
第１回 ビジネス支援図書館セミナー 

 

【キックオフ タイムスケジュール】 

１３：３０ 熊本県立図書館館長 挨拶 （５分） 

１３：３５ 模擬レファレンス（竹内教授、司書 平さん）（３０分） 

１４：０５ 株式会社マルコム 代表取締役 原田 学 氏 講演（３０分） 

１４：３５ 株式会社ビッグバイオ 取締役 阪本忠幸 氏 講演（３０分） 

１５：０５ 質疑応答（１０分） 

１５：１５ 日本政策金融公庫 桶土井さん 講演（１０分）  

１５：２５ 共育ネットワーク 代表 岩永 圭一 挨拶（５分） 

１５：３０ 交流会（６０分） 

 
第２回セミナー 

 
⎯⎯ 熊本県立図書館 ビジネス支援セミナーのお知らせ ⎯⎯ 

 

ビジネス支援セミナー（起業家による起業家のためのセミナー） 第１回 

は１００名を超す参加者の皆様にお越しいただきおかげさまで大盛況とな 

りました。皆様ありがとうございました。 

さて、「ビジネス支援セミナー」第２回目は、講師に居酒屋甲子園の全国 

大会で優勝した三瀬氏と、若くしてIT起業された渡邉氏の２名にお越しい 

ただきます。 

お二人の活気あふれるお話を是非ともお聞きください。 

 

起業される方、起業に興味のあるビジネスマンを対象に、起業（創業）に 

役立つ図書館司書のレファレンス（情報収集の支援）や講師のお二人の起 

業体験談などの情報を発信します。 

交流会は、講師のお二人や中小企業診断士の方、金融機関の方、若手起業 

家の方々と交流することで起業に関する情報収集、経営的知識や専門知識 

の習得、意見交流の場としてご活用していただければ幸いです。 

 

          記 

１ 期 日 ： 平成２１年５月２４日（日曜日）午後１時３０分から午後４時 

３０分まで 

２ 場 所 ： 熊本県立図書館２階 会議室 

 （住所）熊本市出水２丁目５-１ 



       （電話）０９６-３８４-５０００（代） 

３ 主 催：県立図書館、共育ネットワーク 

４ 後 援：日本政策金融公庫熊本支店（こくきん創業支援センター熊本） 

      地域診断士研究会 

５ セミナーの内容 

  （１）図書館のレファレンスサービス紹介・事例発表 （３０分）１３：３０⎯ 

  （２）先輩起業家による創業体験談 （８０分）１４：００⎯ 

 

  ○有限会社フロンティア・ビジョン・システムズ 渡邉 直登 氏 

 「起業前と起業後のリアルな話」 

会社URL  http://www.fvs-net.co.jp/ 

 

  ○食彩浪漫 HERO海 代表 三瀬 広海 氏 

 「日本一の居酒屋を目指して 〜居酒屋甲子園〜」 

店舗URL  http://www.hero-umi.com/ 

 

  （３）こくきん創業支援センター熊本の制度資金説明 （１０分）１５：２０⎯ 

  （４）交流会（情報・意見交換） （６０分）１５：３０⎯ 

６ 参加定員：３０名（先着受付順） 

７ 参加条件：熊本県内在住の方 

８ 参加費：(1)セミナー／交流会ともに参加無料 

 

第３回セミナー 

⎯⎯ 熊本県立図書館 ビジネス支援図書館セミナーのお知らせ ⎯⎯ 

 

第３回ビジネス支援図書館セミナー「成功起業家による起業体験談 ＆ 交流会」無料 

 

 「人の心を桃色に。～ 私が大切にしてきたこと ～」 

                株式会社 桃 代表取締役 浜島玲惠 氏 

 

２００２年４月に会社を設立して以来「人の心を桃色にする仕事に励みます！」 

をモットーに、放送番組、各種イベントの企画制作、タレントの育成・派遣、ブライ 

ダル関連の派遣業務などに取り組んでいます。好奇心旺盛なので、ワクワクする出会 

いに導かれるがまま、様々な仕事にチャレンジしてきました。自慢できる特技はあり 

ませんが「人と人を繋ぐスペシャリスト」を目指しています。歴史と文化に興味があ 

り、本はよく読みます。熊本県文化懇話会会員で、熊本県観光審議会委員、熊本県Ｎ 

http://www.fvs-net.co.jp/
http://www.hero-umi.com/


ＰＯ協働提案事業選定委員、「みずあかり」実行委員会事務局等も務めています。 

 

現在、東京、福岡にも拠点をもち幅広く活躍されております。 

 

【ビジネス支援図書館セミナーとは】 

起業したい方、起業して間もない方、起業に興味のあるビジネスマンを対象 

に、起業（創業）に役立つビジネスレファレンス（情報収集の支援）や成功 

起業家の起業体験談などの情報を発信します。 

交流会は、講師や中小企業診断士の方、金融機関の方、若手起業家の方々と 

交流することで起業に関する情報収集、経営的知識や専門知識の習得、意見 

交流の場としてご活用していただければ幸いです。 

 

          記 

１ 期 日 ：平成２１年６月２８日（日曜日） 

       １３：３０～１６：３０ 

 

２ 場 所：熊本県立図書館２階 会議室 

 

３ 主 催：県立図書館、共育ネットワーク 

４ 後 援：日本政策金融公庫熊本支店（こくきん創業支援センター熊本） 

      地域診断士研究会 

 

５ セミナーの内容 

  （１）図書館のレファレンスサービス紹介・事例発表 （２０分）１３：４０～ 

  （２）先輩起業家による創業体験談 （５０分）１４：００～ 

 

  ○株式会社 桃 浜島玲惠 氏 

 「人の心を桃色に。～ 私が大切にしてきたこと ～」 

 

 私が最終的に会社設立を決意したのは、恩師の急逝がきっかけでした。与えられ、 

受け取ったものを、次の世代へ伝えていくことが自分の役割のように感じたからです。 

「会社を作るということは、社会に貢献していくということ。その軸がぶれたら意味 

がない！」。尊敬する経営者の方から教えていただいた言葉ですが、仕事のスキル以 

上に大切なことは“自分に出来ることで、どう社会と関わっていくか”だと考えていま 

す。 

決して順風満帆ではなく、さまざまな壁にもぶつかりましたが、私なりの起業体験談 



をお話させていただきます。 

 

  （３）こくきん創業支援センター熊本の制度資金説明 （３０分）１５：００～ 

  （４）交流会（情報・意見交換） （６０分）１５：３０～ 

６ 参加定員：３０名（先着受付順） 

７ 参加条件：熊本県内在住の方 

８ 参加費：(1)セミナー／交流会ともに参加無料 

 

 

セミナー詳細は以下URLをご覧ください。 

http://www.library.pref.kumamoto.jp/onchikan/h21bussiness-syusei.pdf 

 

 

参加申し込み、問い合わせ先 

熊本県立図書館 

住所    熊本市出水２丁目５-１ 

電話番号 （０９６−３８４−５０００）（代） 

ファックス（０９６−３８５−４２１４） 

メール（toshokan@pref.kumamoto.lg.jp） 

 

上記のいずれかでお申し込みください。 

 

以下、申し込みの必要事項です。 

お名前： 

会社名： 

ご住所： 

TEL： 

メールアドレス： 

交流会：□参加 □不参加 

 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

第４回セミナー 

⎯⎯ 熊本県立図書館 ビジネス支援図書館セミナーのお知らせ ⎯⎯ 

 

第４回ビジネス支援図書館セミナー「成功起業家による起業体験談 ＆ 交流会」無料 

http://www.library.pref.kumamoto.jp/onchikan/h21bussiness-syusei.pdf
mailto:toshokan@pref.kumamoto.lg.jp


 

 「ビジネス仕組みづくり ～苦境からの脱出～」 

株式会社 ゼスト 代表取締役 吉木 秀一 氏 

 

以前の私は、不況の中「名ナシ金ナシ実績ナシ」で独立するも自分が目指す方向性が見つからず

思い悩んでいました。住宅新築工事がダメなら店舗工事、店舗がダメならリフォーム工事と食べ

て行く為に目先の仕事をこなし負け犬のように自分が生きて行ける場所を探していたのです。そ

の苦境の中、私を助けてくれたのが専門に特化した隙間（ニッチ）つまり、創り方、売り方、伝え方

というマーケティングの手法でした。今回この仕組みがどれだけ役だったか、また様々な事に挑戦

し実践で培ったビジネスのコツみたいなもの話させてもらい業種は違えども皆様の参考にして役

立ててもらえればと思っています。 

 

「生産・加工・販売の融合経営で中山間農業の再生を目指す」 

株式会社 パストラル 代表取締役 市原 幸夫 氏 

 

私の事業の原点には、18 年間の地域づくり活動で培われてきた地域への強い想いがあります。

私の事業の成否は「地域づくり」という根っ子と幹に「ビジネス」という枝葉をどこまで豊かに茂らせ

ていくかにかかっています。 

 農業が基幹産業である山鹿では、農業を起点とした新たな地場産業の創出を目指します。 

 

【ビジネス支援図書館セミナーとは】 

起業したい方、起業して間もない方、起業に興味のあるビジネスマンを対象に、起業（創業）に役

立つビジネスレファレンス（情報収集の支援）や成功起業家の起業体験談などの情報を発信しま

す。 

交流会は、講師や中小企業診断士の方、金融機関の方、若手起業家の方々と交流することで起

業に関する情報収集、経営的知識や専門知識の習得、意見交流の場としてご活用していただけ

れば幸いです。 

 

          記 

１ 期 日 ：平成２１年７月２６日（日曜日） 

       １３：３０～１６：３０ 

 

２ 場 所：熊本県立図書館２階 会議室 



 

３ 主 催：県立図書館、共育ネットワーク 

４ 後 援：日本政策金融公庫熊本支店（こくきん創業支援センター熊本） 

      地域診断士研究会 

 

５ セミナーの内容 

  （１）図書館のレファレンスサービス紹介・事例発表 （２０分）１３：４０～ 

  （２）先輩起業家による創業体験談 （４５分）１４：００～ 

   ○株式会社 ゼスト 吉木秀一 氏 

  「ビジネス仕組みづくり ～苦境からの脱出～」 

  （３）休憩 （５分）１４：４５～ 

  （２）先輩起業家による創業体験談 （４０分）１４：５０～ 

    ○株式会社 パストラル 市原幸夫 氏 

  「生産・加工・販売の融合経営で中山間農業の再生を目指す」 

 

  （４）交流会（情報・意見交換） （６０分）１５：３０～ 

６ 参加定員：３０名（先着受付順） 

７ 参加条件：熊本県内在住の方 

８ 参加費：(1)セミナー／交流会ともに参加無料 

 

 

セミナー詳細は以下URLをご覧ください。 

http://www.library.pref.kumamoto.jp/onchikan/h21bussiness-syusei.pdf 

 

 

参加申し込み、問い合わせ先 

熊本県立図書館 

住所    熊本市出水２丁目５-１ 

電話番号 （０９６−３８４−５０００）（代） 

ファックス（０９６−３８５−４２１４） 

メール（toshokan@pref.kumamoto.lg.jp） 

 

上記のいずれかでお申し込みください。 

 

以下、申し込みの必要事項です。 

お名前： 

http://www.library.pref.kumamoto.jp/onchikan/h21bussiness-syusei.pdf
mailto:toshokan@pref.kumamoto.lg.jp


会社名： 

ご住所： 

TEL： 

メールアドレス： 

交流会：□参加 □不参加 

 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 


