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2017年2月18日(土)

山形ご当地グルメでまちおこしサミット in 大石田
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

山形県北村山郡
大石田町

大石田町 福祉会館

2017年2月13日(月)

静岡県立大学
平成28年度 観光基礎講座
観光と地域創生～ご当地グルメのブランド化と地域観光ビジネスモデルの構築

静岡市

静岡県産業経済会館 大会議室

2016年11月24日(木)

富士市役所人事課
職員とまちづくり

富士市

富士市消防防災庁舎

2016年11月22日(火)

平成28年度 ALSOK共栄会 岡山ブロック

岡山市

綜合警備保障株式会社 岡山支社

2016年11月12日(土)

大阪燦紙会

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2016年11月6日(日)

高知県 産業振興推進部 移住促進課
平成28年度 高知県起業支援研修事業

東京都台東区

株式会社 玄 セミナーハウス

2016年6月29日(水)

一般社団法人 富士青年会議所
サービスを意識した事業
第三回 セミナー

富士市

ラ ・ ホール富士 研修室

2016年6月23日(木)

株式会社 第一住建

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2016年6月17日(金)

平井工業共栄会

静岡市

グランディエール ブケトーカイ

2016年4月16日(土)

税理士法人 野中会計事務所
経営実践セミナー
ご当地グルメのブランド化と地域活性ビジネスモデルの構築

静岡県島田市

大井神社 宮美殿

2016年3月16日(水)

一般財団法人 静岡経済研究所
ご当地グルメによる地方創生

静岡市

アゴラ静岡 会議室

2016年2月17日(水)

公益財団法人 広島県私立幼稚園連盟
平成27年度 第2回 設置者 ・ 園長研修会
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

広島市

広島ガーデンパレス

富士市トップマネジメント研修
支部会議

（JTB地恵のたび）

「活き ・ 生き ・ スキルUP」起業塾

（JTB地恵のたび）
定時総会

SERI 会員サロン
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2016年2月16日(火)

公益社団法人 秦野青年会議所
ご当地グルメの成功者から学ぶ地域貢献の仕方

神奈川県秦野市

秦野商工会議所

2016年2月12日(金)

富士宮市立大富士中学校

富士宮市

富士宮市立大富士中学校

2016年2月10日(水)

平成27年度 まちなか元気講演会
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築について

宇都宮市

栃木県自治会館 大会議室

2015年10月22日(木)

富山県商工会議所 経営指導員協議会

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2015年10月13日(火)

一般社団法人 日本ショッピングセンター協会
第14回 SC秋晴れトップフォーラム ～SCトップクラスによる研鑚と交流～
やきそばによるまちおこしと地域ブランド確立戦略

東京都渋谷区

アイビーホール 青学会館

2015年10月8日(木)

西遠地区商工会青年部
講習会
ご当地グルメによる地域創生と地域ビジネスモデルの構築

浜松市

THE OCEAN

2015年9月25日(金)

日本JCシニア・クラブ
第72回 会員臨時総会 並びに 記念講演会
おらほのまちおこし ～B－1グランプリ発祥の地から～

青森県八戸市

八戸プラザホテル

2015年9月9日(水)

深谷商工会議所
（JTB地恵のたび）
平成27年度 地域力活用∞事業
グルメ部会先進地視察

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2015年9月4日(金)

富士宮市立富士根南小学校

富士宮市

富士宮市立富士根南小学校

2015年8月28日(金)

岩手県沿岸広域振興局
ブランド・地域づくりFORUM
～ともに考える「食」を通じた「人」「まち」づくり～
市民主導による地域ブランド確立戦略

釜石市

シープラザ遊

2015年8月27日(木)

立教大学コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科
視察 ・ 講演
ご当地グルメによる町おこしから考える、町おこしにおける市民参加の重要性

富士宮市

お～それ宮

2015年8月26日(水)

一般社団法人 富士宮青年会議所

富士宮市

富士宮駅前交流センター きらら

職業講話

（JTB地恵のたび）

総合学習『麦の穂学習』

第3回 オブザーバーセミナー

3/28

「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2015年8月26日(水)

中日新聞東海本社
第389回 中日懇話会
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

浜松市

ホテルコンコルド浜松

2015年8月22日(土)

公益社団法人 水沢青年会議所
「まち」の未来創造フォーラム2015 ～奥州の魅力発信！～
地域を輝かせる「まちのたから」

岩手県奥州市

前沢ふれあいセンター

2015年8月13日(木)

幼・小・中・高教員免許状更新講習
（常葉大学）
選択領域（C-3） まちづくりの潮流と背景を社会学の視点から学ぶ
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

富士宮市

富士山本宮浅間大社 参集所

2015年7月29日(水)

静岡県教育研究会事務研究部 夏季研究大会
兼 第62回 静岡県公立小中学校事務研究大会
ご当地グルメによるまちおこしから 組織・人・ネットワークづくりへ

富士宮市

富士宮市民文化会館

2015年7月22日(水)

焼津商工会議所青年部
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

焼津市

ウェルシップやいづ

2015年7月11日(土)

第4回 愛Bリーグフォーラム
自立的運営のために ミニシンポジウム

青森県十和田市

十和田市民文化センター

2015年7月6日(月)

福生市商工会青年部
視察研修会
ご当地グルメのブランド化と地域活性化

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2015年7月4日(土)

寒川町 ・ 文教大学
さむかわ地方創生プロジェクト まちづくり視察

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2015年6月25日(木)

公益社団法人 日本青年会議所 東海地区静岡ブロック協議会
2015年度 青年経済人育成塾
戦略的広報のやり方

静岡市

しずぎんホール ユーフォニア

2015年6月19日(金)

一般社団法人 西尾青年会議所
6月度例会
当事者意識が西尾の未来を創る ～一人ひとりがまちの主役だ～

愛知県西尾市

西尾商工会議所
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2015年6月18日(木)

平成27年度 全国私立幼稚園退職金団体協議会 総会・研修会
富士宮やきそばによるまちおこし / 富士山の文化遺産登録

静岡市

ホテルセンチュリー静岡
クリスタルルーム

2015年4月17日(金)

一般社団法人 枚方青年会議所
2015年度 4月度例会
究極のまちづくりから学ぶ 面白くて役に立つブランディング手法

大阪府枚方市

輝きプラザきらら

2015年3月26日(木)

清里町教育委員会
第2回 きよさとセミナー
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

北海道斜里郡清里町

清里町生涯学習総合センター

2015年3月22日(日)

一般社団法人 愛知県トラック協会西三支部

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2015年3月2日(月)

NPO法人 まちづくりサポーターFUJI
第4回 講演会
“景観” と “食” ～今、そこにある富士山文化を伝える～
今、そこにある文化を伝える “食” と “人の営み”

静岡市

B-nest プレゼンテーションルーム

2015年2月27日(金)

甲府まちおこしフォーラム
「ご当地グルメでまちおこしの祭典！B-1グランプリ」が甲府を変える！
～今こそ、甲府が変わる時～

甲府市

総合市民会館 芸術ホール

2015年2月23日(月)

～富士山の日記念～ 世界遺産のまちづくり推進講演会
世界遺産と地方創生 ～富士宮市の行方～
月尾嘉男氏を招いて

富士宮市

富士宮市民文化会館

2015年2月18日(水)

静岡県立富士宮北高等学校
ビジネス活動の魅力

富士宮市

静岡県立富士宮北高等学校

2015年1月29日(木)

第148回 静岡県市議会議長会 定期総会
ご当地グルメによる地域創生と地域ビジネスモデルの構築

富士宮市

CRYSTAL HALL パテオン

2015年1月26日(月)

くまもと県南フードバレー推進協議会
フードバレー ・ 地域活性化セミナー ～富士宮における食のまちづくりを学ぶ～
「食」によるまちづくりの実践 ～やきそばを売りたいワケじゃない～

八代市

やつしろハーモニーホール

（JTB地恵のたび）

1,2年生商業科ビジネス講座
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2014年12月8日(月)

箱根登山鉄道
2014年度 箱根交流会
世界に誇る観光地 “箱根” を目指して

富士宮市

富士宮駅前交流センター きらら

2014年11月28日(金)

革新企業研究所

富士宮市

割烹旅館 たちばな

2014年11月15日(土)

ふじのくに地域・大学コンソーシアム 西部地域連携事業実施委員会
大学共同授業 「人間と環境」 ～「地域発」の新しい価値観の創造～
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

浜松市

静岡文化芸術大学

2014年11月11日(火)

高速道路レストラン連合会 中日本支部連絡会
ご当地グルメによる地域ブランドづくりと地域ビジネスモデルの構築

名古屋市

名鉄ニューグランドホテル

2014年11月3日(月)

公益財団法人 埼玉県芸術文化振興財団
彩の国レクチャー・シリーズ 「劇場と地域づくり」
第2回 「“ご当地グルメ”で地域を元気に－新たな地域づくりの実践から2」

さいたま市

彩の国さいたま芸術劇場
映像ホール

2014年10月30日(木)

地方新聞社 新進会Eグループ分科会 （幹事：福島民報社）
B-1グランプリの開催地にもたらす経済効果 ご当地グルメによる地域の活性化

東京都港区

電通 東京本社

2014年10月25日(土)

静岡県コミュニティづくり推進協議会
平成26年度 コミカレ修了者アフター研修会
～コミねっと設立30周年記念フォーラム～
ご当地グルメによるまちおこしと地域活性化ビジネスモデルの構築

静岡市

静岡県総合研修所
「もくせい会館」富士ホール

2014年10月11日(土)
2014年10月12日(日)
2014年10月26日(日)

経済産業省中小企業庁 「平成26年度 地域創業促進支援事業」 創業セミナー
～ご当地グルメの地域ブランド化と地域ビジネスモデルの構築～

名古屋市
福島市
東京都渋谷区

ウインクあいち
コラッセふくしま
ロフトワーク イベントスペース

2014年10月9日(木)

山ろく会（貿易研修センター本科第6期生同期会）

富士宮市

上井出 旧貿易研修センター

2014年9月27日(土)

第43回 西村幸夫 町並み塾 in 氷見
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

富山県氷見市

氷見市いきいき元気館
大ホール

2014年9月22日(月)

一般財団法人 ハートランド推進財団
第40回 「八幡塾」 （まちづくり講演会）
富士宮市をご当地グルメで元気にさせた仕掛け人

滋賀県近江八幡市

アクティ近江八幡

トップマネージメント講習
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2014年8月30日(土)

第3回 愛Bリーグフォーラム
自立的運営のために 組織づくり

郡山市

ビッグアイ

2014年8月27日(水)

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営支援部
平成26年度 中小企業支援担当者等研修 基礎研修
「市区町村等産業振興関係者研修」
ご当地グルメと観光による地域活性化の事例

東大和市

中小企業大学校 東京校

2014年8月21日(木)

幼・小・中・高教員免許状更新講習

富士宮市

富士山本宮浅間大社 参集所

2014年8月8日(金)

弁理士クラブ 研修会
知的財産の有効活用による地域ブランドの推進
～富士宮やきそばの成功モデル～

東京都千代田区

弁理士会館 会議室

2014年7月22日(火)

社団法人 行田青年会議所

埼玉県行田市

行田市商工センターホール

2014年7月19日(土)

公益社団法人 日本青年会議所

横浜市

ローズホテル横浜

2014年7月17日(木)

塩尻市辰野町中学校組合立 両小野中学校

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2014年7月10日(木)

亀岡青年会議所 7月例会
魅力溢れるリーダーの育成

京都府亀岡市

亀岡市役所 市民ホール

2014年7月2日(水)

日本商工会議所
平成26年度 地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト担当者セミナー
地域の資源を活かした地域活性化の手法

東京都千代田区

東京国際フォーラム

2014年6月25日(水)

富士宮市立大宮小学校
ご当地グルメでまちを元気に

富士宮市

富士宮市立大宮小学校

2014年6月25日(水)

かしま商業開発協同組合

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

（常葉大学）

（JTB地恵のたび）

リーダーシップ力

（JTB地恵のたび）
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2014年6月17日(火)

富士市産業支援センター f-Biz
第30回 f-Biz チャレンジセミナー
商売にとって本当に大切なこと ～f-Bizビジネスアドバイザーの視点から～

富士市

富士市立中央図書館
分館1階 学習室

2014年5月18日(日)

ライオンズクラブ国際協会334-C地区（静岡県）
PRの原点を学び、楽しくまちおこし

富士宮市

富士宮市民文化会館

2014年5月7日(水)

第1回 富士山世界文化遺産富士宮市行動計画推進員連絡会議
世界遺産「富士山」のあるまち＝富士宮から、世界的で文化的な事業展開を！

富士宮市

富士宮市役所

2014年4月25日(金)

ソニーミュージックエンタテインメント
社員研修 「ブレーンストーミング2014」
"町おこし"の仕掛け方、富士宮やきそばにみるブランディング法

神奈川県三浦市

マホロバ・マインズ三浦

2014年3月11日(火)

一般社団法人 静岡県朝日会
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデル構築セミナー

賀茂郡西伊豆町

西伊豆町保健センター

2014年3月7日(金)

YMC（読売新聞社/福島民友新聞社/福島中央テレビ）郡山セミナー

郡山市

ホテルハマツ

2013年12月3日(火)

一般社団法人 北海道中小企業家同友会函館支部
道南 食・農 繁盛塾 第3講
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築
－500億円の経済波及効果を生み出した富士宮やきそば－

函館市

ホテル函館ロイヤル

2013年11月23日(土)

香川県商工会連合会

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2013年11月21日(木)

長浜北商工会
富士宮やきそばの成功の鍵

滋賀県長浜市

長浜北商工会 高月事務所

2013年11月20日(水)

名城大学
起業講座 「現場の力、地域の力、人の力」
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

名古屋市

名城大学 天白キャンパス
名城ホール

2013年11月15日(金)

所沢市政策研究研修会
ご当地グルメのブランド化と地域経済活性化

埼玉県所沢市

所沢市役所 大会議室

第60回 年次大会

（JTB地恵のたび）
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2013年10月22日(火)

(株)エルシーアール / 栃木県中小企業家同友会
弱者が実践する差別化戦略と、仕掛ける販売促進

宇都宮市

宇都宮グランドホテル

2013年10月19日(土)

ファミリーマート

名古屋市

マザックアートプラザ

2013年10月9日(水)

日刊工業新聞社
中部アクリル樹脂工業会

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2013年10月4日(金)

GS世代研究会
第3回 シンポジウム
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスの構築

東京都新宿区

京王プラザホテル

2013年10月1日(火)

一般財団法人 電源地域振興センター 地域振興部
地域産業活性化の方策を学ぶ ～地域資源の活用・農商工連携 等～
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

東京都中央区

電源地域振興センター 会議室

2013年9月25日(水)

富士中央ライオンズクラブ

富士市

ホテルグランド富士

2013年9月18日(水)

庄内町新産業創造協議会
6次産業化実践セミナー
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

山形県東田川郡
庄内町

庄内町余目第2公民館

2013年9月12日(木)

JTB中部国内商品事業部
地恵のたび

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2013年9月7日(土)

公益社団法人 日本青年会議所 東北地区協議会
フォーラムⅡ
ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネスモデルの構築

秋田県大仙市

大仙市大曲市民会館

2013年9月5日(木)

財団法人 地域創造
ステージラボ 公立ホール ・ 劇場 マネージャーコース
地域発信 ・ 地域づくりのケーススタディ

東京都港区

財団法人地域創造 会議室

2013年9月2日(月)

第37回 TKC中国会秋期大学 特別講演
ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略
－ 500億円の経済効果を生み出した富士宮やきそば －

鳥取県西伯郡伯耆町

大山ロイヤルホテル

独立開業セミナー
視察 ・ 講演

定例会
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2013年8月28日(水)

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部
平成25年度 中小企業支援担当者等研修 基礎研修
「市区町村等産業振興関係者研修」
ご当地グルメと観光による地域活性化の事例

東大和市

中小企業大学校 東京校

2013年8月20日(火)

JTB西日本提携販売部
地恵のたび

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2013年8月16日(金)

平成25年度 富士市校長会夏季研修会

富士市

富士教育会館

2013年8月10日(土)

早稲田大学大学院ビジネススクール
知財戦略事例 Ⅳ （地域ブランド）

東京都新宿区

早稲田大学
早稲田キャンパス

2013年7月9日(火)

船橋青年会議所

船橋市

船橋市民文化創造館
きららホール

2013年7月6日(土)

JTB東日本国内商品事業部
地恵のたび

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2013年7月5日(金)

一般社団法人 全国地方銀行協会
第258回 「銀行講座」
食による地域ブランド確立とマーケティング戦略

東京都三鷹市

全国地方銀行協会
地方銀行研修所

2013年7月2日(火)

JTB西日本国内商品事業部
地恵のたび

富士宮市

FUJIVISION
（富士宮市民交流会館）

2013年6月26日(水)

総務省自治大学校
特別講演
食による地域ブランド確立とマーケティング戦略

東京都立川市

総務省自治大学校

2013年6月6日(木)

日本インナーショップ協会
セミナー
やきそばで町おこし、その仕組みと原点とは

東京都千代田区

ホテルメトロポリタンエドモント

2013年5月30日(木)

アサヒ飲料富士山共栄会

静岡市

静岡グランドホテル中島屋

2013年5月28日(火)

地域科学研究会
研修会 文化・環境シリーズ 4
「観光まちづくり」と「地域イノベーション」
ご当地グルメのブランド化戦略と地域活性化ビジネスモデルの開発
～フードバレー構想と産官学連携の仕組み、活用、成果～

東京都千代田区

明治薬科大学 剛堂会館
会議室

2013年度 知的財産マネジメント

2013年度 7月例会

2013年講演会及び懇親会
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2013年5月7日(火)

まちづくり パネルディスカッション
富士市にこんことやってほしい！！

富士市

富士市文化会館 ロゼシアター
中ホール

2013年5月4日(土)

まちおこしフォーラム ～中部のいいもの博覧会 in とよかわ～
必見！まちおこしの全貌を徹底解剖！ まちおこしシンポジウム
食を通じたまちおこしの本質とは？

豊川市

豊川稲荷 寺寶館（じほうかん）

2013年4月22日(月)

こだま青年会議所
4月例会
富士宮やきそば経済波及効果660億円超!!
富士宮やきそば学会 会長 渡邉英彦氏 講演会
「偉大なるソウルフード」

埼玉県本庄市

本庄商工会議所 大ホール

2013年4月10日(水)

姫路青年会議所
4月オープン例会
「富士宮やきそば」ブランド化の立役者、
渡邉英彦氏に学ぶひとづくり・まちづくり！

姫路市

姫路キャスパホール

2013年4月3日(水)

射水青年会議所
2013年度 4月度公開例会
見つけよう！射水の魅力 進めよう！食の魅力を活かしたまちづくり

富山県射水市

アイザック小杉文化ホール
ラポール まどかホール

2013年3月29日(金)

たがわ商人（あきんど）塾
（福岡県中小企業団体中央会＆田川市商工観光課）
「渡邉 英彦 氏 講演会 in 田川」
食による地域ブランド確立とマーケティング戦略

福岡県田川市

田川市民会館 講堂

2013年3月22日(金)

日本弁理士会 主催 地域ブランドシンポジウム in 福島
－地域ブランドの力で復興と発展を実現する－
地域ブランドの保護と活用 ～富士宮やきそばの成功モデル～

福島市

ホテル福島グリーンパレス

2013年3月21日(木)

農林水産省 平成24年度 食文化活用・創造事業
地域ブランディング ～次の視点
一過性に終わらせない！ご当地グルメ取組みのポイント

東京都千代田区

全国町村会館 ホール

2013年3月16日(土)

名張商工会議所青年部
3月オープン例会
富士宮やきそば学会 渡邉英彦会長 講演会

三重県名張市

名張産業振興センターアスピア
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

2013年3月8日(金)

岡部地区まちづくり懇談会研修会

2013年3月2日(土)

品川区・しながわ観光協会・東京新聞 主催
荏原のまちを100倍楽しむヒントとは？

2013年2月28日(木)

テーマ

地

域

場

所

静岡県藤枝市

岡部公民館

東京都品川区

星薬科大学

北島町商工会 オンリーワン事業講演会
”食”を活かしたまちづくり ご当地Ｂ級グルメの仕掛け人に学ぶ！

徳島県板野郡北島町

北島町商工会 会館

2013年2月26日(火)

塩谷南那須地域農産物高付加価値化推進講演会
食を活かした地域と地域農業の活性化
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

栃木県さくら市

氏家公民館 ホール

2013年2月12日(火)

三金会 プロジェクト研究会
第207回 首都圏開発プロジェクト分科会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

東京都千代田区

全国銀行協会 銀行倶楽部

2013年2月7日(木)

安城青年会議所
二月例会並びに地域の心開発委員会事業

愛知県安城市

安城商工会議所

2013年2月2日(土)

NPO法人 まちづくりトップランナーふじのみや本舗
一般社団法人 富士宮市地域力再生総合研究機構
富士山の日 記念事業
富士山と水と食のシンポジウム
水と食のトークショー 「食談」

富士宮市

富士宮市役所
７階 710会議室

2013年2月1日(金)

広域行政圏整備推進協議会
平成24年度 全国広域行政圏事務局長会議
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

東京都千代田区

全国都市会館
3階 第2会議室

2013年1月31日(木)

木曽町商工会 新春経済講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

長野県木曽郡木曽町

木曽福島会館

2013年1月25日(金)

喜界町商工会・奄美大島法人会 喜界支部
地域素材を活かしたまちづくり

鹿児島県大島郡喜界町

幸陽苑

荏原再発見シンポジウム

「新春講演会」

大ホール
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2012年12月6日(木)

TKC中国会 山口県支部 忘年例会研修会
Ｂ級ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略

宇部市

ANAクラウンプラザホテル宇部

2012年12月4日(火)

慶應義塾大学 総合政策学部 飯盛研究室
「まちづくり論」 第10回 テーマ：食と地域振興

神奈川県藤沢市

慶應義塾大学
湘南藤沢キャンパス

2012年11月29日(木)

TKC出版 三木会計事務所 経営セミナー2012
富士宮やきそば仕掛け人が説くイベント戦略

広島市

ホテルグランヴィア広島
4階 悠久の間

2012年11月27日(火)

茨城県 結城商工会議所
成功事例に学ぶ 「地域資源を利用した地域活性化策」

結城市

結城商工会議所

2012年11月20日(火)

北日本新聞社
ご当地グルメでまちおこし
～富士宮やきそば学会 ・ 愛Ｂリーグに学べ～

富山市

北日本新聞ホール

2012年11月14日(水)

ぐるり・富士山日本風景街道アクションネットワーク
ぐるり・富士山トレイル 「富士山古道」研究フォーラム

富士市

富士市交流プラザ
2Ｆ 多目的ホール

2012年11月12日(月)

TKC近畿京滋会 生涯研修
Ｂ級ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略

京都市

大同生命京都ビル内
4Ｆ 会議室

2012年11月8日(木)

木曽町農産物加工販売施設等連絡協議会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

長野県木曽郡木曽町

木曽町役場本庁舎
第1会議室

2012年10月24日(水)

鹿児島相互信用金庫 そうしんまるごと食・観商談会 in 霧島市
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

霧島市

霧島市立国分体育館

2012年10月 9日(火)
2012年10月15日(月)

富士市産業支援センター f-Biz
第6回 f-Biz ステップアップセミナー
富士宮やきそばに学ぶ！第2弾 「実践マーケティングワークショップ」

富士市

富士市立中央図書館
分館1階 学習室

2012年9月14日(金)

経営研究所 「定例研究会9月例会」
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

東京都千代田区

経営研究所会議室

研修会（講演会）
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2012年9月11日(火)

一般社団法人 近畿地区信用金庫協会
近畿しんきん経営大学 第17期講座第3講
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

大阪市

ホテルコスモスクエア
国際交流センター

2012年9月10日(月)

平成24年度 神道青年東海地区協議会
地域のブランド作りと活性化

熱海市

熱海後楽園ホテル

2012年9月6日(木)

公益社団法人 益田法人会 特別講演会
予想を超えたパワーがまちをうごかす！
～富士宮やきそば仕掛け人が説く親父ギャグとイベント戦略～

島根県益田市

益田駅前ビル「EAGA（イーガ）」
3階大ホール

2012年8月28日(火)

高畠町商工会 観光サービス部会

山形県東置賜郡高畠町

割烹 福美屋

2012年8月24日(金)

小田象製粉 「象友会」
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

倉敷市

小田象製粉

2012年8月22日(水)

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部
平成24年度 中小企業支援担当者等研修 基礎研修
「市区町村等産業振興関係者研修」
グルメと観光による地域活性化の事例

東大和市

中小企業大学校 東京校

2012年8月7日(火)

富士宮信用金庫
情報の発信力について ～相談・提案能力の向上～

富士宮市

富士宮信用金庫本店

2012年8月1日(水)

B-１グランプリ in 北九州 実行委員会事務局
愛Bリーグ会長 渡邉 英彦 氏 の講演会
食による地域ブランドの確立とまちおこし戦略

北九州市

北九州市庁舎

2012年7月27日(金)

日蓮宗静岡県中部第8区連合護持会

静岡市

善立寺

2012年7月23日(月)

東京都スポーツ振興局 国体・障害者スポーツ大会推進部
「スポーツ祭東京 2013」 プレシンポジウム

東京都新宿区

ハイアットリージェンシー東京

2012年7月22日(日)

流通科学大学 オープンキャンパス
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

神戸市

流通科学大学

総会並びに教化研修会

「B級グルメ講演会」

研修会
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2012年7月20日(金)

常葉学園静岡リハビリテーション専門学校
地域と人材

静岡市

常葉学園静岡リハビリテーション
専門学校

2012年7月18日(水)

穂の国青年会議所

豊川市

豊川商工会議所

2012年7月5日(木)

全国銀行員組合連合会議 第4回全単組委員長会議
Ｂ級ご当地グルメで500億円の町おこし

東京都江戸川区

江戸川区総合区民ホール
（タワーホール船堀）

2012年6月29日(金)

毎日新聞社 北九州地域懇話会 第18回 「毎日・北九州フォーラム」
「地域の食とまちおこし ～ B-１グランプリを前に」
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

北九州市

ステーションホテル小倉

2012年6月27日(水)

日本経済新聞社

高崎市

ホテルメトロポリタン高崎

2012年6月22日(金)

TKC出版 鬼塚公認会計士・税理士事務所 40周年記念講演会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

福岡市

ヒルトン福岡シーホーク

2012年6月15日(金)

佐伯商工会議所創立70周年記念講演会 経営トップセミナー
食によるまちおこしと地域ブランド戦略

大分県佐伯市

ホテル金水苑

2012年6月7日(木)

富士宮市立黒田小学校
伝えることの大切さを学ぼう！

富士宮市

富士宮市立黒田小学校

2012年6月2日(土)

富士宮市市制70周年記念 食のシンポジウム
「地域ブランドと商標登録」～知財としての「富士宮やきそば」～

富士宮市

富士宮市民文化会館

2012年6月1日(金)

長野県小県郡長和町商工会 視察研修
ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略

富士宮市

富士宮市民交流会館

2012年5月24日(木)

富山県市町村行政連絡協議会 記念講演

富山市

富山県民会館

2012年5月22日(火)

宇佐からあげ探検隊 「宇佐からあげでまちに元気を！」講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

大分県宇佐市

宇佐市民図書館
視聴覚ホール

2012年5月11日(金)

（財）日本自治創造学会 研究大会 再生と自立への「地域づくり」
富士宮やきそばで439億円の経済効果

東京都千代田区

日本都市センターホテル
コスモスホール

7月公開例会

群馬県日経懇話会
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2012年4月26日(木)

豊中青年会議所
ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略

豊中市

ホテルアイボリー
オーキッドホール

2012年4月11日(水)

静岡県石材組合

富士宮市

割烹旅館 たちばな

2012年3月28日(水)

能美市地域おこし講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

石川県能美市

能美市寺井地区公民館

2012年3月27日(火)

瀬戸焼きそばアカデミー講演会
ご当地グルメで地域活性化

愛知県瀬戸市

瀬戸蔵

2012年3月26日(月)

流通科学大学 「観光ビジネスモデル研究会」
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

大阪市

流通科学大学大阪オフィス

2012年3月22日(木)

北海道名寄商工会議所 「地域活性化セミナー」
Ｂ級ご当地グルメを創ろう！！
成功事例に学ぶ「地域資源を利用した地域活性化策」

名寄市

グランドホテル藤花

2012年3月14日(水)

サービス産業生産性協議会 (財)日本生産性本部
地域活性化とサービス産業

東京都千代田区

東京ステーションコンファレンス
5階サピアホール

2012年3月13日(火)

枚方市主催 「地域資源活用セミナー」
地域素材を活かした まちづくり・地域おこし
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

枚方市

輝きプラザきらら内
枚方市立地域活性化
支援センター

2012年3月12日(月)

中部経済産業局 「地域団体商標取得・活用促進事業」
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

名古屋市

愛知県産業労働センター
ウインクあいち

2012年3月6日(火)

八十二銀行/（財）長野経済研究所
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

上田市

上田東急イン

2012年3月2日(金)

南陽・高畠・川西地域雇用創造推進協議会
Ｂ級ご当地グルメで町おこし

山形県東置賜郡高畠町

高畠町総合交流プラザ

平成24年度 総会/講演会

SPRINGシンポジウム2012

4階 多目的ホール
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2012年2月28日(火)

静岡商工会議所 専門サービス部会 「地域活性化フォーラム」
なぜ“富士宮やきそば”は、地域ブランドになり得たか

静岡市

静岡商工会議所
静岡事務所会館

2012年2月25日(土)

羽咋市市民活動支援センター めざせ！羽咋グルメで全国発信
Ｂ級ご当地グルメで500億円の町おこし

石川県羽咋市

コスモアイル羽咋 研修室

2012年2月21日(火)

群馬県東部県民局 太田地域県政懇談会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか？

太田市

群馬県立東毛産業技術センター

2012年2月16日(木)

都城広域定住自立圏人材育成研修
予想を超えたパワーがまちを動かす

宮崎県北諸県郡三股町

三股町立文化会館

2012年2月15日(水)

駿豆地区農業委員会協議会 講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

三島市

ヴレクローシュ ブケ東海

2012年2月14日(火)

北方真正十六会講演会 （十六銀行北方支店、真正出張所）
Ｂ級ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略

岐阜市

岐阜都ホテル

2012年2月11日(土)

飯南町まちづくり講演会
「食」を通じたまちづくり（Ｂ級グルメによるまちおこし）

島根県飯石郡飯南町

赤名農村環境改善センター

2012年2月10日(金)

昭和法人会 長久手ブロック講演会
Ｂ級ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略

愛知県愛知郡長久手町

長久手文化の家

2012年2月8日(水)

香川県商店街振興組合連合会・香川県中小小売商団体連合会
食によるまちおこしと地域ブランド戦略

高松市

ロイヤルパークホテル高松

2012年2月4日(土)

平成23年度 地域づくり総務大臣表彰 記念講演・シンポジウム
あるものを活かした地域づくりと震災復興
市民力による地域資源のマーケティング戦略

仙台市

仙台国際センター

2012年2月1日(水)

和束町商工会 特別講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか
地域資源の活用をコミュニティビジネスにつなげるヒント

京都府相楽郡和束町

和束町商工会館
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2012年1月31日(火)

NPO法人東海道・吉原宿 「富士山麓NPOサミット」
日本のNPOの未来は富士山にあり

富士市

富士市民活動センター
コミュニティf

2012年1月28日(土)

長崎県地域づくりネットワーク協議会 地域グルメで町おこし研修会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

大村市

おおむら夢ファームシュシュレストラン

2012年1月25日(水)

香川大学経済研究所主催講演会

高松市

香川大学経済学部

2012年1月23日(月)

TKC城北東京会 新春講演会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

東京都豊島区

TKC城北東京会 研修室

2012年1月19日(木)

東京商工会議所墨田支部 新春特別講演会 Ｂ級グルメによるブランド戦略
「富士宮やきそば」で町を活性化。その仕掛けとは？

東京都墨田区

東武ホテルレバント東京

2012年1月17日(火)

亜細亜大学・武蔵野市寄付講座 現代教養特講 （外食産業の新動向）
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

武蔵野市

亜細亜大学武蔵野キャンパス

2012年1月16日(月)

埼玉県商工会女性部連合会 第4ブロック
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

栃木県日光市

宿屋伝七

2012年1月12日(木)

全国街道交流会議 第8回 全国大会 「浜松大会」
分科会 新たな交流軸と地域の発展

浜松市

アクトシティ浜松
コングレスセンター

2012年1月11日(水)

小田原女子短期大学
“おいしい”は国境を超える―富士宮やきそばの新たな挑戦―

小田原市

小田原女子短期大学

2012年1月10日(火)

愛知県都市教育長協議会 講演会
Ｂ級ご当地グルメでの街おこしと地域ブランド戦略

名古屋市

ルブラ王山

2011年12月10日(土)

M＆SI 異業種交流会

静岡市

パルシェ会議室

2011年12月6日(火)

庄原市未来創造事業 「食のまちおこし講演会」
食によるまちおこし

広島県庄原市

庄原市ふれあいセンター
コパリホール

2011年12月1日(木)

丹波市商工業活性化講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

兵庫県丹波市

ポップアップホール
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2011年11月30日(水)

姫路東RC・姫路西RC 合同例会
Ｂ級ご当地グルメで500億円の町おこし

姫路市

姫路キャッスルホテル

2011年11月29日(火)

国際観光コンベンションフォーラム2011 in 富士
「JAPAN MICE再生」 地域からの発信とおもてなし

富士市

富士市文化会館 ロゼシアター

2011年11月24日(木)

三島市女性まちづくり講座 視察研修
行政と民間が一体となり、富士宮やきそばを通じたまちおこしについて

富士宮市

富士宮市民交流会館

2011年11月22日(火)

美濃加茂商工会議所商業部会・美濃加茂市商店街連合会 合同視察研修

富士宮市

富士宮市民交流会館

2011年11月19日(土)

龍谷大学政策学部・大学院政策学研究科 開設記念
美味しいがまちを変える。 ～食から政策を考えよう～ Ｂ級グルメがまちを変えた

京都市

龍谷大学深草学舎

2011年11月17日(木)

経済産業省北海道経済産業局、北海道知的財産戦略本部
地域ブランド講習会 in あばしり

網走市

オホーツク・文化交流センター
［エコセンター2000］

2011年11月15日(火)

全国共済農業協同組合連合会 愛媛県本部
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

松山市

ＪＡ愛媛ビル
［リジェール松山農協会館］

2011年11月8日(火)

観光とまちづくり

富士市

富士常葉大学

2011年11月4日(金)

横手にぎわい交歓会～夜よこ進歩ジウム～
食でまちおこし・富士宮やきそば学会の今

横手市

横手体育館駐車場特設会場

2011年10月29日(土)

シンポジウム「Ｂ級ご当地グルメで地域活性化」～Ｂ-1グランプリとは～
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

甲府市

甲府市総合市民会館
芸術ホール

2011年10月27日(木)

望月総合経営・望月会 講演会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

松本市

松本東急イン

2011年10月15日(土)

「地域の力こぶup」 ふじワクワクまちづくり塾 2011
食を活かしたまちづくり～ご当地グルメの仕掛け人に学ぶ～

富士市

消防防災庁舎

2011年9月23日(金)

福井青年会議所 「ふくい秋の収穫祭」
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

福井市

アオッサ6階 地域交流プラザ
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2011年9月14日(水)

ふじのくにしずおか観光大商談会 in 名古屋

名古屋市

メルパルク名古屋

2011年9月13日(火)

糸満市地域雇用創造推進事業

糸満市

糸満市役所

2011年9月5日(月)
2011年9月6日(火)

公益財団法人ふるさと島根定住財団 CB（コミュニティ ビジネス）セミナー
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか
～地域資源の活用をCBにつなげるヒント～

浜田市
松江市

いわみーる
島根県民会館

2011年9月2日(金)

北緯40度ご当地グルメ博 in いわてまち 前夜祭講演
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

岩手郡岩手町

岩手広域交流センター
「プラザあい」

2011年8月24日（水）

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部
平成23年度 中小企業支援担当者等研修 基礎研修
「市町村産業振興関係者研修」
グルメと観光による地域活性化の事例

東大和市

中小企業大学校 東京校

2011年8月12日（金）

平成23年度 富士根南公民館 女性学級
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

富士宮市

富士根南公民館

2011年8月9日（火）

山形県市議会議長会 講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

山形市

山形ビッグウィング

2011年7月28日(木)

東京工業大学
「地域資源の活用による地域再生－富士宮市の事例－」

東京都目黒区

東京工業大学 大岡山キャンパス

2011年7月27日(水)

清水経済人倶楽部
富士宮やきそばによる地域おこし

静岡市

ホテルクエスト清水

2011年7月26日(火)

静岡県立農林大学校、静岡県学校農業クラブ連盟
平成23年度 緑の学園・農業クラブリーダー講習会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

富士宮市

静岡県立朝霧野外活動センター

2011年7月25日(月)

鈴木共栄会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

名古屋市

ザ・サイプレス メルキュール
ホテル名古屋

食のコミュニティビジネス講座
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

2011年7月10日(日)

公益社団法人日本青年会議所
食を中心としたまちづくり

2011年6月28日(火)

演

/

テーマ

四国地区 香川ブロック協議会

地

域

場

所

香川県三豊市

マリンウェーブ

益子町商工会青年部 みんなで学ぼう！ “食”を生かした地域づくり
富士宮やきそば仕掛け人が食のイベント戦略を説く！

栃木県芳賀郡益子町

益子町商工会

2011年6月25日(土)

中小企業診断協会神奈川県支部・はとば会

富士宮市

富士宮市内

2011年6月22日(水)

茨城県商工会議所青年部連合会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

古河市

ホテル山水

2011年6月21日(火)

茨城県青年中央会
予想を超えたパワーがまちを動かす～市民主導による地域ブランド確立戦略～

水戸市

ホテルテラスザガーデン水戸

2011年6月１8日(土)

青森県総合社会教育センター パワフルAOMORI！創造セミナー
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

青森市

青森県総合社会教育センター

2011年6月１7日(金)

千葉県化粧品日用品卸組合
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

千葉市

京成ホテルミラマーレ

2011年6月１4日(火)

TKC企業防衛制度マスターズ懇談会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

東京都台東区

スター会議室 上野

2011年6月１１日(土)

銚子商工会議所 農商工連携等人材育成事業
ご当地グルメによる地域おこしの成功法

銚子市

銚子商工会議所

2011年6月7日(火)

糸魚川うまいもん会
食による地域活性化の取り組み・ポイント

富士宮市

富士宮市内

2011年6月3日(金)

ダイエーグループ労働組合連合会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

富士宮市

富士宮市民交流会館

2011年5月28日(土)

NPO法人日本シミュレーション＆ゲーミング学会 2011年度 春季全国大会
「富士宮やきそば」のゲーム感覚と現実へのインパクト

習志野市

千葉工業大学津田沼キャンパス
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「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2011年5月24日(火)

徳島文理大学連続特別講義 公開講座2011
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

徳島市

徳島文理大学徳島キャンパス
むらさきホール

2011年5月23日(月)

JAとうと 土岐市経済倶楽部 通常総会記念講演会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

岐阜県土岐市

土岐市産業文化振興センター
セラトピア土岐

2011年5月17日(火)

株式会社マルト水谷 フードナビ2011
ご当地グルメで客は来る

名古屋市

名古屋市中小企業振興会館
吹上ホール

2011年5月10日(火)

新川青年会議所

富山県下新川郡入善町

入善まちなか交流施設うるおい館

2011年4月26日（火）

常滑青年会議所
まちづくりは、いけめんづくり

愛知県常滑市

常滑市鬼崎公民館

2011年4月20日（水）

静岡県開発型企業研究会
世界も注目！！ ～Ｂ級グルメの奇跡～

静岡市

静岡グランドホテル中島屋

2011年3月30日(水）

坂井市商工会青年部 Ｂ級グルメ開発準備委員会セミナー
Ｂ級グルメを活用したまちおこしについて

福井県坂井市

坂井市商工会

2011年3月29日(火)

愛知県観光コンベンション課 「知多半島観光圏推進講演会」
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

半田市

クラシティ半田

2011年3月25日(金)

TKC静岡会 『しずおかフォーラム“2011”』
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

静岡市

ホテルアソシア静岡

2011年3月10日(木)

橿原青年会議所 地域ブランドがまちを動かす
Ｂ級ご当地グルメ富士宮やきそばに学ぶ

奈良県橿原市

橿原ロイヤルホテル

2011年3月 9日(水)
2011年3月12日(土)
2011年3月15日(火)

全国商工会連合会
地方から世の中を変える勝利の経営法
社会から注目を浴びる仕掛け術

仙台市
鳥栖市
広島市

TKP仙台カンファレンスセンター
鳥栖市中央公民館
メルパルク広島

2011年3月5日(土)

熊本県菊池地域振興局農林部農業普及・振興課

合志市

熊本県合志市総合センター ヴィーブル
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2011年3月4日(金)

日本能率協会 第47回 マーケティング総合大会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか

東京都港区

東京コンファレンスセンター品川

2011年2月28日(月)

真庭市地域雇用創造協議会 雇用拡大事業経営支援セミナー
Ｂ級グルメ先進地に学ぶ

岡山県真庭市

休暇村 蒜山高原

2011年2月26日(土)

静岡県中小企業団体中央会 平成22年度 組合青年部静岡県大会
Ｂ-1ご当地グルメによる地域おこし

静岡市

ホテルセンチュリー静岡

2011年2月25日(金)

静岡県菓子業界

静岡市

クーポール会館

2011年2月24日(木)

経済産業省関東経済産業局
“食”でしかけた先進地

さいたま市

さいたま新都心合同庁舎

2011年2月23日(水)

HOTERES JAPAN 2011 (第39回 国際ホテル・レストラン・ショー) 併設
“外客万来” 第2回 観光特別セッション
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

東京都江東区

東京ビッグサイト

2011年2月22日(火)

静岡県行政書士会
行政書士法制定並びに静岡県行政書士会 設立60周年記念式典
やきそばによる地域活性化戦略

静岡市

ホテルアソシア静岡

2011年2月18日(金)

くびきの地理空間情報センター 地域活性化セミナー
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

上越市

上越市市民プラザ

2011年2月17日(木)

新宿区商店街支援事業 「ステップアップフォーラム」
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

東京都新宿区

新宿区立産業会館 （BIZ新宿）

2011年2月16日(水)

東金青年会議所
まちづくりのプロに学ぶ ～ヒントの見つけ方、活かし方～

千葉県東金市

東金商工会館

2011年2月13日(日)

のと・七尾元気祭り2011
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

石川県七尾市

七尾商工会議所

広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会
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2011年2月10日(木)

宮城県農林水産部食産業振興課 食材王国みやぎ「食」ブランド化推進セミナー
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

仙台市

ハーネル仙台

2011年2月9日(水)

湖西市商工会 湖西版 Ｂ級ご当地グルメを創ろう！！
成功事例に学ぶ「地域資源を利用した地域活性化策」

静岡県湖西市

湖西市商工会館

2011年2月7日(月)

経済産業省中国経済産業局主催 中心市街地活性化シンポジウム
Ｂ級ご当地グルメでまちおこし

広島市

八丁堀シャンテ

2011年2月4日(金)

税理士法人NKC 新春セミナー
ご当地B級グルメでまちおこしとブランド戦略

東京都荒川区

日暮里ホテルラングウッド

2011年2月3日(木)

重点施設べじたぶる会 会員セミナー
富士宮やきそば仕掛け人が説くイベント戦略

山梨県笛吹市

石和びゅーほてる

2011年2月2日(水)

総務省主催 平成22年度 第2回 地域力創造セミナー
ご当地グルメを活かした地域づくり

東京都千代田区

総務省

2011年1月31日(月)

豊川市職員研修 「まちづくり講座」
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

豊川市

豊川市役所

2011年1月28日(金)

石巻法人会 新春講演会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

石巻市

石巻グランドホテル

2011年1月26日(水)

岐阜県商工会連合会 経営講演会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

岐阜市

岐阜県県民ふれあい会館

2011年1月24日(月)

「B-1グランプリ in 姫路」開催記念
ご当地グルメフォーラム ～食を通して町を元気に！～
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

姫路市

イーグレひめじ3階
あいめっせホール

2011年1月22日(土)

中小企業診断協会 城東フォーラム
B-1グランプリで経済効果439億円を実現

東京都墨田区

すみだリバーサイドホール
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2011年1月21日(金)

三豊の農業を支えるリーダー研修会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

三豊市

JA香川県豊中本山支店

2011年1月20日(木)

伊東青年会議所 創立55周年記念事業 1月公開例会
まちを大きく変える地域の力

伊東市

伊東商工会議所

2011年1月19日(水)

北海道中小企業家同友会帯広支部 2011年新年交礼会
経済波及効果400億円！ご当地B級グルメでまちおこしとブランド戦略

帯広市

ベルクラシック帯広

2011年1月18日(火)

北海道中小企業家同友会釧路支部 2011年新年交礼会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

釧路市

釧路全日空ホテル

2011年1月17日(月)

関東NUA 新潟部会 賀詞交歓会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略
“富士宮のやきそば” から “富士宮やきそば” へ

新潟市

ホテルオークラ新潟

2011年1月13日(木)

津山商工会議所
美作国・津山観光 全国へ発信！！プロジェクト

岡山県津山市

リージョンセンター
ペンタホール

2011年1月12日(水)

香南市地域雇用創造協議会
やきそばによるまちおこし ～第1・2回ゴールドグランプリ獲得～

高知県香南市

リゾートホテル海辺の果樹園

2011年1月11日(火)

大多喜町商工会
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか？

千葉県夷隅郡大多喜町

大多喜町商工会館

2010年12月16日(木)

滋賀県瀬田商工会 「地域活性化講演会」
食による まちおこしと地域ブランド戦略

大津市

瀬田商工会館

2010年12月9日(木)

秋田県中小企業団体中央会 地域ブランド構築支援事業
商標を活用したＰＲの進め方について

横手市

横手ステーションホテル

2010年12月7日(火)

宮崎県・中小企業基盤整備機構九州支部
みやざき元気セミナー すすめよう！「食」の観光づくり

宮崎市

宮崎観光ホテル
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2010年12月4日(土)

富山県日経会 日本経済新聞社 まちおこしセミナー
「Ｂ級ご当地グルメでもっとおいしく、元気な富山に！」
Ｂ級ご当地グルメでまちおこしとブランド戦略

富山市

富山国際会議場
大手町フォーラム

2010年12月2日(木)

信濃町商工会 経営講演会
食による まちおこしと地域ブランド戦略

長野県上水内郡信濃町

信濃町商工会館

2010年11月25日(木)

京都府商工会 青年部管外研修会
Ｂ級グルメでまちおこし

東京都新宿区

新宿ワシントンホテル

2010年11月19日(金)

TKC経営革新セミナー2010
500億の経済効果を生んだ 底知れぬＢ麺力

沼津市

アンジェ・ヴィラージュ
ブケ東海沼津

2010年11月17日(水)

社団法人 日本ガス協会
ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

東京都港区

日本ガス協会事務所

2010年11月15日(月)

第10回 松本フードフェア・シンポジウム
地元グルメ (Ｂ級グルメ) は街に賑わいと経済効果をもたらしたか

松本市

松本中央公民館 (Ｍウィング)

2010年11月13日(土)

静岡聖光学院中高等学校 聖光 夢アカデミア
Ｂ級ご当地グルメの地域ブランド化と地域活性化

静岡市

静岡聖光学院中高等学校

2010年11月11日(木)
2010年11月12日(金)

宮崎政経懇話会 (宮崎日日新聞社 宮日文化情報センター)

日向市
小林市

ホテルベルフォート日向
ガーデンベルズ小林

2010年11月6日(土)

三重中京大学 大学祭
ご当地グルメによるまちづくり談義

松阪市

三重中京大学

2010年10月28日(木)

全国茶商工業協同組合連合会 研修会
Ｂ級グルメからの地域おこし

静岡市

静岡市産学交流センター

2010年10月26日(火)

足柄上商工会青年部
地域素材を活かしたまちおこし～やそばによる地域ブランドの確立戦略～

神奈川県足柄上郡
松田町

千代田屋

2010年10月22日(金)

全国餃子サミット～浜松サミット～

浜松市

オークラアクトシティホテル浜松

26/28

「会長」 講演スケジュール
日

程

講

演

/

テーマ

地

域

場

所

2010年10月20日(水)

南国市地域雇用創出推進協議会 地域ブランド研究講座
今、何故Ｂ級ご当地グルメなのか？

高知県南国市

グレース浜すし

2010年10月19日(火)

我孫子青年会議所
地域との絆～地域力はまちを大きく変える～
如何にＢ級ご当地グルメは存在するか？

我孫子市

我孫子南近隣センター

2010年10月18日(月)

安曇野市役所商工観光部・安曇野ブランド推進室
地域資源活用マーケティング人材育成セミナー

安曇野市

安曇野市役所 穂高総合支所

2010年10月14日(木)

蕨商工会議所青年部
まちに新しい風を吹かせよう！！「富士宮やきそば」からヒントをつかめ！

蕨市

蕨商工会議所

2010年10月13日(水)

伊勢新聞政経懇話会
地域ブランドはホラ吹きがつくる！
220億の経済波及効果を生んだ富士宮やきそば

津市

津都ホテル

2010年9月30日(木)

徳島県中小企業応援センター 「地域資源活用セミナー」
地域素材を活かした新たな取り組みについて

徳島市

アスティとくしま

2010年9月25日(土)

静岡県コミュニティーづくり推進連絡協議会

静岡市

グランシップ

2010年9月10日（金）

佐倉市役所産業振興課
地域ブランドは“ホラ吹き”がつくる！！
220億の経済波及効果を生んだ富士宮やきそば

千葉県佐倉市

ミレニアムセンター佐倉 ホール

2010年9月4日(土)

千葉工業大学 農商工連携等人材育成事業
農商工連携とまちづくり・地域おこし

習志野市

千葉工業大学

2010年9月3日(金)

浪江焼麺太国・浪江町商工会青年部 Ｂ級グルメシンポジウム
今、何故Ｂ級ご当地グルメなのか？

福島県双葉郡浪江町

HOTELなみえ

2010年8月29日(日)

麺とパスタ専門学校 2010オープンキャンパス
Ｂ級ご当地グルメでまちおこし

松山市

麺とパスタ専門学校
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2010年8月28日(土)

富士市産業支援センター f-Biz ２周年記念セミナー
食と農の挑戦者が未来を拓く！

富士市

富士市文化会館ロゼシアター

2010年8月26日(木)

第22回 ブランディング・セミナー 「ものづくり」から「ものがたりづくり」へ
やきそばによるまちおこしと地域ブランドの確立

東京都千代田区

東京国際フォーラム

2010年8月25日(水)

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部
平成22年度 中小企業支援担当者等研修 基礎研修
「市町村産業振興関係者研修」
グルメと観光による地域活性化の事例

東大和市

中小企業大学校 東京校

2010年8月24日(火)

東京都福生市商工会
やきそばによるまちおこしと地域ブランド確立戦略

福生市

福生市商工会館

2010年8月21日(土)

日本青年会議所岐阜ブロック会員大会
まちの宝がまちを動かす ～誇りの持てるふるさとを目指して～

岐阜県土岐市

土岐市文化プラザ サンホール

2010年8月19日(木)

INTER-FOOD JAPAN インターナショナルフードEXPO
『富士宮やきそば』に学ぶＢ級グルメ戦略
～何故、今Ｂ級ご当地グルメなのか？～

東京都江東区

東京ビッグサイト

2010年8月4日(水)

愛知県新城市作手商工会

富士宮市

お宮横丁

2010年7月30日(金)

東京都人材支援事業団 人材育成センター
220億円の経済波及効果を生んだ地域資源
～富士宮やきそばを通じた地域活性化～

富士宮市

富士宮市役所

2010年7月21日(水)

新潟県十日町市産業観光企画課 「地域ブランド研究会」
今、何故Ｂ級ご当地グルメなのか？

十日町市

クロス１０

2010年7月10日(土)

バラ焼きフォーラム 2010 in とわだ 「全国バラゼミ校長会」
十和田バラ焼きでまちを元気に

十和田市

富士屋グランドホール

2010年7月7日(水)

静岡大学大学院

静岡市

静岡大学

地域連携ワークショップⅠ

飲食店繁盛セミナー
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2010年7月3日(土)

三重県亀山市市民活動講座
Ｂ-１グランプリ初代王者が語る“まちおこし成功のコツ”

亀山市

市民協働センター「みらい」

2010年7月1日(木)

愛媛県伊予商工会議所
地域素材を活かしたまちおこし

伊予市

さざなみ館 (生涯学習センター)

2010年6月26日(土)

石川県白山市鶴来商工会
今、何故Ｂ級ご当地グルメなのか？

鶴来市

鶴来商工会

2010年6月18日(金)

「地域再生列島ネット」発足一周年記念シンポジウム
Ｂ級グルメの魅力

東京都港区

共同通信社本社

2010年6月16日(水)

静岡県日用品雑貨化粧品卸商組合 総会

静岡市

ホテルセンチュリー静岡

2010年6月10日(木)

静岡県島田商工会議所青年部
富士宮やきそば学会会長からみた島田の可能性

島田市

島田市地域交流センター

2010年6月7日(月)

熊本県商工会連合会
地域素材を活かしたまちづくり

上益城郡益城町

グランメッセ熊本

2010年6月2日(水)

日経ビジネスイノベーションフォーラム
Ｂ級グルメを通じての地域活性化

東京都千代田区

日経ホール（大手町）

2010年5月29日(土)

福井県越前おおの雇用創造推進協議会

大野市

学びの里「めいりん」

2010年5月28日(金)

あすの旭を語る会

千葉県旭市

シアターゆう

2010年5月27日(木)

千葉県茂原青年会議所
How to 地域ブランド確立

茂原市

茂原商工会議所

2010年5月19日(水)

静岡県大井川商工会
「富士宮やきそば」の立ち上げから普及活動等について

焼津市

焼津市大井川公民館

2010年5月18日(火)

群馬県商工会女性部リーダー研修会
今、何故Ｂ級ご当地グルメなのか？

前橋市

群馬県商工連会館

地域力向上セミナー

地域ブランドづくり市民講座

