)エンカレッジ

能力開発・教育訓練

33

29

玉野

聖子

女性

(株)エンカレッジ

能力開発・パソコン

34

30

張

男性

聖カタリナ大学

中国の環境経済学

35

31

徳丸

登

男性

愛媛信用金庫

経営・企業診断

36

32

豊田

健二

男性

一般社団法人日本ワークライフデザイン

能力開発・教育訓練

37

33

中野千代美

女性

(有)ナカノジョイントカンパニー

パソコン全般

38

34

西田

仲男

男性

コーチ

ファシリテーション

39

35

西野

三和

女性

40

36

東矢

憲二

男性

四国ビジネスコンサルタント

マーケティング

41

37

彦坂あづさ

女性

CL office

能力開発・教育訓練

42

38

廣瀬

一郎

男性

サクセスブレーンズ(株)

43

39

福本

由美

女性

44

40

藤田

美穂

女性

(有)ミートハウスフジタ

パソコン全般

46

41

堀田

真奈

女性

NPO 法人ワークライフ・コラボ

能力開発・教育訓練

47

42

松下

靖子

女性

ポテンシャルパワー

財務・会計・税務

48

43

村松

つね

女性

NPO 法人こころ塾

メンタルヘルス

49

44

森

美佐子

女性

(株)キャップ

能力開発・教育訓練

50

45

矢野上真澄

女性

珂

性別

勤務先

プレグレス６０

代表

専門

能力開発・教育訓練
産業カウンセラー

(学)愛媛コミュニケーションビジネス
総合司会業
専門学校
51

46

山口

52

47

53

章

男性

櫻間社会保険事務所

年金・人事・総務

山下さやか

女性

(学)山本学園

ＩＴ教育・マナー

48

山本

敏夫

男性

(有)マネジメントコンサルタント山本

経営・企業診断

54

49

四田

素子

女性

(株)エンカレッジ

パソコン全般

55

50

渡邊 省三

男性

渡邊社会保険労務士事務所

労働・社会保険

56

51

渡邊由加里

女性

えひめスタジオ

安全・エクササイズ
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３，サービスセンターの人材育成コンサルタント紹介
人材育成コンサルタント
所属・登録

●

薦田

愛媛県職業能力開発協会

勉（コモダ

ツトム）

１）特定社会保険労務士

（薦田社会保険労務士事務所）

〒７９０−０００１
電

（愛媛職業能力開発サービスセンター）

松山市一番町２−５−１６

話：０８９−９０８−５５２２

ＦＡＸ：０８９−９０８−５５３３
http://www.ehime-sjs.com/
２）キャリア・コンサルタント
３）社団法人日本労務研究会認定

社員意識調査診断員

４）学歴・職歴
・西条市生まれ

（昭和３８年５月３１日）

・早稲田大学法学部卒業
・愛媛県職業能力開発協会（愛媛職業能力開発サービスセンター）
人材育成コンサルタント委託講師
５）セミナーの特徴
・受講生の顔つき・態度・しぐさ等から理解度・興味度を察知し、関心を持つよ
うに誘導する「上からの講義」でなく、「問いかけ」やグループワークにより、
自分で考え、他者との意見交換を重視する「参加型」のセミナーを心掛けてい
ます。
・新入社員〜中堅社員研修

また、リーダー研修、コミュニケーション力、パー

トタイマとしての就労知識研修等幅広い

●

杉本

勝教（スギモト

カツノリ）６５才

１）キャリア・サポートセンター所長
〒７９０−０９２５
電

松山市鷹子町１０８３−９

話：０８９−９７０−１８３４

２）愛媛キャリアコンサルタント研究会
３）社会福祉法人

完愛会

会長

評議委員依嘱

４）関西大学校友会愛媛県支部

副支部長

５）学歴・職歴
・昭和２０年６月２日生まれ
・関西大学法律学科卒業
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・愛媛県職業能力開発協会（愛媛職業能力開発サービスセンター）
人材育成コンサルタント委託講師
６）セミナーの特徴
・ 主に新入社員研修〜管理監督者研修まで階層別研修に幅広く活動中
・ 雇用改善セミナー・事業再生等も専門で企業の講師派遣（有料）致します。

●

高谷

宗武（タカタニ

ムネタケ）６７才

１）愛媛県職業能力開発協会
〒７９１−１１０１
電

（愛媛職業能力開発サービスセンター）委託講師
松山市久米窪田町４８７−２

話：０８９−９９３−７３０１

ＦＡＸ：０８９−９９３−７３０２
２）学歴・職歴
・ 昭和１８年生まれ
・ 愛媛大学文理学部人文学科乙法律専攻卒業
・ 愛媛銀行

人事教育部次長兼能力開発室長歴任（責任者として企画・指導・監

督を行う）
・愛媛県職業能力開発協会（愛媛職業能力開発サービスセンター）
人材育成コンサルタント委託講師
３）セミナーの特徴
・ 新入社員研修・女子リーダー研修・管理職研修（次長・支店長等）
・ ＯＪＴ推進研修
・ 現在の社会の問題点について・・・特にコンプライアンスは専門家
・ 管理職の役割・使命は企業にとって貴重な講演です。

●連絡先！
講師としての派遣は有料です。
（応相談）
但し企業の人材育成・キャリア形成・能力開発のアドバイスや企業の問題解決支援
等での支援は無料です・・・ご相談下さい。無料で派遣致します。
愛媛県職業能力開発協会
担当

（愛媛職業能力開発サービスセンター）

キャリア開発アドバイザー

武田

邦寛

〒７９１−１１０１
松山市久米窪田町４８７−２
電

愛媛県産業技術研究所管理棟２階

話：０８９−９９３−７３０１

ＦＡＸ：０８９−９９３−７３０２

ＵＲＬ：http://nokai.bp-ehime.or.jp/ Ｅメール：k-takeda@ehime-noukai.or.jp
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４，登録講師紹介
●講師ＮＯ−１

新

次美（アタラシ

ツギミ）

６５才

愛媛県高圧ガス保安協会事務局長

■歴等
・昭和４２年・・・・・・・・愛媛大学卒業
・昭和４２年〜４５年・・・・企業勤務
・昭和４６年・・・・・・・・愛媛県庁入庁
・昭和４９年〜６２年・・・・県交通消防課高圧ガス係（現消防防災安全
課保安係）
・昭和６３年〜平成１７年・・環境部局（公害、環境、廃棄物行政）
・平成１７年３月・・・・・・愛媛県定年退職
・平成１７年４月・・・・・・愛媛県高圧ガス保安協会事務局長
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・危機管理・保安教育
・リスク管理及びコンプライアンス対策
・企業における経営戦略とトップのリーダーシップ
・事業所のおけるヒューマンエラーなど危機管理・保安対策
・失敗から学ぶ企業現場の安全対策
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
愛媛県高圧ガス保安協会
〒７９０−０００３
松山市千舟町四丁目５の４ 松山千舟４５４ ビル５Ｆ
電話：０８９−９４１−７０２１ ＦＡＸ：０８９−９４１−７０２３
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●講師ＮＯ−２

天野

淑子（アマノ
53 才

トシコ）

（株）エンカレッジ

人財育成アドバイザー

■歴等
・南海放送部退社後フリーアナウンサーとして活動後
・NTT パステル教育セミナー部 講師
・専門学校講師 他
◇保有資格
・医療クラーク 2 級
・生涯学習インストラクター
・DiSC 認定トレーナー
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・明るく勇気づけをする前向きな研修・仕事の現場で活きる研修を常に心
掛けています。
・接遇マナー現場研修・接遇マナー研修・新入社員研修・リーダー研修・
コミュニケーション研修・コンプライアンス研修 他
・接遇、電話応対・話し方講座・コミュニケーション講座
・式典・イベント・披露宴 他
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
（株）エンカレッジ
〒７９１−１１０１
松山市久米窪田町３３７−１ テクノプラザ愛媛２Ｆ
電 話：０８９−９７０−７００７
ＦＡＸ：０８９−９６０−１２０６

愛媛県職業能力開発協会
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●講師ＮＯ−３

飯尾

渉（イイオ

ワタル）
４０才

WAKTAL （ワクタル）代表

■歴等
・武蔵野美大を卒業後、大阪のデザイン事務所、広告代理店、印刷会社
企画室勤務を経たのち、平成１６年に愛媛県西条市にて起業。
・モノづくりを行う企業さんが、商品を世に送り出すときに必要なプロ
ジェクトの進行、管理を行っています。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・得意分野：商品開発、デザイン戦略の策定および実行
・プロジェクトの立ち上げから戦略策定、長期計画、短期計画、戦略実行
までをお手伝いしております。
・社内にノウハウを蓄積したい企業さんにとってお役に立てます。
・能力開発･教育訓練
・マーケティング、商品開発、販売促進
・ワークショップ
・業務改善、小集団活動
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９３−００３４
西条市明神木１８２−２５
電話・ＦＡＸ：０８９７−４７−５９８９

愛媛県職業能力開発協会

愛媛職業能力開発サービスセンター
-8-

●講師ＮＯ−４

伊藤

歌子（イトウ

ウタコ）
（株）キャップ

社員教育課

■歴等
・１９９７年〜２００９年３月 某大手通信会社にて１２年間勤務
その間総務課、テレマーケティング課を経て２００１年４月研修担当
へ異動。研修提案および講師として勤務
・２００９年６月（株）キャップ社員教育課入社
・秘書サービス接遇教育学会 所属会員
・日本秘書クラブ中四国支部 所属会員
・文部科学省後援秘書技能検定・サービス接遇検定
員

準１級面接試験審査

■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・新入社員研修、ビジネスマナー研修、接客・接遇研修
・電話応対研修、テレコミュニケーター養成研修
・お客様満足度向上研修、クレーム応対研修
・ユニバーサルサービス接遇研修
・パソコン基礎研修（Excel、Word、PowerPoint）
研修では、楽しく元気にそして新たな自分に気づける場をモットーにし
ております。
気づき学んだことを『行動』ではなく、自ら『考動』できる人財へ意識
改革、行動改革のお手伝いをさせていただきます。
最近では、高齢の方や障がいの方への接し方研修『ユニバーサルサービ
ス接遇研修』が好評です。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）キャップ
〒７９０−０９２１
松山市福音寺町５５−１
電 話：０８９−９９０−３０００
ＦＡＸ：０８９−９９０−３３００
URL：http://www.cp-cap.co.jp/
Ｅメール：itou@cp-cap.co.jp
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●講師ＮＯ−５

井上

昌俊（イノウエ
７６才

マサトシ）
（株）

アーリーバード取締役

■歴等
・愛媛県立宇和島東高校卒業
◇所属している学会等
・ボーイスカウト愛媛県連盟 海外協力会・四国へんろ文化遺産会
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・高齢者・婦人・青少年研修
・社会一般教育学（家庭教育 青少年教育 高齢者教育 社会教育
教育 母親父親のあり方）
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）アーリーバード
〒７９１−８０２２
松山市美沢１丁目６−４
自宅電話：０８９−９２４−１２００
又は：０８９−９２４−１０００
●講師 NO−６

上岡

庸晃（ウエオカ

会長

婦人

ツネアキ）
57 才

能力開発・教育訓練

■歴等
・営業２６年９ヶ月（生保２４年６ヶ月、小売２年３ヶ月）
・能力開発６年２ヶ月。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・NPO 法人こころ塾
（自殺予防・うつ病患者とその家族支援・復職プログラム実施）のサポ
ーターとして所属、講師・広報を担当。
・ストレスマネジメント、メンタルヘルス、アサーション
・キャリアコンサルティング
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地
愛媛職業能力開発サービスセンター
〒７９１−１１０１ 松山市久米窪田町４８７−２
電話：０８９−９９３−７３０１
担当：キャリア開発アドバイザー 武田 邦寛
E メール：k-takeda@ehime-noukai.or.jp
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●講師 NO−７

上田

清一郎（ウエダ
７１才

セイイチロウ）
ウエダ･ナレッジ･コーチ研究所

■歴等
・１９６２年３月
・１９６２年４月
・１９９９年１月
・１９９９年１月

所長

明治学院大学経済学部卒業
愛媛銀行入行
愛媛銀行定年退職
愛媛職業能力開発協会サービスセンター委託
人材育成コンサルタント
・１９９９年７月 （財）えひめ産業振興財団委託ビジネス・サポート・
オフィス、ベンチャービジネスコーディネーターの任
命を受け活動
・２０００年７月 全日本能率連盟人事分野コンサルタント認定
・２００１年９月 日本新事業支援機関協議会（TANBO）
インキュベーション・マネージャー研修課程終了認証
・２００２年４月 ウエダ・ナレッジ・コーチ研究所設立
現在、中小企業を中心に人材育成に関する支援・指導、
研究会講師及びベンチャー企業におけるビジネス支援
相談活動を行っている。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・中小企業を対象として研修会講師を中心に人材育成に関わる教育体系規
程等の構築、年間教育計画に基づく研修内容の企画支援を領域に活動。
・ベンチャー支援に於いては、ベンチャー企業及び企業内の研究開発事業
に対する経営（事業）計画の構築、金融対策等を中心に領域にビジネス
サポートを行っている。
・研修会講師にあたっては、「分り易い言葉」「分り易い表現」内容をモッ
トーに「理解度の追求」を基本理念に研修を行っている。
・人材育成に関する教育体系、規程等の構築にあたっては企業の業務実情、
社員教育に於けるセクション別の意見等把握した支援指導をモットーに
「企業特色」の実現を理念として行っている。 ベンチャー支援に於いて
は、研究開発事業の計画書構築を基に「事業の実現性」「市場の対応性」
を基本理念にコンサルタント支援を行っている。
・業務改善、小集団活動 能力開発･教育訓練
・研究開発、技術開発、学術一般
■謝金（１時間） ￥３０，０００
■連絡先所在地 （自宅）

愛媛県職業能力開発協会
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〒７９０−０９１３ 松山市畑寺３−８−１３
電話：０８９−９７５−４５２８ ＦＡＸ：０８９−９７５−４５２６

●講師 NO−８

上野

啓治（ウエノ

ケイジ）
４８才

上野経営事務所

所長

■歴等
・政府系金融機関
・銀行系シンクタンクを経て独立
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・人事・賃金制度策定
・組織診断、財務分析
・管理者研修、マネジメントゲーム研修
・経営･企業診断
・人事･労務･総務･法務
・財務・会計、税務
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９１−１６３３
温泉郡重信町牛渕１８４８−１８
電話・ＦＡＸ：０８９−９５５−１６３３

●講師 NO−９

植松

守（ウエマツ
５５才

■歴等
・１９５５年
・１９７８年
・２００５年
・２００６年

・２００９年

マモル）

（株）ビジネスアシスト四国

代表取締役

今治市生まれ、市内の小中高校を卒業。
大学卒業後愛媛銀行に入行。東京・尾道・広島・松山
で企業支援、育成支援などに従事。
今治市内で支店長。
（財）今治地域地場産業振興センターへ常務理事とし
て出向。起業家支援施設の設立を１から行い、起業や
事業の相談・指導・支援に従事。
愛媛銀行審査部に戻る。

愛媛県職業能力開発協会
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・２００９年

今治地域地場産業振興センター出向中に出来た、大手雑
誌社、百貨店、24 時間テレビショッピングなどのネット
ワークを、起業家・中小企業のために生かしたいと考え、
同銀行を退職。
・２０１０年
四国初起業支援のためのレンタルオフィスを開設。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・金融全般
資金繰り、事業計画書、リスケ、マッチング他
・販路開拓・マッチング
首都圏の大手百貨店、メディア、24 時間ショッピング他とのマッチング
・商品開発
学、官、デザイナー、ライター他とのマッチング
・活動理念
金融機関３２年間（内、今治地域地場産業振興センター内のＩＢＩＣ
（アイビック）で３年間）で培ってきたネットワークをフル活用できたら、
少しでも愛媛県の産業の活性化に寄与できるのではないかと考えていま
す。
中小企業において、物づくりから販売のルートまで確立されている方は
少ないと考えます。一方、都会では、常に良いものを探している。
そのために、今以上に、地方と都会のマッチングを行っていきたいと考
えています。
ただ、最終的には、地方から都会に物を売るだけでなく、その商品を求
めて地方に都会から人が来る仕組みを作り上げていきたいと考えていま
す。
そうすれば、都会に商品を売るために、パッケージ（見た目）を開発す
る手間も省かれると同時に、観光を含んだ地域活性化（地域のブランド
化）が計れると考えています。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）ビジネスアシスト四国
〒７９０−００６５
松山市宮西１丁目４番４３号 大智ビル４階
電話：０８９−９２６−４５１０
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●講師 NO−１０

大西

正志（オオニシ

マサシ）

６１才

いきいきリーダー育成塾

塾長

■歴等
・地方銀行経営管理課長として、6 年 6 か月、組織全体の経営戦略策定
TQC 推進室を設置、全店の方針管理、日常管理、小集団活動を指導
人事教育部能力開発室長として、教育体系策定、人材育成
銀行支店長、営業統括部長、ふるさと振興部長、公務部長を経験
愛媛大学客員教授として、企業の産官学連携を支援
経営戦略に沿ったリーダー育成の大切さを経験する。
◇保有資格
・中小企業診断士
・経営診断士
・ISO９００１審査員補
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・経営革新計画策定支援研修
・資金繰り改善研修
・仕事力向上研修（計画実現型オーダーメイド研修⇒業績改善）
・親から子に伝えられない「二世経営者育成研修」
・松山大学生の就職活動支援研修
・TQC 導入研修（方針管理、日常管理、小集団活動、社長診断）
・モチベーションアップ研修
・クレーム未然防止研修
・法的思考力の涵養研修（コンプライアンス）
・能力開発･教育訓練
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
いきいきリーダー育成塾
〒７９１−０２１２
東温市田窪３０９−１
電話・ＦＡＸ ０５０−３４３３−６２８４
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●講師 NO−１１

越智

昂（オチ

タカシ）
６８才

人間生活研究所

■歴等
・愛媛県立松山工業高等学校電気科卒
・昭和５９年まで（有）越智商事経営
・現在 四国総販経営
・企業・地方自治体・PTA 組織・各種団体等の研修・講演活動中
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・子育てや生きがいづくりの考え方・幸せな夫婦としての人生づくり等「人
間関係能力開発研修」「自分探しと自己開発」
「リーダーシップ能力開発研修」等人生の生きがい講演・研修します。
◇保有資格
１）（社）日本産業カウンセラー協会・カウンセラー
２）中央労働災害防止協会・心理相談員
３）（財）日本レクレェーション協会・余暇生活開発士
４）愛媛県生涯学習推進講師
５）NPO 法人「シニア大楽（だいがく）」講師
６）（株）システムブレーン派遣講師
７）（株）ペルソン派遣講師
◇ボランティア活動
１）不登校問題
２）ノイローゼ問題等の相談・助言
３）NPO 法人・松山自殺防止センター副理事長
４）愛媛シニア・パワーアップ協議会幹事
５）人間生活研究所主宰
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９０−００５６
松山市土居田町７６３−１２
電話・ＦＡＸ：０８９−９７３−１３９７
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●講師 NO−１２

小野

隆子（オノ

タカコ）
４１才

キャリア・コンサルティング

■歴等
・平成５年香川大学経済学部卒業後 食品メーカー営業職
・専門学校教員、公的機関での人材育成事業担当・求職者へのキャリアコ
ンサルティング業務担当を経て
・現在フリーのキャリア・コンサルタントとして、キャリアカウン セリ
ング、自己分析セミナー、コミュニケーションセミナー等を 実施。
◇保有資格
・キャリア・カウンセラー
（特定非営利活動法人日本キャリア開発 協会認定）
・産業カウンセラー（社団法人日本産業カウンセラー協会認定）
・心理相談員
・交流分析士（１級）
・Microsoft OfficialTrainer（Microsoft 社認定）
・初級システムアドミニストレーター
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・キャリア・コンサルティング
・能力開発･教育訓練
・”何事も基本は人である”をモットーに、人を中心とした社会つくりを
目指しております。
・研修では受講者の方に気付きを得て頂き、明日から実践出来る内容を心
掛けています。
・キャリア・コンサルタントとしてはクライエントの方の中にある答えを見
つけられるよう傾聴、一緒に考え、唯一無二のその方自身のキャリアを歩
んで頂けるよう支援しております。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地
愛媛職業能力開発サービスセンター
〒７９１−１１０１ 松山市久米窪田町４８７−２
電話：０８９−９９３−７３０１
担当：キャリア開発アドバイザー
武田 邦寛
E メール：k-takeda@ehime-noukai.or.jp
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●講師 NO−１３

戒田

民子（カイダ

タミコ）
5６才

こころ塾

■歴等
・愛媛県職員（久万農業改良普及所 生活改良普及員）
・愛媛県嘱託職員（松山地方局県民福祉部県民生活課 くらしのリーダー）
・（財）２１世紀職業財団愛媛事務所（雇用管理アドバイザー）
・NPO 法人こころ塾カウンセラー
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・ディーセント・ワークが確保できるように、一人ひとりの生き方と企業
においての雇用管理等を支援していきたいと考えている。
・そのために、産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント、交流分析
の更なる力をつける学習及び男女共同参画の視点を持った相談員の勉強
を続けている。
・キャリア・コンサルティング
・能力開発･教育訓練
・職場のセクシュアルハラスメント防止・ポジティブ・アクション推進の
ために！
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地
愛媛職業能力開発サービスセンター
〒７９１−１１０１ 松山市久米窪田町４８７−２
電話：０８９−９９３−７３０１
担当：キャリア開発アドバイザー
武田 邦寛
E メール：k-takeda@ehime-noukai.or.jp

愛媛県職業能力開発協会
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●講師 NO−１４

角田

智恵（カクダ

トモエ）
43 才

オフィス

アイ

■歴等
・平成元年岡山県立短期大学（現岡山県立大学）看護科卒業。
・平成２年国立大阪病院附属視能訓練学院卒業。
・その後松山赤十字病院、日本鋼管病院、愛媛大学病院など病院勤務を経
験。愛媛大学病院医療福祉支援センターにて医療相談、病院連携、介護
支援などの業務補助を行う。また小学校生活支援員にて障害児教育の支
援に携わる。
・働く人の心と体の健康の必然性を感じ、また働きやすい職場づくりをす
ることが企業のメリットにもなることを実感。
・平成１９年より愛媛の働く女性と企業をサポートするためにワークライ
フバランスコンサルタントとして活動を開始。現在、企業の働く職場環境
を整え、また育児休業者の職場復帰支援サービスを行っている。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・現在、経済状態が不安定な中、働く人々の意識が低下してきている。再
び企業を立て直し、従業員の士気を向上させるためにも職場環境を整え、
互いに助け合い、生き残っていかなければならない。そこで今必要なのが
「ワークライフバランス」の考え方である。
・経営者側は従業員の生活の安定を図り、最大限に力が発揮できるように
することで業績が向上する。
そして従業員が充実した生活を送ることは健康で元気に働くことができ
る。お互いにメリットがあり、そして社会の安定にも繋がる。
・ワークライフバランスの考え方の一つであり、この仕組みづくりを提案
し職場意識改革、従業員のモチベーションアップのための支援をしてい
く。
・企業内研修ではヒアリング、従業員アンケート調査を行い、職場環境に
応じた研修を提案している。また、研修内容を振り返る為のフィードバ
ックを行い、きめ細やかなサポートを心がけている。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
オフィス アイ
〒７９１−０２０３
東温市横河原３８７−２８ ソシア万寿 B 号
電 話：０９０−６２８４−６６６８
ＦＡＸ：０８９−９６４−０９０１
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●講師 NO−１５

門田

よしの（カドタ

（株）ニチイ学館

ヨシノ）

松山センタービル 2 号館６F

教育課課長補佐

■歴等
・昭和３１年３月 松山東雲短期大学卒
・昭和６３年４月 （株）ニチイ学館松山支店入社 現在に至る
◇講師歴
・講師経験通算年数・・１７年（医科・歯科・医療コンピュータ）
・今治高等技術専門校委託訓練内にてキャリア形成・接遇・
ビジネスマナー研修
・雇用・能力開発機構委託訓練内にて就業支援・接遇・
ビジネスマナー研修
・２１世紀財団法人セミナーの「資格の取り方活かし方」講師
・西予市、松山市の公立病院にて看護師、職員に対して接遇研修
・愛媛県内医療機関職員を対象に接遇マナー基本編・応用編実施
◇保有資格
・２級メディカルクラーク 医科
・１級メディカルクラーク 歯科
・３級ケアクラーク
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・看護師・職員に対しての接遇キャリア支援・ビジネスマナーの 研修
・能力開発･教育訓練・接遇
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）ニチイ学館 松山センタービル２号館６F
〒７９０−０００３
松山市三番町４−４−６ （株）ニチイ学館
電話：０８９−９３３−０８５９ ＦＡＸ：０８９−９３３−５８２７
・不在の場合
愛媛職業能力開発サービスセンター
〒７９１−１１０１ 松山市久米窪田町４８７−２
電話：０８９−９９３−７３０１
担当：キャリア開発アドバイザー 武田 邦寛
E メール：k-takeda@ehime-noukai.or.jp
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●講師 NO−１６

川上

弘美（カワカミ
48 才

サ

ヒロミ）
ク

シ

ー

ド

SUCCEED

キ

ャ

リ

ア

CARREAR

エディッション

EDITION

■歴等
・大学（文学部英文学科）卒業後、地方銀行入行
・退職後愛媛県立高等学校英語教諭に転職
（県下学習塾、予備校にても英語教育に携わる）
・県立高等学校在職中に人材育成会社に転職
営業部社員教育課にて営業兼社員教育講師として勤務
・４年後フリーにて公的機関・財団法人・一般企業・個人等対象に活
動中就職支援・キャリア形成支援・人材教育講師・イベントプランナー
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・能力開発、教育訓練・技能訓練、語学講座、秘書検定・公務員試験
合格講座
・キャリア形成支援、キャリア・カウンセリング
・OJT 業務改善・採用面接業務・秘書業務請負・文書作成代行
・イベントプランニング(司会・MC 含む)
◇保有資格
・ＮＰＯ日本キャリア開発協会会員
・ＪＣＤＡ（ Japan.Career.Development.Association）認定
ＣＤＡ（キャリア・ディベロップメント・アドバイザー）
・中学校、高等学校英語教員免許
・文部科学省認定秘書技能検定１級
・文部科学省認定実用英語技能検定準１級
・ビジネス電話実務検定知識Ａ級合格
・中央職業能力開発協会認定講師
・ジョブカード作成認定登録キャリアコンサルタント
・雇用・能力開発機構愛媛センター訓練課認定講師
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地
愛媛職業能力開発サービスセンター
〒７９１−１１０１ 松山市久米窪田町４８７−２
電話：０８９−９９３−７３０１
担当：キャリア開発アドバイザー 武田 邦寛
E メール：k-takeda@ehime-noukai.or.jp
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●講師 NO−１７

木曽

千草（キソ
４２才

チグサ）

（有）能力開発システム研究所

代表取締役

■歴等
・昭和６３年東雲短期大学英文科卒業
・昭和６３年（株）モスフードサービス
直営部教育担当 パート、アルバイト育成フランチャイズ店長指導
・平成１１年（有）能力開発システム研究所 入社
・平成１３年（有）能力開発システム研究所 マネージャー
・平成１８年（有）能力開発システム研究所 代表取締役
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・旅館、飲食店接遇マナー研修 店舗接客調査 社員マナー研修
・官公庁接遇研修、新入職員研修、リーダー育成研修 部下育成研 修
◇保有資格
・キャリア・コンサルタント（雇用能力開発機構）
・教育カウンセラー（教育カウンセラー協会）
・独立プロフェッショナル・コンプライアンス資格
（NPO インディペンデント・コントラクター協会
・ＮＬＰＴＭ マスタープラクティショナー
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９０−０００２ 松山市二番町４丁目番地２号
電話：０８９−９４５−８４２２ ＦＡＸ：０８９−９４５−８４２３
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●講師 NO−１８

北村

愛（キタムラ

アイ）
４２才

■歴等
・１９９１年〜
・１９９５年〜
・１９９７年〜
・２０００年〜
・２０１０年〜

オフィス北村

代表取締役

各種イベント・婚礼司会、ＣＭナレーション
松山 CATV、高知 CATV 番組出演
テレビ愛媛放送番組契約リポーター
官公庁・民間企業の社員教育インストラクター
愛媛コミュニケーションビジネス専門学校非常勤講師

愛媛県内の各種イベントや婚礼の司会を中心に活動しながら、司会養成講座も
主催し講師を務める。また、官公庁や民間企業だけでなく、フードアナリストの
資格を活かし飲食店の社員教育インストラクターとしても活動中。
２０１０年からは専門学校の非常勤講師(ホテルブライダル科)として、学生に
社会人基礎知識、ビジネスマナー等を教えている。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
□専門
・司会業・司会育成業
・社員スタッフマナー研修
→接客・接遇マナー
→対人コミュニケーションマナー
→社員教育・能力開発セミナー
□理念
・コミュニケーション能力と誠実なマナーは、お客様、社員スタッフ、
企業組織の三者を円滑につなげる大切な技能だと考えております。
全ての方に満足していただける研修となるように、愛と真心と熱意を
もって取り組んでまいりたいと思っております。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
オフィス北村
〒７９１−８０４２
松山市南吉田町１００３−８−５
電話・ＦＡＸ：０８９−９７３−８５２６
Ｅメール：dimple.417@ozzio.jp
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●講師 NO−１９

久保

直道（クボ

ナオミチ）

６６才

■歴等
・慶応義塾大学商学部卒
・大王製紙勤務、営業･労務･総務部門
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・接客・接遇マナー研修
・経営･企業診断
・能力開発･教育訓練
・人事･労務･総務･法務
・マーケティング、商品開発、販売促進
・業務改善、小集団活動
・営業員育成・販売促進・商法・民法・設立手続・労務・社会保険・労働
法・「人事を尽くして天命を待て」を座右の銘としています。
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （自宅）
〒７９０−０９４１
松山市和泉南１−９−７
電話・ＦＡＸ：０８９−９５８−８７２１
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●講師 NO−２０

河野

久美子（コウノ

クミコ）

４８才
■歴等
・昭和５９年
・昭和５９年〜平成１０年
・平成１０年
・平成１８年

キャリアステーション

代表

高知女子大学 卒業
（株）三越松山店 人事・採用・教育担当
S.I.C オフィス設立
キャリアステーション代表

■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・｢成果主義・実践主義・現場主義｣のもと、お客様のニーズに応じた社員
研修を実践する。
・サービスマナー研修、コミュニケーション能力の向上、階層別研修、リ
ーダー研修、サービス調査等
・キャリア・コンサルティング
・能力開発･教育訓練
・技能訓練
・ディスプレイ（商品装飾展示）
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
キャリアステーション
〒７９０−００３８
松山市和泉北１−１４−１８
電 話：０９０−１１７７−８２６２
ＦＡＸ：０８９−９２１−５９１１
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●講師 NO−２１

芝

由香（シバ

ユカ）
４０才

（株）エンカレッジ

講師師

■歴等
・愛媛県立松山南高等学校卒業
・京都女子大学文学部国文学科卒業
・南海放送（株）入社
５年間、報道制作本部放送部・ラジオ業務部に所属し、ラジオ・テレビ
番組に出演する。
・退職後、同局にてリポーター、イベントＭＣの他、地元のホテルなどを
中心に披露宴、パーティ、式典などの司会を務める。
・２００８年に（株）エンカレッジに所属。
これまでのキャリアを活かし、司会業を中心にビジネスマナー、専門学
校講師としても活動中。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・ビジネスマナー
・接客研修
・電話応対研修
・能力開発･教育訓練
・サービス、話し方
・新入社員研修・中堅社員研修等
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）エンカレッジ
〒７９１−１１０１
松山市久米窪田町３３７−１ テクノプラザ愛媛２Ｆ
電 話：０８９−９７０−７００７
ＦＡＸ：０８９−９６０−１２０６

愛媛県職業能力開発協会
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●講師 NO−２２

白方

康隆（シラカタ

ヤスタカ）
５６才

（株）キャップ

研修講師

■歴等
・
（株）三越にて営業部フロアマネージャー、商品本部バイヤー等を担当し、
販売現場と商品企画開発の両面から実務を多数経験。その後、中小企業経
営支援事業や商店街活性化事業等に参加した後、研修講師として活動。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・「問題解決」「モチベーション向上」
「リーダーシップ」「目標達成」
など仕事を通じた人材育成
・「リテールマネジメント」「販路開拓、販売促進」など流通関連
・能力開発･教育訓練
・流通、サービス、物流
・業務改善、小集団活動
・マーケティング、商品開発、販売促進
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地
（株）キャップ
〒７９０−０９２１
松山市福音寺町５５−１
電 話：０８９−９９０−３０００
ＦＡＸ：０８９−９９０−３３００
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●講師 NO−２３

神野

哲夫（ジンノ
６０才

テツオ）
神野哲夫社会保険労務士事務所

所長

■歴等
・昭和４８年３月 北九州大学商学部卒業 同年（株）愛媛銀行入行
・平成１６年
社会保険労務士合格 一級ＦＰ技能士合格
・平成１７年
ＤＣプランナー合格
・平成２２年２月 (株)愛媛銀行定年退職・同年４月社会保険労務士開業
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・年金に関する事項
・労務管理に関する事項・事業承継
・人事･労務･総務･法務・年金セミナー
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
神野哲夫社会保険労務士事務所
〒７９０−０００３ 松山市三番町７丁目２−１２
電 話：０９０−１００８−２７５４
ＦＡＸ：０８９−９７３−１４８８

愛媛県職業能力開発協会
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●講師 NO−２４

清家

美樹（セイケ

ミキ）
４４才（株）エンカレッジ

講師

■歴等
・証券会社に就職し、約１３年事務全般の業務に携わる。女性として子
育てをしながら仕事を続ける事の大変さ、難しさ、またコミュニケーシ
ョンの大切さを学ぶ。その後、職業能力委託訓練校にて非常勤講師とし
て、パソコンの操作の指導を約５年間経験。再就職支援が目的の為、就
職相談を受ける機会もあり、キャリアコンサルタントの勉強をはじめ、
現在に至る。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・専門分野のうちの得意領域
・Microsoft Office Trainer
・Web 系（IBM 社ホームページビルダー）Microsoft Certfied
Appricatition.Specialist）= （Excel，Word，powwerPoint，Access）
・情報システム･情報管理
・キャリア・コンサルティング
◇活動理念
・社会・雇用状況の悪化、ライフスタイルの変化と目まぐるしい変化の中
で、若年者、再就職を考える方、シニア層のパソコンスキル習得の必要性
もまだまだ感じられます。実践向きなパソコンスキルの習得に重点
をおき、指導しております。
◇保有資格
・キャリアコンサルタント
（独）雇用・能力開発機構愛媛センター
・Job カード
・Microsoft Official Trainer
・Microsoft Official User Specialist Master ver.2002
・Microsoft Office Specialist ver.2003・2007
・他
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）エンカレッジ
〒７９１−１１０１
松山市久米窪田町３３７−１ テクノプラザ愛媛２Ｆ ２０２
電話：０８９−９７０−７００７ ＦＡＸ：０８９−９６０−１２０６
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●講師 NO−２５

瀬口

有紀（セグチ

ユキ）
３３才

ヒューマン・リソース代表

■歴等
・１９９９ 同志社女子大学 英語英文学科卒業
・１９９９ 松山全日空ホテル入社
・２００１ 販売部 販売３課 宿泊セールス 女性初の法人営業となる。
・２００５ 婚礼セールスに異動 新規成約率５０％を保持
・２００５ （株）テイクアンドギブ・ニーズ（東京本社）へ転職。
ベイサイド迎賓館松山開業準備室へウエディングプランナ
ーとして勤務。プランナーとしての 1 日最高売上げ額１，０
００万円。またベンチャー型社員教育、カリスマ起業家の社
内外ブランディングや経営者と社員の強固な信頼関係から
成長の法則を体感。
・２００６ 同社退職後、契約更新型社員として大手通信会社営業職とし
て勤務。法人向けモバイルサービスにて拠点内直販販売数 1
位を 3 度獲得し表彰。
・２００７ 愛媛県商工会連合会主催「創業塾」受講、修了。
・２００７ 『
「女性」と「働く」を HAPPY に』が企業理念であるトレー
ダーズ（株）
（東京）軽沢社長主催の女性起業塾ベーシック３
ヶ月通学コース修了。
・２００８ 退職
・２００８ 営業に特化した人材育成ヒューマン・リソース設立
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・マーケティング、商品開発、販売促進
・稼ぐ新入社員研修【すべての仕事に営業マインドを】
・営業力強化研修【顧客起点のソリューション（提案型）営業】
・女性社員を戦力化研修
・営業マン自分ブランド構築研修
・プレゼンスキル研修・営業研修
◇活動理念
・インターネットでの検索文化は顧客と企業との関係に劇的な変化をもた
らしました。
しかし「営業」という世界において顧客側の環境の変化にも関わらず旧来
のやりかた KKDH（経験・勘・度胸・ハッタリなど）の成功体験に支配
されています。
専門分野を「営業」としている理由は、お客様と企業側の間にある溝は放
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置されたままで売上を上げようとする本末転倒な現状に疑問を覚えたから
です。
私の企業研修講師としての強みは地元中小企業・国内有数のベンチャー企
業、そして一部上場の大手企業、などさまざま規模、業態の企業に勤務し
多様なモノやサービスを販売し数字を残した実績です。
多様な企業で勤務する中で営業の本質とは業界、規模を超えて共通するも
のがあることに気付きました。売れる営業とセンスの問題ではなく、一定
の体系化を行えば全ての営業マンが一定レベル以上には成長できるという
ことを信念としております。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
〒７９０−００５５
松山市針田町３−９
電話：０９０−４５０３−６１４１

●講師 NO−２６

田内

和代（タウチ

カズヨ）
６４才

アート・ボイス

■歴等
・済美高等学校卒業 五洋建設勤務し社員研修インストラクターとなる。
・現山本学園講師
◇所属している学会等
・経営コンサルタント協会
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・ビジネスマナー 秘書理論 秘書実務 人事管理 発声訓練
話し方とマナー
・業務改善、小集団活動
・技能訓練
◇保有資格
・文部省秘書検定２級
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
〒７９０−０９６６ 松山市立花５−２−４７
電話：０８９−９４５−８１４４ ＦＡＸ：０８９−９２１−９２４４

愛媛県職業能力開発協会

愛媛職業能力開発サービスセンター
-30-

●講師 NO−２７

高岡

香（タカオカ

カオル）
キャリアサポートセンター講師

■歴等
・人材会社にて営業職を経て、キャリア・コンサルタントとなる。
・各企業が求めている人材を提供する仕事の経験から、スタッフの教育や
研修にも携わる。
・キャリア・コンサルタントとして就職、転職の相談等を含め、職業訓練、
セミナー等の講師も現在担当している。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・キャリア・コンサルタント（ジョブ・カード）
・能力開発、教育訓練
・新入社員、中堅社員研修等
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
キャリアサポートセンター
〒７９０−０９２５
松山市鷹ノ子町１０８３−９
電話：０８９−９７０−１８３４
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●講師 NO−２８

玉井

幸江（タマイ

サチエ）

４９才（株）エンカレッジ

研修インストラクター

■歴等
・昭和５９年〜平成２年 日本航空国際線客室乗務員として勤務
・平成２２年〜 （株）エンカレッジ 研修インストラクター
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・接遇マナー研修 コミュニケーションマナー研修・新入社員研修・客室
乗務員としての経験で培った接遇マナーのノウハウを活かし、ホスピタ
リティーを大切にした現在よりもワンランク上の接遇サービスを目指す
指導をいたします。
・お客さまや同僚とより良いコミュニケーションを取る為には、相手をお
思いやる心が大切です。コミュニケーションにおいても、仕事をする上
でも、自分の言動がどのような印象・影響を与えるのかを考える“想像
力”をテーマとした研修を心がけています。
・能力開発･教育訓練
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）エンカレッジ
〒７９１−１１０１
松山市久米窪田町３３７−１ テクノプラザ愛媛２Ｆ ２０２
電 話：０８９−９７０−７００７
ＦＡＸ：０８９−９６０−１２０６
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●講師 NO−２９

玉野

聖子（タマノ

ショウコ）

４３才

（株）エンカレッジ

代表取締役

■歴等
・愛媛県立松山東高等学校卒業
・関西学院大学文学部史学科卒業
・南海放送（株）報道制作本部放送部勤務
◇講師歴
・各種学校/専門学校において情報教育担当講師
・フリーアナウンサー
・ライティングプロジェクトマネージャー・テクニカルライター
・愛媛県職業能力開発協会 新入社員研修講師
◇保有資格
・キャリアコンサルタント（独立行政法人雇用・能力開発機構主催）
・MicrosoftOffcialTrainer
・MicrosoftCertifiedAssociate（OS ネットワーク・セキュリティ）
・MicrosoftOffcialUserSpecialistMaster（Ver.2000・2002・2007）
・DiSC 認定トレーナー
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・研修では気付きと実践を、PC-Trainer としては現場での効率を確実に上
げられる身になる講習を、テクニカルライターとしてはわかりやすい執
筆を、司会者としては心に残る司会を、心掛けています。
◇企業研修として
・接遇マナー現場研修・接遇マナー研修・新入社員研修・リーダー研修 他
◇講師として
・MicrosoftOffice インストラクター・コミュニケーション技法・問題解決
プログラム・接遇、電話応対・話し方講座
◇司会として
・式典・イベント・披露宴 他
◇執筆として
・MicrosoftOffice 関連書籍・コミュニケーション技法
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（株）エンカレッジ
〒７９１−１１０１
松山市久米窪田町３３７−１ テクノプラザ愛媛２Ｆ ２０２
電話：０８９−９７０−７００７ ＦＡＸ：０８９−９６０−１２０６
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●講師ＮＯ−３０

張

珂（チョウ
５２才

カ）
聖カタリナ大学

非常勤中国語講師

■歴等
◇学歴
・２０００年３月 松山大学大学院経済学研究科 経済学修士号取得
・２００９年３月 松山大学大学院経済学研究科 博士後期課程単位取得退学
◇職歴
・１９９１年１０月〜１９９７年３月
トヨタ自動車（株）瀋陽事務所 日本語通訳
・２０００年４月〜２００１年１１月
今井化学工業（株）日本語通訳
・２００３年４月〜２００７年３月
聖カタリナ大学 事務職員兼中国語講師
・２００７年４月〜２０１０年
現在聖カタリナ大学 非常勤中国語講師
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・愛媛の企業で中国に進出を望む企業に中国の法律・環境・通訳（交渉等）
のアドバイスが出来る。
・中国の環境や経済学を教えることができる。
◇活動理念
誠意と心を基に活動します。
◇研修履歴
・１９９４年６月〜８月
トヨタ自動車（株）本社のトヨタ生産方式、会社の運営・管理などの
研修
・１９９４年１２月〜１９９５年２月
トヨタ自動車（株）アジア部での販売研修
・１９９５年４月〜７月
トヨタ自動車（株）本社及びトヨタグループ会社での生産方式、会社
の運営・管理などの研修
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９１−８００１
松山市平田町７７−１ モリジェラートＢ棟２０２
電話：０８０−３１６１−５１１９
Ｅメール：zhangkelijp@yahoo.co.jp
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注

意

：講師依頼はサービスセンターに連絡してください。

愛媛職業能力開発サービスセンター
〒７９１−１１０１ 松山市久米窪田町４８７−２
電話：０８９−９９３−７３０１
担当：キャリア開発アドバイザー 武田 邦寛
Ｅメール：k-takeda@ehime-noukai.or.jp

●講師 NO−３１

徳丸

６５才

登（トクマル
愛媛信用金庫

ノボル）
経営コンサルタント（中小企業診断士）

■歴等
・松山大学短期大学部卒業
・リーベルマンウェルシュリー＆ＣＯＳＡ、東京商工会議所経営指導員
・（株）フジ
・現在愛媛信用金庫契約職員（月・火・水勤務）
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・経営診断・経営計画立案・販売計画立案・初級〜中級社員教育・店舗調
査
・３Ｓの調査と改善指導
・活動理念「善事即行・即時改善」
・マーケティング、商品開発、販売促進
・流通、サービス、物流
・経営･企業診断
・業務改善、小集団活動
・３Ｓ調査と指導
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９０−０８１３
松山市萱町４−３−４０
電話：０９０−６２８６−７５９５（携帯に連絡してください）
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●講師 NO−３２

豊田

健二（トヨタ

ケンジ）

６４才・一般社団法人日本ワークライフデザイン協会 会長
■歴等
・産能大学経営情報学部卒業
◇情報システム分野
・帝人グループ会社で３０年間システム全般（技術・開発・営業）の経験
有。
・人事・総務の管理の経験も有。
◇保有資格
・キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー
（社）日本産業カウンセラー協会認定
ジョブ・カード講習修了番号０８−３８−０２２２０１２
・日商ＰＣ検定１級（文書作成）及び（データ活用）
※全国初１級同時ダブル取得
※平成１９年度（データ活用）全国最優秀者受賞
・第２種衛生管理士
・第二種情報処理技術者 等
・秘書検定２級
・サービス接遇検定２級 等
◇加入団体
・（ＮＰＯ）キャリア・コンサルティング協議会会員
・（社）日本産業カウンセラー協会会員
・日本キャリアデザイン学会会員・職業能力評価（専門家）
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
◇キャリア・コンサルタント分野
・厚生労働省緊急人材育成事業 基金訓練の運営・講師・求職者支援など訓
練運営全般。
・企業人材育成の研修
・主にキャリア・コンサルタント向けの、実践的なキャリアコンサルティ
ング、ジョブ・カード作成の指導。
◇情報システム分野＜ＰＣ検定資格取得・指導＞
・日商ＰＣ検定１級〜３級資格合格対策、実践的・効果的指導。
・長年の IT 分野経験を活かしたビジネス実務に適した Word
Excel、PowerPoint の指導
・一般社団法人等の法人設立・事業運営の指導。
◇活動理念
・実務経験に基づく実践的な支援・指導および若年者育成をする。
☆キャリア・コンサルタント向けの実践講座を得意とする。
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☆ＰＣの企業に役立つ講座を得意とする。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９１−８０５６ 松山市別府町３７７番地４
電話：０９０−９５５０−８５５５ ＦＡＸ：０８９−９５２−６２９２

●講師ＮＯ−３３

中野

千代美（ナカノ

チヨミ）

（有）ナカノジョイントカンパニー

専務取締役・教育部門チーフ

■歴等
・平成 6 年 契約社員としてイヨテツケーターサービス株式会社
OA スクールにて、資格取得の講師の傍らスクール運営に携わる
・平成 7 年〜平成 11 年 フリーの OA インストラクターとして活動
情報化推進リーダー育成・スクールインストラクターの指導にあたる
愛媛県立松山高等技術専門校勤務（非常勤講師）
・平成 11 年 パソコンスクール 3D-Company を設立
スクール運営・講師の人材育成・研修企画運営・訓練実施管理に従事
・平成 15 年 （有）ナカノジョイントカンパニー設立（取締役就任）
スクール運営に従事する傍ら、社内、総務・人事（人材育成）に従事
職業訓練内にて、ヒューマンスキル講師、就職支援担当者として従事
◆主な実績
・愛媛県離職者職業訓練委託校
・独立行政法人雇用・能力開発機構愛媛センター 職業訓練委託校
・その他研修・行政・民間企業への講師派遣
・愛媛県職業能力開発協会 試験認定校
・平成 22 年 （株）ＴＴＳ（取締役就任）
特定派遣に関する事務処理、総務・人事に従事
■（有）ナカノジョイントカンパニー 講師専門分野
・能力開発･教育訓練
・コミュニケーション・ビジネスマナー
・Microsoft Office （Word・Excel・PowerPoint・Access）
・CAD（二次元 Cad・三次元 Cad）
・Web 系（ホームページ・デザイン）
・情報システム･情報管理
・簿記・販売士資格取得
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■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
（有）ナカノジョイントカンパニー スクール部門
〒７９１−３１２０
愛媛県伊予郡松前町大字筒井 445 番地 2
電話：０８９−９６０−３２３９

●講師 NO−３４

西田

仲男（ニシダ

ナカオ）
６４才

コーチ

プログレス６０

■歴等
・中小企業の製造業にて組立配線のスペシャリストとして活躍後マネージ
ャーとして「ＩＳＯ９００１」の品質管理責任者・工場責任者・電気主
任技術者・総務・人事・購買の責任者などを歴任する
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・中小企業の経営者・管理者を対象にコーチング＆ファシリテーションの
普及を図り、コミュニケーションの質・量を向上させることにより業績
の向上を支援する。
・経営者と社員の思いや考えを伝える翻訳者として中小企業の業績向上を
サポートする。
・能力開発･教育訓練
・コーチング＆ファシリテーション
・問題解決
◇２００８年６月に高松と愛媛の会員 5 名で、四国ファシリテーション研
究会を立ち上げ、第１回運営委員会を開催して、今後の運営方針やビジョ
ン・目的・目標を明確にして活動を開始する。
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （自宅）
〒７９１−８０４３
松山市東垣生町９５７−８
電話・ＦＡＸ：０８９−９７１−４０４３
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●講師 NO−３５

西野

三和（ニシノ

ミワ）
４１才

アトリエミューズ代表

■歴等
・平成４年 松山大学 卒業
・平成４年〜平成８年 東京の（東証一部）システム開発会社。
・大手都市銀行の証券部門のシステム開発・運営サポート
・平成８年〜平成１６年 愛媛の IT 企業にて、流通系システム、工場系シ
ステムの開発、上下水道設備 CAD システムのカスタマイズ
メンバーの育成・指導、プロジェクトリーダー、ユーザー教育等も担当
・平成１６年 アトリエミューズ設立
・平成１９年 四国初となる脳力開発トレーニングジム
「イプラスジム松山」のトレーナーも兼任
・平成２１年 小学生向けビジョントレーニングを実施する
「目の学校」設立に参画。
・平成２１年１０月 イプラスジム松山の代表に就任
・財団法人 生涯学習財団認定コーチ
・JBI（（株）日本脳力開発研究所）認定トレーナー、外部指導講師
・（株）脳力開発研究所 研究員
・メンタルウェルネストレーニング指導者１級
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・個人あるいは組織の持っている潜在能力・可能性引き出し目標達成を支
援します。
・個人の目標達成をサポートするパーソナルコーチング
・コミュニケーションに焦点を絞った組織力の強化（主に管理職が対象）
・脳そのものを鍛えて個々の能力を向上させる脳力開発トレーニング
・自分でできるメンタルウェルネス（ストレスケアうつ病対策等）の導入
・コーチング
・能力開発･教育訓練
・持ち前のきめ細やかさと大らかさで、クライアントが課題に対して｢なあ
んや、なんちゃないやんか｣と気づきを得られると定評。
・講師としては、一方的に｢教える｣といった従来の研修スタイルではなく
相手の気づき、学び、意欲を引き出す、｢参加者主体｣の研修を行う。
・コーチング技術を駆使して参加者とのコミュニケーションを深め、また
脳の仕組みを効果的に活かした研修の企画・運営を行う。
・幅広い層（小学生、中高生、会社員、管理職、経営者、シニアなど）と
接しているため、各世代の特徴を考慮した接し方が可能
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■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９０−０８２４
松山市御幸２−６−４５ グランセル松山３F
電話・ＦＡＸ：０８９−９２７−７２６９
Ｅメール：info@atelier-muse.com

●講師 NO−３６

東矢

憲二（ヒガシヤ
６１才

ケンジ）
四国ビジネスコンサルタント所長

■歴等
・昭和４６年 松山商科大学経営学科卒業
・昭和４７年 新日本電機（株）電子部品事業グループ事業支援部退社
・昭和４８年 放送出版（株）企画営業第三課退社
・昭和５８年 （協）松山卸商センター事務局退社
・昭和５８年 経営コンサルタント事務所開業
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・経営戦略・経営計画
・経営再建
・創業支援
・経営診断
・能力開発・教育訓練・人事制度の設計及び定着支援
・マーケティング
・商品開発、
■謝金（１時間） ３０，０００円
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９１−８０１３
松山市山越５丁目８−１７
電話：０８９−９２２−６８４４ ＦＡＸ：０８９−９２２−６８７２
ホームページ：http://blog.goo.ne.jp/ssbc0308
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●講師 NO−３７

彦坂

あづさ（ヒコサカ

アヅサ）
CL office 代表

■歴等
・ＪＰＳＡ日本プロスピーカー協会 認定ベーシックプロスピーカー
・ＪＰＳＡ日本プロスピーカー協会 東京本部 理事
・ＪＰＳＡ瀬戸内支部 副支部長
・ＪＩＣＡ産業カウンセラー
・四国シール（株） 代表取締役
・岡山キャリア教育支援塾 主席トレーナー
・日本ワークライフデザイン協会 理事
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・能力開発・人材育成、特に「人づくり」
「人間学」
「コーチング」
「カウン
セリング」等コミュニケーションスキル、リーダーシップ理論、選択理
論心理学を基調とし、人生理念、企業理念に基づいた目標達成スキル、
プライオリティマネジメントが得意
・経営者出身のキャリアを活かし、経験に裏打ちされたリードマネジメン
ト研修を行う
・業務改善、小集団活動
・キャリア・コンサルティング
・マーケティング、商品開発、販売促進
・人事･労務･総務･法務
・能力開発･教育訓練
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９９−０１２２
四国中央市金田町半田２５５−４
電話：０８９６−５８−３０７６ ＦＡＸ：０８９６−５８−４０２１
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●講師 NO−３８

廣瀬

一郎（ヒロセ
６１才

イチロウ）

サクセスブレーンズ（株）

代表取締役

■歴等
・サクセスブレーンズ（株）
◇所属している学会等
・愛媛県社会保険労務士会
・愛媛県行政書士会
・他 社団法人日本産業カウンセラー協会
・特定非営利活動法人日本交流分析協会
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・人的資源開発、個別・カウンセリング、職場のメンタルヘルス、リスニ
ング研修、職場におけるコミュニケーション、ハラスメントへの対応
・能力開発･教育訓練
・人事･労務･総務･法務
・キャリア・コンサルティング
◇活動理念
・
「人のやる気を育てて企業の生産性を高めることは、その個人を尊重する
ことから始まります。個人を活かし組織を活性化させることを活動理念
としてコンサルティング、カウンセリングを行っています。」
◇保有資格
・全国社会保険労務士会連合会 特定社会保険労務士
・日本行政書士会連合会 行政書士
・（社）日本産業カウンセラー協会 シニア産業カウンセラー
・特定非営利活動法人日本交流分析協会 交流分析士
・全日本能率連盟認定マスターマネジメントコンサルタント
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
サクセスブレーンズ（株）
〒７９０−００１２
松山市湊町八丁目１１１番地 愛建ビル３F
電 話：０８９−９２１−０８９０
ＦＡＸ：０８９−９２１−８４５５
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●講師 NO−３９

福本

由美（フクモト

ユミ）
４６才

■歴等
トヨタ自動車受付をはじめ、マスコミの会長・社長秘書業務などと兼務
して総務経理全般を約 11 年間経験。
加えて、営業関係の仕事を約 7 年間経験。
そして、現在就職支援の仕事や、セミナー・カウンセリングに従事。
実務経験から培ったセンスやスキルを、事例を通して、解りやすく熱意を
もって伝えている。
中でも、コミュニケーションの大切さをテーマにするセミナーが中心。人
は強い部分と、弱い部分とを持ち合わせているので、その両者にアプロー
チし、その人が持つ最大限の可能性の追求と、その人本来の“その人らし
さ”に気づき人生を楽しく豊かに、より上質に歩んでいただけるように誘
うスマイルプロデューサーとして活躍中。
携わった方々に“心の笑顔”を提供できること間違いなしです。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・コミュニケーション能力ＵＰ・構築
・ビジネスマナー
・パソコン
（ワード・エクセル・アクセス・パワーポイント・プレゼンテーション）
・チームビルディング
・行動パターンプロファイル
・モチベーションＵＰ・体感ワークなど。
◇保有資格
・ＮＬＰトレーナーアソシエイト（神経言語プログラミング）
・中学・高校教員免許（英語）
・産業カウンセラー
・キャリア・コンサルタント
・ＬＡＢプロファイルプラクティショナー（言葉による行動特性を探る）
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
〒７９０−００５４
松山市空港通２丁目２−３５
電話：０８０−５６６４−１１６３
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●講師 NO−４０

藤田

美穂（フジタ
３３才

ミホ）
（有）ミートハウスフジタ専務取締役

■歴等
・１９９９年

（株）カネボウフーズ システム課所属
（現在 （株）クラシェフーズ）
・２００１年 （有）ミートハウスフジタ
・２００２年 （有）ミートハウスフジタ 取締役就任
◇保有資格
・職業訓練指導員免許証 第４０８８号
・事務処理技能審査２級（厚生労働認定）
・愛媛県コンピュータサービス技能評価試験委員
・表計算技士２級 ワープロ技士２級 データベース技士２級
・オフィスドキュメント技士１級、ＰＣドライビング技士、情報セキュリ
ティ技士
・キャリアコンサルタント 西条市人材育成研究委員
・トレーディングゲーム民間講師（経済産業省認定プログラム）
◇主な講習
・官公庁、各種団体、各種企業
・西条市役所、西条市立小学校、愛媛県職業能力開発協会
・（株）西条産業情報支援センター、財団法人東予産業創造センター
・商工会議所、法人会、シルバー人材センター、農業改良普及センター
・日本マンパワー、（株）ルネサステクノロジー等
□パソコン講習
・Word，Excel，Acccss，PowerPoint，ホームページビルダー
PhotoShop 等
□キャリア講習
・（トレーディングゲーム（経済産業認定プログラム）、自己分析、ビジネ
スマナー、コミュニケーション能力、履歴書、職務経歴書の書き方、面
接対策講、ストレングスアプローチ、ヒューマンスキル、話し方、聞き
方、歩き方等）
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・講師では、頭にインプットするだけでなく、実践やグループを中心に行
い、心と体で感じ、自らの意志で考え行動するカリキュラムを心がけて
います。・受講生の姿勢・態度・言動の根源である意識へアプローチし社
会人として生きる力をつけてほしいと願っております。
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・小学生キャリア教育支援サイト
http://www.ashitane.net/ （パソコンインストラクターとして記載）
・能力開発･教育訓練
・キャリア・コンサルティング
・パソコン全般
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
（有）ミートハウスフジタ
〒７９３−００１０
西条市飯岡３１８８
電 話：０８９７−５６−６００３
ＦＡＸ：０８９７−５３−０８２２
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●講師 NO−４１

堀田

真奈（ホッタ

３９才

NPO 法人

マナ）
ワークライフ・コラボ

代表理事

■歴等
・松山大学卒業後、旅行代理店にて営業として約８年勤務
・女性が結婚して働き続けることの難しさを痛感、その経験から、
中小企業支援、従業員のキャリア形成を勉強し地元商工会議所にて経営
サポーター等経験
・社員研修や講演活動、就活相談などに力を入れ「人と企業のよりよい関
係創り」を理念として活動する。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・高校生就職ガイダンス登録講師
・ＩＳＯ９００１審査員補（コンサルティング）
・ワークライフバランスコンサルタント
・愛媛県職業能力開発協会主催 新入社員研修講師
・能力開発･教育訓練
・キャリア・コンサルティング
・個人の”結婚後のキャリア形成・働き方の変革”を支援し、企業の「経
営戦略となる両立支援やワークライフバランス」を提案している。
◇（公職）
・愛媛県次世代育成支援地域協議会委員
・松山市男女共同参画推進財団運営推進委員
・
「仕事と生活の調和（ワークライフバランス）に関する市民意識調査」等
分析委員
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （自宅）
電話：０９０−５２７３−１５１０ メールにて！hotta@worcolla.com
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●講師 NO−４２

松下

靖子（マツシタ

ヤスコ）
ポテンシャルパワー代表

■歴等
・１９８０年 徳島文理大学短期大学卒業
・１９８０年 百十四銀行入行、後方事務、窓口業務、中堅社員として
新人教育等を行う
・２００１年より個人事業主として活動
◇活動内容
・松山商工会議所の記帳指導員として個人事業所を対象とし手書き帳簿や
パソコン会計の指導を行っている。また会員向けに会計ソフトやホーム
ページ作成の講習を行う。
・雇用・能力開発機構えひめセンターで外部講師として簿記・パソコン全
般・ビジネスマナー・情報分野（C 言語基礎）の教育を行う。
・新人教育、Excel、Access のマクロ、VBA,企業会計などの企業研修を行
う。（愛媛県職業能力開発協会、農協共済、インフォコム他）
・東京リーガルマインド専任講師として教育訓練を行っている。
・各自治体でのパソコン講座を行っている。
◇保有資格
・ワープロ技士２級 表計算技士２級
・日商特記２級 ３級販売士 初級シスアド
・職業訓練指導員免許証 第４１８２号
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等・業務改善、小集団活動
・業務改善、小集団活動、
・情報システム･情報管理
・財務・会計
・筆記・経営分野から情報分野システム管理まで、幅広い知識と技術を生
かし、経営資源として、最も重要である人材育成に関しては自信をもっ
て指導を行っています。パソコン活用による事務の効率化・ビジネスマ
ナー・財務会計などの社員教育により社員の意識改革、行動改革を促し
ます。
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先・自宅）
ポテンシャルパワー
〒７９０−０８４５
松山市道後今市１０−１２
電話：０８０−６３９７−９７７０ ＦＡＸ：０８９−９２５−６０１５
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●講師 NO−４３

村松

つね（ムラマツ
５５才

ツネ）

特定非営利活動法人

こころ塾

代表理事

■歴等
・１９５５年生まれ。静岡県出身。
・東京学芸大学卒業後、横浜市立聾学校、養護学校教諭。
・夫の実家がある松山市に転居し、１９６６年から１１年間、独立行政法
人高齢障害者雇用支援機構 愛媛障害者職業センターでうつ病患者の職
場復帰支援などを担当。独立行政法人やこころ塾での、うつ病患者や家
族への支援経験から、企業の優秀な人材を失わない実践的メンタルヘル
ス対策やうつ病早期発見のポイントを多くの企業・団体・地域にて指導
しています。
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・地域の人たちのこころの健康保持・増進に取り組む特定非営利活動法人
です。
・うつ病についての正しい知識の普及・啓発のほか、うつ病予防の取組み
の促進、早期発見や早期治療のポイントの指導による企業の人材損失の
防止などの支援を行っています。また職場のストレスの上位である職場
の人間関係の改善やストレス対処法についての具体的な指導も行い、社
員の笑顔があふれる会社つくりの支援を行います。
・メンタルヘルス対策
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）こころ塾
〒７９０−０００４
松山市大街道３丁目２番地１６
電 話：０８９−９３１−０７０２
ＦＡＸ：０８９−９８９−０７２２
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●講師 NO−４４

森

美佐子（モリ

ミサコ）
（株）キャップ

■歴等
・１９９６年１１月
・２００７年
・２００８年

４月
２月

代表取締役

（株）キャップ（ダイキグループ）
社員教育インストラクター
同社、営業部社員教育課課長就任
同社、代表取締役就任

◇保有資格
・文部科学省後援 秘書技能検定１級
・文部科学省後援 サービス接遇実務検定１級
・文部科学省後援秘書技能検定・サービス接遇検定
準１級面接試験審査員
■専門分野のうち
・各種研修講師（接遇マナー、ビジネスマナー等）
・社内インストラクターの養成
・サービス業、小売業の現場クリニック、覆面調査及びＯＪＴ
・官公庁、企業の教育カリキュラム、及びマニュアル作成
・「秘書検定」「サービス接遇検定」合格講座
・接客サービス業や小売業、金融機関等における、１，０００回を超える
講師実績をもとに、覆面調査やＯＪＴ、ロールプレイングを数多く取り入
れた総合演習方式の研修をご提案させていただきます。
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
（株）キャップ
〒７９０−０９２１
松山市福音寺町５５−１
電 話：０８９−９９０−３０００
ＦＡＸ：０８９−９９０−３３００
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●講師 NO−４５

矢野上

学校法人愛媛学園

真澄（ヤノウエ

マスミ）４８才

愛媛コミュニケーションビジネス専門学校

事業部部長

■歴等
・１９８３年〜 松山市役所 人事課付秘書 （臨時職員）
・１９８５年〜 （株）フジ 総務課付本部受付（結婚退職）
・１９８７年〜 ブライダル・セレモニーの司会業開始
（現在まで２２年間１，０００組以上経験）
・１９９４年〜 愛媛 CATV（アナウンサー）愛媛新聞ニュース担当
・１９９７年
能力開発訓練研究所の企業教育担当講師契約
・１９９８年〜 南海放送ラジオ業務契約
・２００３年〜 学校法人 愛媛調理製菓専門学校非常勤講師就任
・２００５年〜 ビジネスサポート MC として事業開始
・２０１０年〜 学校法人 愛媛コミュニケーションビジネス専門学校
常勤講師 事業部部長
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・お客様のニーズが多様化している現代において最も重要なのはお客様一
人ひとりの価値観を受け入れ、サービス提供者が人としてどう対応する
かが今後更に大切になってくると考え「愛」「真心」を活
動理念にサービス提供者の心の成長に繋がる研修を心がけ熱意を持って
取り組んでおります。
・能力開発･教育訓練
☆ 愛を持って常に可能性を引き出していく人材育成
☆ 笑顔は国境を越える
・
「エレガント・フィニッシングマナー講座 メーク法を取り入れた女性の
為のマナー」
・
「会って見たくなる電話応対研修→発声訓練から笑顔トレーニングを取り
入れたロールプレイン中心の研修」
・「司会養成講座→即戦力となる人材育成」
・総合司会業
※結婚活動｢婚活」魅力アップ講座（外見力・コミュニケーション力・傾聴・
カウンセリング力のサポート）
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
学校法人愛媛学園 愛媛コミュニケーションビジネス専門学校
〒７９０−０８７８ 松山市勝山町１−５−２
電話：０８９−９１５−１２５５
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●講師 NO−４６

山口

章（ヤマグチ

アキラ）

４０才

櫻間社会保険労務士事務所所長

■歴等
・電機部品工場資材管理責任者
・ホテル営業統括責任者
◇保有資格
・社会保険労務士
・年金アドバイザー
・ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ）
・簿記３級
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・近年の労使トラブルの判例に対応した『経営戦略型就業規則』のコンサ
ルティングを得意としております。
・経営者・社員のお互いの『権利と義務』を明確にし、信頼のある企業組
織を作り上げていくお手伝いをさせて頂きます。
・経験・知識の豊富な高年齢社員を積極的に活用できるよう、年金・助成
金の制度を活用し、企業の大幅な人件費削減を可能にする『高年齢者最適
賃金』の制度構築も得意としております。
・コンピテンシーを利用し、社員の行動力を向上させ、企業の売上げアッ
プに繋げる社員教育セミナーを開催。
・人事･労務･総務･法務
・年金
・能力開発･教育訓練
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
櫻間社会保険労務士事務所
〒７９０−０８１１ 松山市本町６丁目４−６ チェリー本町ビル２Ｆ
電話・ＦＡＸ：０８９−９８９−０５０８
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●講師 NO−４７

山下さやか（ヤマシタ

サヤカ）
４０才

学校法人山本学園

■歴等
・平成５年松山大学人文学部社会学科卒業
・平成５年富士通オフィス機器（株） 広島営業所入社
・平成６年富士通オフィス機器（株）
（現在：富士通エフ・オー・エム（株）） 松山営業所配属
・平成２２年 学校法人 山本学園 進路指導室 入職（現在に至る）
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・お客様のニーズを形にできるＩＴ、ＯＡ教育サービスの提供。
・求職者向けのキャリア・コンサルティング業務では、心のこもった対応
をこころがけています。
・キャリア・コンサルティング
・能力開発･教育訓練
・ＩＴ教育（セキュリティ関係）
・マナー、コミュニケーシヨン能力等セミナー
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
学校法人 山本学園
〒７９０−０００１ 松山市一番町１丁目４−１
電 話：０８９−９３１−１４２０
ＦＡＸ：０８９−９３１−２０１５
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●講師 NO−４８

山本

５９才

敏夫（ヤマモト

トシオ）

（有）マネジメントコンサルタント山本

■歴等
・松山商科大学経済学部経済学科卒業
◇所属している学会等
・中小企業診断協会愛媛県支部

四国乳業（株）を経て現職

愛媛県高年齢者雇用開発協会

■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・財務管理 管理会計 企業経営 経営改善
・販売促進 ・マーケティング、商品開発
・経営･企業診断
・財務・会計、税務

経営計画

経営戦略

◇保有資格
・通産大臣登録中小企業診断士
・日商簿記検定２級
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
（有）マネジメントコンサルタント山本
〒７９１−０２０４ 東温市志津川９０５番地６
電 話：０８９−９９０−７２８０
ＦＡＸ：０８９−９６４−０５７７
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●講師 NO−４９

四田

素子（ヨツダ

モトコ）
４４才

（株）エンカレッジ

■歴等
◇学歴
・香川県立丸亀高校 卒業
・愛媛大学理学部数学科 卒業
◇職歴
●富士通オフィス機器（株）
（現：富士通エフ・オー・エム（株））
・ショールームでの接客対応
・富士通マイゼミナールの講師
・企業向けパソコン研修の講師
●学校法人山本学園 IT 研修センター 非常勤講師
・職業訓練のパソコン研修 講師
●（株）エンカレッジ 所属
・専門学校 講師
・職業訓練のパソコン研修 講師
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・能力開発･教育訓練
・パソコン研修（Word，Excel，PowerPoint，Access）
◇保有資格
・Microsoft Office Trainer
・Microsoft Certified Apprication Specialist
（Word，Excel，PowerPoint，Access）
・Excel VBA エキスパート Basic
■謝金（１時間）

応相談

■連絡先所在地 （勤務先）
（株）エンカレッジ
〒７９１−１１０１
松山市久米窪田町３３７−１ テクノプラザ愛媛２Ｆ
電 話：０８９−９７０−７００７
ＦＡＸ：０８９−９６０−１２０６
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講師

●講師 NO−５０ 渡邊 省三(ワタナベ

ショウゾウ)
６０才

渡邊社会保険労務士事務所所長

■歴等
・昭和４７年 愛媛大学法文学部法学科卒業
・昭和４７年 大王製紙（株） 入社
・昭和６１年 同洋紙営業本部印刷用紙部
・平成 １年
コンピュータ印刷（株） 常務取締役東京支店長（出向）
・平成 ３年
（株）美幸堂
代表取締役社長（出向）
・平成 ７年
大王紙運輸（株）
代表取締役専務（出向）
・平成１０年 新工場 業務部
・平成１０年 三島工場 生産管理部
・平成１１年 四国営業 産業用紙部
・平成１２年 一身上の都合により大王製紙（株）退職
・平成１６年 渡邊社会保険労務士事務所を開業
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
・能力開発･教育訓練
・マーケティング、商品開発、販売促進
・キャリア・コンサルティング
・社会保険・労働保険事務手続 給与計算
・YES プログラム ビジネスマナー キャリア開発 就職支援
■謝金（１時間） 応相談
■連絡先所在地 （勤務先）
渡邊社会保険労務士事務所
〒７９９−１１０６
西条市小松町大頭甲３７番地２
電 話：０８９８−７２−３５０２
ＦＡＸ：０８９８−７２−４６９８
携帯電話：０９０−４５０２−７１６１
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●講師 NO−５１

渡邊 由加里(ワタナベ

ユカリ)
４７才

えひめスタジオ

代表

■歴等
・１９９２年〜 交通事故で内臓破裂、大腿骨骨折等で身体不自由に
・２００５年〜 美的エクササイズ「えひめスタジオ」設立
＜身体を治したいが為に、自分の体で実践治療しスタジオ設立＞
・２００８年〜 全国障害者技能競技大会金賞(第１位) フラワーアレンジメント
・２０１１年〜 国際アビリンピック敢闘賞(第４位) フラワーアレンジメント
◇保有資格等
・整体師
・リンパマッサージ師
・エステシャン
・フィトネス教師
・フラワーアレンジメント厚生労働大臣賞
■専門分野のうちの得意領域・活動理念等
◇得意領域 … リハビリトレーニング・講演
・現在、市町村の運動会の準備運動、幼稚園で有酸素運動の指導、倫理法人
会の４０分講演、ライオンズ議会前の１５分スピーチ等。自分の体験を通
じながら、楽しく笑いがたえないトレーニングや講演を行っています。
◇活動理念等
・「継続は力なり〜夢は叶うもので、必ず叶えられるもの」
鍛えぬいた体は美しく、太りにくい体を作ってくれます。女は強い！
でも、体は弱いもの。だから鍛えるのです。
・身体の不自由な方は今以上に悪くならないようにをモットーに、各年齢、
性別、職種に適したプログラムをご案内いたします。
■謝金（１時間）￥１０，０００
■連絡先所在地 （勤務先）
えひめスタジオ （アメリカ・エアロビクス＆フィットネス協会）
〒７９４−０８２３
今治市郷本町１−３−４０
電話：０８９８−３２−３２３８ ＦＡＸ：０８９８−３２−３２３８
携帯：０９０−１００２−２３５７
ホームページ：http://x86.peps.jp/yukarimama
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