
北海道フロンティアカレッジとは  

北海道フロンティアカレッジ第17期受講生募集

NPO法人北海道活性化センターTacticsは、
北海道の活性化を目的とし、2004年に
設立され、北海道フロンティアカレッジ、
Tacticsセミナー、倫理委員会などの活
動を続けております。 
中でも北海道フロンティアカレッジは、
経営者の養成を目的に活動を続け、多くの
人材を輩出し、現在17期を迎えています。
北海道に眠る潜在的な力や可能性を引き
出し、豊かで幸せ溢れた大地を実現する
リーダーの出現が必要とされています。 

2004年から、リーダー養成の分野で活
躍されている小田全宏氏を塾頭に迎え、
1年間のカリキュラムによる塾を開塾し
ています。講義、サクセスマラソン各種
セミナーを通じて、塾生1人1人の心の中に
フロンティア・スピリットを復活させ、
北海道をさらに活力のある希望の大地
へと変貌させるためのリーダーを育成
する活動を行っています。 

現在、卒塾生は経営者及び経営者を目
指す方々440名を超え、それぞれが 

リーダーとして活動を続けています。
北海道フロンティアカレッジの中に、
観光研究部会・環境エネルギー研究部
会・農業水産研究部会・少子高齢化研
究部会・レクリエーション部会を設け、
北海道の活性化を目的にセミナー、
研修旅行等の活動を行っております。 

HOKKAIDO FRONTIER 
COLLEGE 2021
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北海道フロンティアカレッジ2021〔第17期〕
新しい時代への飛躍を 

北海道フロンティアカレッジが誕生して18年が経ちました。 

その間、440名を超す方々が卒業され各界でご活躍されています。 

北海道フロンティアカレッジは、単なる座学の場ではなく、 
学んだことを実際の仕事や社会で大いに実践する、 
生きた学びのフィールドなのです。 

現在は、新型コロナウイルス感染症はもとより、 
AIの進展、SDGsの世界的課題への取り組み、 
大国の対立等、世界は激変しています。 

その中で、私たちは、意識の大変革が求められています。 
この北海道フロンティアカレッジで、 
リーダーとしての自分の可能性を開き、志を固め、 
夢を実現していくための実践的考え方を、 
楽しく追求していきたいと存じます。 

同時に、生涯の友を作っていただけたら幸いに存じます。 

一期一会の学びの機会に、是非ご参加を心からお待ちしております。 

小田  全宏  塾頭 
ZENKO ODA 

株式会社ルネッサンス・ユニバーシティ 

代表取締役 
NPO法人日本政策フロンティア 理事長 
認定NPO法人富士山世界遺産国民会議 

運営委員長 
一般社団法人ジャパン・スピリット協会 

代表理事 
真言宗弘法寺 管長

1958年、彦根市生まれ。東京大学法学部を卒業後、（財）松下政経塾に入塾。松下幸之助翁指導のもと、一貫して人間
教育を研究。1991年、株式会社ルネッサンス・ユニバーシティを設立。多くの企業で「陽転思考」を中心とした講演と
人材教育実践活動を行い好評を博す。1996年には、リンカーン・フォーラムを設立し、全国で立候補者による＜公開
討論会＞を実現させる。また、京セラの稲盛和夫名誉会長を最高顧問に迎え、NPO法人「日本政策フロンティア」を
設立し、理事長を務めるかたわら、認定NPO法人「富士山世界遺産国民会議｣運営委員長として世界遺産登録の実績を
残す。2004年より始めた「アクティブ・ブレインセミナー」は全国で好評開催中。2007年3月にはサントリーホールに
てフルートリサイタルを開催。その後作曲も手がけ、2011年2月、サントリーホール大ホールにて、自作の交響組曲
「大和」をオーケストラの演奏で指揮をする。 

吉木    敬 
TAKASHI  YOSHIKI 

NPO法人北海道活性化センターTactics 
副代表理事 
北海道フロンティアカレッジ 第3期生 

北海道大学医学部 名誉教授 

一般社団法人北海道健康医療フロンティア理事長 

今、国際的にも国内的にも北海道の 
豊かさが見直されています。これか 
らの北海道の発展に北海道の豊かな 
大地、海、空からの恵みをどのよう 
に巧みに活用するかが問われている 
のです。北海道発の、フロンティア 
カレッジの大きなうねりを興したい。 
さらなる新しい人材がフロンティア 
カレッジに参加することを期待します。 



　人類は今、海辺に立ち、沖合に波立っている、史上空前の巨大な波を目撃しています。コロナウイルスの渦は既に
1年以上にわたり、足元に押し寄せています。 

　2018年9月、北海道は台風21号と胆振東部地震に襲われ、全電源喪失を経験しました。気候変動は全世界に及んで
います。毎年大型台風が襲い、各地で堤防決壊、洪水、土砂崩れなどによる被害が発生し、オーストラリアでは、山
林火災によって韓国の国土面積相当の森林が焼失し、南極では、観測史上最高の20.75度を記録しています。 

　スウェーデンの17歳の少女、グレタさんは、「二酸化炭素の排出量を10年で半分に減らしたとしても、地球の平
均気温の上昇を1.5度以下に抑える可能性は50％しかありません。」と地球環境の危機を訴えています。日本はダボ
ス会議で、最も不名誉な「化石賞」を受け、世界の非難の的になっています。日本政府も2050年までにCO2排出ゼ
ロを宣言せざるをえなくなっています。 
　今、私たちが経験しているウイルス、地球の温暖化現象等は、人類の生存をも脅かしかねない深刻な事態が現実化
するサインであり、もはや手をこまねいているわけにはいかない段階に至っています。 
　他方で、世界はAI革命によって、遠くない将来、現在の仕事のうち50％以上が消滅すると予測されており、既に事
務労働をはじめとして、仕事と雇用の消滅がはじまっています。 
　AIが飛躍的に進歩する時代に生きている私たちは、AIが世界を変える歴史的瞬間の最初の目撃者になるのかもしれ
ません。（井上 智洋「純粋機械化経済」） 

　ウイルスの拡散、地球温暖化を止めることも、AI革命によって、「消滅する仕事の先の仕事」を創造することも、
今を生きる我々の、避けられない責任と言えます。 

　この困難な問いを解くためには、我々が学んだ（1＋1＝2）の数式では、この問いを解くことはできません。「0

から1」、「無から有」を生み出す、今までになかった創造力が必要です。そのためには、新たな創造の芽を育てな
ければなりません。 

　これからは、記憶した知識の量ではなく、知識を新たな視点で再編集・再構成する力が必要であり、そのためには、
自己を何度となく徹底的に作り直す力、変化のストレスに耐える精神力、そして変化を受け容れる情緒的なバランス
と精神的柔軟性が必要だと言われています。（ユヴァル・ノア・ハラリ「21Lessons」） 

　17期目を迎える北海道フロンティアカレッジは、時代を変革する創造力の芽を育てることに重点を置いたカリキュ
ラムを組み、「絶えず学習して自己改造する行動力に溢れたリーダー養成」を目標にいたします。 

村松  弘康 
HIROYASU 
MURAMATSU 

NPO法人北海道活性化センターTactics 
代表理事 
北海道フロンティアカレッジ 第1期生 

村松法律事務所 所長 弁護士

嶋宮　勤 
TSUTOMU SHIMAMIYA  

NPO法人北海道活性化センターTactics 
副代表理事 

北海道フロンティアカレッジ 第1期生 

株式会社すし善 代表取締役 

平成20年「現代の名工」受賞 

平成23年「黄綬褒章」受賞 

平成28年「北海道功労章」受賞   

北海道フロンティアカレッジの卒塾 
生は、現在440名を超え、若い仲間 

に教えられることや感動すること
がたくさんあります。入塾したこと
により多くの優秀な人たちとご縁を
持つことができ、本当に感謝してい
ます。今年もすばらしい出会いを期
待しています。 

0から1を 

生み出す創造力



研修内容 
定員 
10名程度 

開塾式 
2021年7月31日（土） 
10:00 

卒塾式 
2022年6月18日（土） 
16:00 

小田全宏・塾頭講義［全6回］ 

第1回　2021年7月31日（土） 

第2回　2021年10月9日（土） 

第3回　2021年12月4日（土） 

第4回　2022年2月5日（土）  

第5回　2022年4月16日（土） 

第6回　2022年6月18日（土） 

講義時間10:00 ～16:00 

セミナー・各研究部会活動 

Tacticsセミナー、 

各部会セミナー、 

観光研究部会、 

環境エネルギー研究部会、 

農業水産研究部会、 

少子高齢化研究部会、 
レクリエーション部会 

お申し込みは、メールまたはＦＡＸで。 
メール  hokkaido.tac@muramatsu-law-office.jp 
必要事項を送信してください。 

申込日　2021年　　　月　　　日 

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

推薦者（推薦で参加の場合） 

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職 

会社住所　〒 

ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　　　　　　　　　　携帯 

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　歳 

FAX  011-281-0886 
この用紙を送信してください。

◎会場／FRAUDA（フラウダ） 
札幌市中央区北2条西9丁目インファス2F 
＊第1回講義（7月31日）のみ 

◎受講費用／15万円 
お申し込みから10日以内に 
下記口座へお振り込みください。 
北洋銀行 札幌西支店［普通］4301247 
北海道フロンティアカレッジ  代表 村松 弘康 

◎受講資格／ 
経営者および経営者を目指す方などで、 
幹事会が承認する方。 

◎申込締切／6月30日 
お申し込みはお早めに。 

研修中の撮影、録音はお断りいたします。 

ＮＰＯ法人 
北海道活性化センターTactics 

〒060−0002 

札幌市中央区北2条西9丁目インファス内 

TEL   011-281-0757 
FAX  011-281-0886 
URL  http://www.tactics.jp 

駐車場はございませんので、 
公共交通機関もしくは 
お近くの有料駐車場をご利用ください。 地下鉄東西線 西11丁目駅下車 徒歩5分 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、小田全宏・塾頭第1回講義以外は、全てオンライン（オンデマンド）
（Zoom）による方法により講義を開催する予定です。 

17期塾生は、Tacticsビジネスセミナー ［全7回］を無料で聴講することができます。 

Tacticsビジネスセミナーの内容は、講義・研究討論会 各1時間です。詳細については別紙を参照してください。 

mailto:hokkaido.tac@muramatsu-law-office.jp
http://www.tactics.jp
mailto:hokkaido.tac@muramatsu-law-office.jp
http://www.tactics.jp


卒塾生の声 
北海道フロンティアカレッジ卒塾生の声です。 
皆様の入塾をお待ちしております。

髙橋 満治（1期生） 
株式会社ネイビーズ・クリエイション  
代表取締役 

地域に役立つことを教えて頂き、志ある先輩経営
者から多くを学んでいます。 

石原 一平（16期生） 
丸水札幌中央水産株式会社  
管理本部 経営企画部 人事部 チーフ 

今までの社会人としての固定概念を取り払って、
行動力と組織力を実践をもって体感し身につける
ことができました。1番すごいのは、それを自らの
会社で発揮できるようになった事です。 

牧野 准子（16期生） 
ユニバーサルデザイン 有限会社環工房  
代表取締役 

今経営の目標設定や意識が明確になり、コロナ禍にも負
けない精神も学びました。全てが楽しく貴重な財産です。 

加賀 謙二（2期生） 
有限会社大地リース 
代表取締役 

北海道フロンティアカレッジで人生観や考え方が大
きく変わり、人間としても、経営者としても考え方
や視点をポジティブに替えることが出来ました。私
は、当初経営者としては8人程の規模で3500万もの
不渡りに合い、倒産の危機を何とか免れ人を信用で
きないくらいに打ちのめされていた時期でしたが、
北海道フロンティアカレッジに入会してからは物事
のとらえ方が変わり、現在50人規模の会社に成長
することができました。お客様に感謝し、従業員に
感謝し、みんなで北海道の発展に寄与出来るように
これからも頑張ってまいります。ぜひ皆様も自己成
長を図れる場に北海道フロンティアカレッジへ。

神部 寿郎（12期生） 
有限会社ソーシャルワーク 
代表取締役 

私は12期生ですが、サクセスマラソンでドロップアウ
トし、16期で再トライしました。この過程で3つの事
を学びました。①人は何時からどこからでも「枠」
を破ることができる。②志を持った一生の友を得ること
ができる。③小田全宏という師を得ることができる。 

輪倉 雄人（13期生） 
エイジス北海道株式会社 
アシスタントマネージャー 

北海道のために何かをする大変貴重な機会となり
ました！たくさんの新しい出会いもあり、一年間
本当に楽しかったです！

星澤 雅也（10期生） 
星澤フードサービス ほしざわや 
代表 

本業から離れ、仲間と大きな課題に挑戦する事で、喜び
とその成功までのプロセスを経験する事が出来ました！
私にとって自分の想像力の幅を大きくしてくれる塾でした。 

吉木 咲枝（11期生） 
アトリエテッラ株式会社  
代表取締役会長 

最初は各分野でご活躍の組織の方々との交流の場。
次にテーマに向かい、チームの結束力を高めていく事
にただ集中。ワクワクを体感出来、達成感を味わえ
る場と成熟していく。一人では成し遂げられない事、
「志」が情熱となり風景になる。個人の感想です。 

大嶋 孝彦（13期生） 
丸水札幌中央水産株式会社 
上席執行役員 

様々な人生観、様々な業種、色々な方との出会いや
気づきの場です。私の人生を豊かにしてくれました。 

和泉 大助（15期生） 
株式会社グランビスタホテル＆リゾート 
札幌パークホテル 
セールスマネージャー 

卒塾後も、同期生と集まる機会もあり、一生の仲
間との出会いの場になります。 
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佐藤 友昭（1期生） 
税理士法人FULL SUPPORT 
代表社員 税理士 

北海道を良くしよう、北海道で何かしよう、北海道か
ら何かしよう、という意気込みを持った人の集まり！ 

近藤 聡（16期生） 
新和建設株式会社 
常務取締役 

新たな自分に出会い、仲間に出会い、この出会いが大き
な力となり自信となり自分を成長させることが出来た。

神宮 務（9期生） 
株式会社グランビスタホテル＆リゾート 
銀座グランドホテル 
総支配人 

素晴らしい講師、リーダー、仲間に出会える他には
ない貴重な学びと自己成長の場です。しかも楽しい！ 



山田 宏之（7期生） 
HIRホールディングス株式会社 
取締役 総務部長 

様々なバックボーンをお持ちの方々と濃密な1年
を体験出来ます。又塾生OB同士の縦の連携は非常
にユニークであり、有形無形の財産になる事は間
違いないと思います。コロナウィルス禍による閉
塞感を打破するにも打って付けだと思います。

小倉 巧（10期生） 
デザインオフィス タクミックス 
代表 

小田全宏先生の講義で、自分では気付けなかった
物事の見方や捉え方を学ぶことができました。

前田 廣行（5期生） 
株式会社グランビスタホテル＆リゾート 
運営管理本部長 

「仲間と一緒に何かを成し遂げる」ことの重要さ
を体現できる”人間形成塾”だったと思います。
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坂 俊英（8期生） 
医療法人社団北腎会 坂泌尿器科病院 
事務部長 

業種や年齢を超え、新たな未来を共に切り開く仲
間たちと出会えた素晴らしい時間でした!

伊勢 佳子（12期生） 
株式会社ヤング･ライン 
アシスタントマネージャー 

入塾後、仲間の名前を順番に暗唱していく課題が、
印象深いです。また、人生での2度目になる学べる
場は、より自ら課題を探すヒントになったと思います。

中村 大樹（14期生） 
株式会社コアパートナー  
代表取締役 

固定概念を排除することができ、日々の自己研鑽の必要性
と独立・起業を行い活躍したいと強く感じる塾でした。

佐藤 裕雄（16期生） 
電脳株式会社 
総務人事部・経理部 部長 

北海道フロンティアカレッジが終わっても、付き
合いを続けたいと思える仲間と出会える塾！ 

柳川 英樹（3期生） 
柳川会計事務所 
所長 税理士 

経営塾というより人間塾です。信頼できる経営者
仲間と知り合いになれると思います。

前田 康仁（1期生） 
キタイチホールディングス株式会社 
代表取締役 

メンバーとの交流が今でも続いており、互いに相談した
り、アドバイスし合える関係を築けたことが素晴らしい。

井上 奈穂子（3期生） 
井上税務会計事務所 
所長 税理士 

人間力を学ぶ経営者の方々との素晴らしい出逢い
があり、10数年経った今、財産となっています。

三枝 正樹（8期生） 
株式会社サエグサ薬品 
代表取締役 

北海道の魅力と可能性を世界に発信することを目
指す企業経営者が共に学ぶ塾。

竹内 準（8期生） 
北央コンサルティングサービス株式会社 
代表取締役 

私がいた8期は、とても団結力があり、緊張感もあっ
て楽しかったです。小田先生の講義は、とても興味
深く、サクセスマラソンが特に印象に残っています。

小野 龍臣（11期生） 
学校法人札幌大蔵学園 
理事長 

私の年齢では、久しぶりに異業種の老若男女と活動し
酒を酌み交わし、卒塾後も出会いと交流がある塾です！

柳内 一宏（16期生） 
株式会社ライフドリーム 
取締役 経営企画推進室 所長 

様々な業種の経営者様達と共に、それぞれの実体
験を元にチームで課題解決を相談する事が出来ま
した。講義では、陽転思考を中心とした物事に対
する考え方を改めて整理する事が出来ました。卒
業した今でも同期生と連絡を取り合いビジネスに
も繋がっております。

三浦 卓也（16期生） 
株式会社フェリシモ 
FBIPプロジェクトオペレーションリーダー部長 
株式会社hope for 
取締役 

北海道内外各地から、世代も地域も職種も異なる
仲間が集まり、ともに学ぶ中で仲間になっていく
他にはない学びの場でした。

吉田 仁太郎（9期生） 
株式会社JEROP 
代表取締役社長 兼 CEO 

年齢や性別は関係無く共通の価値観を持った仲間に
出会えた場所でした。 

国分 裕正（4期生） 
街制作室株式会社 
代表取締役 

新しい出会いがある塾でした。 
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有田税理士事務所  
所長 税理士 

小田全宏先生の講義がとにかく素晴らしいです。
陽転思考を取り入れて自分の考え方が根本的に変
わりました。色々な業種の人と知り合えて、一生
の仲間を作ることができました。

奈良岡 逸人（16期生） 
株式会社ANTHEBLISS 
代表取締役 

北海道の色々な業種の経営者やリーダー達が集まり、
各々がスキルアップする為にとても良い塾でした。

矢ノ目 俊之（6期生） 
東川町役場 
写真の町課 課長 

僕にとっては出会いと交流、学びの場でした。卒
塾後も交流や連携が続いています。

須藤 正之（6期生） 
須藤建設株式会社 
代表取締役社長 

それぞれの業界で活躍される皆様と同じ時間を共有し、
つながりができ、色々 な良い刺激をいただけたと思います。 

川井 卓（2期生） 
プルデンシャル生命保険株式会社 札幌支社 
副部長 

新しい価値観を学ばせていただき、素晴らしい仲
間との出逢いもあり私の人生にとてもいい影響を
与えてくれました。心より感謝しています。

中村 佳子（9期生） 
北海道アクティブ・プラス株式会社 
代表 

毎回貴重なお話を聞けて、合宿でのことや課題を
達成した経験は忘れられません。かけがえのない
仲間を作ることができました！

佐藤 誠（5期生） 
Kコンフェクト株式会社 
代表取締役社長 

初めてお会いする方と経験のないテーマを勉強し
て未知の世界を知るきっかけになりました。

矢野 良樹（16期生） 
株式会社グランビスタホテル＆リゾート 
札幌パークホテル 
販売１課マネージャー 

とにかく塾生の皆さんは、前向きで日々進んでい
ると感じる方々でした。そのような方々と小田全
宏先生の講義を受講出来ることが楽しみで、毎回  

心がイノベーションを起こしました！

川村 晃司（2期生） 
北海道交運事業協同組合 
理事 

前向きで飾らない経営者に囲まれて多くの刺激と
多くの友を得られた貴重な経験でした。

栗林 昌弘（11期生） 
栗林石油株式会社 
代表取締役社長 

全く新しい物事の見方を得られる貴重な体験が出来
る塾です！！新しい自分を見つけてみましょう！！

下元 修（1期生） 
株式会社出田建設  
代表取締役 

知り合いのいない中、新聞の募集記事で入塾した
私ですが多くの仲間、小田全宏先生と知り合えて
とても楽しく有意義な経験をしました。 
集まれ！ 楽しいぞ！ 羽ばたけ17期生！

吉本 雅人（10期生） 
ニッセイ保険エージェンシー株式会社 
法人営業部長 

小田全宏先生の講義で自分を見つめ直し、参加者
から多大な熱量を得る等、今後の人生や事業経営
で大きな刺激になる至極の塾です。

前田 昭二（7期生） 
有限会社機弘社 
代表取締役 

北海道フロンティアカレッジは生き方の革命であ
る！人生が良い方向に向かう考え方、指標を教え
てもらい、それを経営に役立てる。今までに無
かった脳みその使い方を学ぶことが出来ます！

島田 敦子（11期生） 
有限会社アズール（カラーワークス札幌） 
代表取締役 

経営者や管理職たちが普段の立場を横に置き、上下無
くして自分自身として素直に学び合い協力し合う良い
時間でした。日常なら知ることのないような自身の内
側の１面を見ることもあり、稀な機会だったと思いま
す。新しい情報と刺激と人間関係。沢山いただきました。

宮谷 将徳（8期生） 
株式会社ＭＭＣフードサービス 
経営企画アドバイザー 

沢山の気づきがあり、沢山の出会いがあり、自分自
身の成長を目指し、出会った仲間と共に成長する塾。

藤田 壮生（15期生） 
株式会社不二マネジメント 
代表取締役 

価値観の共有と思考の体現の難しさを感じながら
の受講でした。（座学よりも）実践を通した一体
感の中から得られるものは多いでしょう。
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池沢 眞弓（15期生） 
株式会社フェリーチェ 
代表取締役 

取引先の社長に紹介いただいて入塾させていただきま
した。小田全宏先生の講義はリーダーとしての在り方
を学び、生きることの自分の軸となりました。村松先
生、吉木先生にも大変お世話になり、いつも大きな存在に
支えられて、今後も頑張っていくパワーとなってます。

萬田 芳（16期生） 
あしりべつ病院 
管理栄養士 

今、自分の置かれている状況、環境の中におい
て、どのように仕事を改善させていけるか、リノ
ベーションしていけるかを自己分析、夢、目標を
考えて行くことによって、今何をしたら良いのか
考える機会、成長する機会を与えてくれる場所。

阿部 利典（3期生） 
株式会社ホーム創建 
代表取締役 

帯広市からの参加でしたが、道内各地から参加されて
いたメンバーと知り合い、大変良い学びとともに刺激
を得ることができました。卒塾してから発展出来てい
るのは、この塾での学びのおかげだと思っています。

瀬戸 聖一（6期生） 
有限会社シー・エス・アレンジメント  
代表取締役 

明晰なコミュニティのおかげで卒塾後10年以上経ち
ますが、現在も有意義な関係を持てている塾です。

小池 修生（8期生） 
参議院議員 池田まき事務所 
秘書 

楽しい思い出です。 

髙野 園子（8期生） 
髙野エンタープライズ有限会社 
代表取締役 

多岐にわたった分野の経営者の方と接し、また小田全宏
先生の特有の視野の広い教養の教えを乞うことができた。

大谷 在我（3期生） 
社会福祉法人大藤福祉会 手稲やまなみ保育園 
園長 

北海道で仕事をする意義と責任感が沸き起こり、揺るぎ
ない勇気と未来への活力をここで集う仲間と育みました。 

加藤 泰和（4期生） 
宗教法人本覚寺 
副住職 

楽しくチャレンジできる塾。

上山 崇哉（14期生） 
労務事務指導協会 ＳＡＴＯ社会保険労務士法人 
理事 

自分を見つめなおし、新たな発見と新たな仲間が
でき、思考を前向きにできる塾です。かけがえの
ない仲間を作ることができました！

佐々木 大輔（10期生） 
有限会社希望農場 
代表取締役 

中標津町で㈲希望農場と言う農業法人を経営していま
す。ひょんなことから代表の松村先生にお誘い頂き入
塾することとなりました。小田全宏先生による講義や
チームで取り組むサクセスマラソンなどは有意義で、
日常の仕事の中では得られない体験でした。何より自
分にとっては異業種の、しかも圧倒的に札幌の経営者
達と繋がれた事は、経営者(リーダー)としての知見を広げ
るだけでなく、今後の人生の糧になるものだと思います。

鈴木 貴智（7期生） 
株式会社エステートシンワ 
代表取締役 

小田全宏先生の下で学んだ「リーダーが持つべき
心構え」は、卒塾から10年経った今でも実践し、
自社の社員や自分の子供達に伝え、活かされています。

川崎 慈千（5期生） 
株式会社ティーエムコンサルティング 
札幌支店長 

自分の日常とは、仕事も環境も考え方も全くかけ離れ
た方達と触れ合い、分かり合えるチャンスの場でした。

清水 智（2期生） 
弁護士法人 清水法律事務所 
代表 弁護士 

小田全宏先生から「陽転思考」を学ぶ良い機会と
なります。サクセスマラソンを通して同期の塾生
と深く繋がります。

岩崎 謙司（5期生） 
一般社団法人北海道健康医療フロンティア 
専務理事 

人間学を学び、観光研究部会では北海道の経済と観光の振
興を国際的な視野から考え、併せて仕事や交流をとおし
て、仲間づくりに役立てられるように活動をしてきまし
た。さあ、今こそ、一緒に前進しようではありませんか。

江場 康雄（4期生） 
株式会社エバ 
取締役会長 

親友、村松先生からの誘いとはいえ、疑心暗鬼の参
加でした。 ところが、まず驚いたのは、参加者も
内容もなかなか真面目、それどころか実に充実して
いました。すぐに参加者の皆さんと意気投合し、そ
のうち会を重ねる度に、家族にも話さないことや、
悩みまで話し合う仲間ができました。それは、村松
先生の人徳でもあり、参加者の心がひとつになった
からでしょう。ありがとうございました。


