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主催： エリアパートナー：  メディアパートナー：

ー： 

第 3 回カンファレンス開催レポート  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
おやつエンタテイメント製造会社、株式会社ESSPRIDE（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西川 世一）は、
「Forbes JAPAN」（リンクタイズ株式会社、取締役社長：角田勇太郎）をメディアパートナー、河北新報社（本社所在地：宮城
県仙台市、代表取締役社長：一力雅彦）を東北地区のエリアパートナーに迎え、2019年9月18日（水）・19日（木）、全国各
地で行う社長と学生のカンファレンス 「Charming Chairman’s Club TOUR 2019（チャーミング・チェアマンズ・クラブ・ツアー
2019）」 を仙台で開催しました。 
カンファレンスでは「令和の愛されるリーダーとは」をテーマにトークセッションが行われました。東日本大震災を経験した仙台ならではのリー
ダー観は興味深く、今後の組織やリーダーのあり方に対する貴重な意見を聞くことができました。未曾有の災害から復興させてきた精神
力と推進力を持つ経営者と学生が集まった 2 日間をご報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Charming Chairman’s Club TOUR 2019 とは 
全国の中小企業の採用ブランディングや後継者育成に効果的な発信を社長に呼びかけ、社長の学び、ビジネスマッチング、学生との交
流の機会を創出したいとの強い思いのもと「社長チップス」が企画しました。 
カンファレンスとして社長や学生が参加、各地域の社長によるプレゼンテーション、「令和の愛されるリーダーとは」 をテーマに掲げ時代を
牽引するリーダーによる講演やトークセッション、懇親会などの内容で行い、7 月に開催した東京・銀座を皮切りに、福岡、仙台と続き、
年内全国各地で展開。地域で活躍する社長を学生と繋ぎ、その地域で育ち学んだ地域に縁ある学生の積極的な採用 「地産地採
(ちさんちさい）」を応援します。またメディアパートナーとして Forbes JAPAN を迎え、誌面掲載などを通して広くアプローチするとともに、
エリアパートナーとして各地の新聞社も迎え、若い世代と社長同士の交流を促進することで地域活性化の実現を目指します。 

 

■Charming Chairman’s Club TOUR 2019 in 仙台 開催レポート 

日時：2019 年 9 月 18 日（水）・19 日（木）16:00～21:00 

場所：18 日（水）enspace （〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 1-4-9） 

     19 日（木）河北新報社 本館ホール （〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 1-2-28） 

参加者：報道関係者、経営者、学生 約 150 名（2 日間合計） 

 
■主催者挨拶 

株式会社 ESSPRIDE 代表取締役 CEO 西川世一 
「僕たちは『Charming Chairman’s Club TOUR』と題し、全国を廻りながら魅力的な経営者を発掘、今回は

仙台を訪れ、より多くの人に知っていただく取り組みを行っています。この TOUR をはじめた経緯をお話ししますと、

僕は会社を設立して 15 期目ですが、元々は父のダンボール紙器の会社の跡継ぎから始まりました。当時は現在

のような事業を展開しているわけではなく、社員が 1～2 名、パートが 3～4 名の小規模な会社。優秀な若者は集

まらないし、このまま経営していてもほとんどの人に知ってもらえないのではないかと感じていました。その時のもどかし

い気持ちから、全国の中小企業の社長自身が熱い想いを届けられるサービスを生み出し貢献したい！と考えたの

が『社長チップス』です。全国には多くの人に紹介したい素晴らしい会社、面白い会社があるのに、若者は知るチャ

ンスがありません。僕たちはこのプロジェクトを通じて未来を創っていく若者に、魅力溢れる経営者をどんどん紹介した

いと思っています。様々な地域で後継者不足による黒字廃業がたくさんある中で、このカンファレンス TOUR を通し

て、社長と若い世代を繋げ、より多くの会社とその社長の声を多くの学生に伝え、少しでも課題解決に繋がるよう

取り組んでいきたいと考えております。」 

震災からの復興で培われた強いリーダーシップを語った仙台 2DAYS 

中小企業の採用・後継者育成を応援するカンファレンス全国ツアー 地方開催 第 2 弾 

 

 

日時：2019 年 9 月 18 日（水）・19 日（木）16:00-21:00 

場所：18 日（水）enspace、 19 日（木）河北新報社 本館ホール 

参加者：報道関係者、経営者、学生 約 150 名（2 日間合計） 

        「Charming Chairman's Club TOUR 2019 in 仙台」 
    （チャーミング・チェアマンズ・クラブ・ツアー） 

    ～令和の愛されるリーダーとは～ 

経済産業記者会、文部科学記者会、厚生労働記者会、報道関係各位 御中 

地産地採
ち さ ん ち さ い

 



 

  株式会社 ESSPRIDE 

2019年 10月 11日 

2 

 

■エリアパートナー挨拶 
株式会社河北新報社 営業局 営業部 兼 業務推進部 デジタル担当 八重嶋拓也氏 
「仙台の経営層の方々は、熱意もあるしすごくいいビジネスをしているのに、採用に非常に苦労されていると聞いて

います。学生と経営者のつながりが足りないことが一因ではないかと思っていまして、地元メディアとしてそのようなイベ

ントを作っていかなければならないと感じていました。まさに今日がその場で、我々も微力ながらエリアパートナーとし

て、経営層の皆様とご参加いただく皆様の広報をお手伝いさせていただきます。今日をスタートとして継続していけ

ればいいなと思っています。 

今日ご登壇いただく皆様も素晴らしい方ばかりで、よい一日になることを楽しみにしております。」 

 
 
 
 
 
【9 月 18 日（水）】 
 
＜Keynote＞ 
 
 
 
 
チームのカラーやイメージ付けにおいて、選手や監督のキャラクターが大きく影響するのが当然のスポーツ界で 
“経営者”としてメディアや SNS を活用した積極的かつ戦略的な情報発信をしている島田慎二氏に 
「会社のために社長が“キャラ”を立てること」の重要性をお話しいただきました。 
 
株式会社千葉ジェッツふなばし 代表取締役会長 島田慎二氏 
「キャラを立てるといってもどういうキャラになるのか、どういうキャラを演じるかが重要です。 

『中小企業＝社長』と捉えるならば、どういう会社にしていきたいのか、どういう会社でありたいかといった

方針や方向性にフィットするようなキャラクターを経営者が演じるべきです。まずは最上位概念を設定し

ないとキャラも設定できないということです。 

千葉ジェッツの経営理念は『千葉ジェッツを取り巻く全ての人たちと共にハッピーになる』ということです。し

かし私が社長に就任した当時、千葉県内でもチームがあまり知られていないような状態でした。知っても

らうために、とにかく目立ってメディアに取り上げてもらおうと、『チャレンジャー』というキャラ設定をしました。

チャレンジャー、要は『やんちゃキャラ』。そういう人を法人として演じると決め、“バスケット界初”とか“スポ

ーツ界初”みたいなことがあれば、いい悪いではなく、どんどんやっていくことにしたのです。 

我々で言うとファン、企業だと消費者にとっては、社長の考えや商品ができた背景などの裏話を公開し

ていく方が応援したくなるし、手に取りたくなるに決まっていると思っています。そういう裏話も言わなけれ

ば知ってもらえないので、発信していくことが大事。私自身は SNS を活用しています。おすすめは

Twitter。匿名だからチームへの不満やクレーム等もいっぱいきますが『消費者ってこういう風に見てるん

だ』と経営者が感じられるのがいいところです。社長がいろんな場に出て話すことで、社員にも『社長って

そういう苦労話があったんだ、そういう考えがあったんだ』と知ってもらえるし、社内外にポジティブに貢献し

ていくと思います。みなさん最初は『社長、目立ちたがっているんじゃないの～』って思われるかと心配する

かもしれませんが、3 日もすればみんな慣れます、大丈夫です（笑）。 

『前に出るのは苦手なので・・・』ということではなく、“仕事”なんだと思いましょう！ 

一番大事なのは、『中小企業と中小企業の社長は、ほぼほぼイコール』ということです。元気な会社は

元気な社長だし、元気な社長がいたら会社が元気になるし。因果関係はあると思います。 

理念や商品に込められた想いや、社員とのエピソードなどを発信していくことで、将来入社するかもしれ

ない学生に届いて、採用に効果的な役割を果たすことも出てくると思います。 

業績を上げること、社員を幸せにすること、理念を実現することが会社の社長の務めだとするならば、 

それを実現するために『自分が自ら前に出ること』が有効手段の一つであるということを頭の片隅に置いてもらえたらと思います。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 「社長は会社のためにキャラを立てよ」 

登壇者：株式会社千葉ジェッツふなばし 代表取締役会長 島田慎二氏  
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＜Talk Session＞ 
 
 
 
 
 
 
 
大学生として学生団体やプロジェクトリーダーを務める皆さんに、どんな社長や企業に 
魅力を感じるか、若い力を必要としている社長が優秀な学生にアプローチするには 
どんな働きかけや姿勢が求められているのか語っていただきました。 
 

東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 4 年 小林稜平さん 
（Tohoku Space Community 代表） 
「僕は東北にいる宇宙の好きな人が気軽に集まれるコミュニティをつくる学生団体の代表をしています。学年や年齢

関係なくディスカッションなどをして高め合える交流の場を作りたくて団体を立ち上げました。今は学生だけでなく社会

人も含めて宇宙が好きな人が集まって活動しています。イベントに来た人が満足そうな顔で帰っていくことと、そこで

出会った人たち同士でまた新たな拡がりが生まれることにやりがいを感じます。 

僕が団体のリーダーとして目指しているのは、アニメ『ONE PIECE』の主人公であるモンキー・D・ルフィです。ルフィは

『海賊王になる！』という夢を持っていて、同じ船に乗っている他の仲間もそれぞれ違う大きな夢を持っています。自

分の夢を叶えるためにそのチームにいることが最適だと判断して集まっていて、みんながリーダーの夢にも共感して頑

張っています。そういうふうに、それぞれが自分の夢を達成するために、ここにいたら自分が成長できるんだ、というチ

ームを創れる人が、理想としているリーダー像です。 

地方で学生を採用するためには、僕はインターンを取ることが効果的だと思います。地方だと就活していても企業を

探しづらいですし、インターンも募集が少なく、ほとんど東京ばかりです。夏休みを使ったり休学してインターンに行く

学生もいます。僕は仙台でインターンをしていますが学生からの応募が多く、地方の学生はスキルアップの場を求め

ているのかなと思います。またインターン先を探す中で、地元にこんな企業あったんだ！と発見することも多いので、

出会いを創るという意味でインターン学生をとるのは地産地採にとってすごくいいと思います。」 

 

東北大学 農学部 生物生産化学科 3 年 浅井深志さん  
（Beyond Café 東北支部 代表） 
「僕は学生を対象にキャリア面談や企業と学生のマッチングイベントを行っています。仙台の学生の就職活動を見て

いると、やはり東京に出ていく人が多いです。その要因として『自分は将来何がしたいんだろう？』、『どういうふうに働

きたいんだろう？』と真剣に考える中で、具体的なイメージをつかむには東北にいるだけでは厳しいと感じて東京に行

く人が多いと感じます。仕事のやり方を知っている東京で働くっていう人が増えていると思います。 

学生の就職活動支援をしていて、さらに僕自身も学生として、働いている大人がかっこいい！と思える場所が少な

いなと思います。就活イベントやマッチングイベントで、就活頑張るぞ！と目の色を変えて動き出す学生は、そこに来

てくれた社会人の中で『こんな楽しい働き方があるんだ』という魅力を感じさせる人に出会って、モチベーションが上が

ることが多いです。なので、学生を集める上で、会社で働く『人』が大事なのではと思います。 

自分がすることに一つひとつ理由を持てる人、かつ、人が何かするときに理由を与えられる人は、すごくいいリーダーだ

と思います。」 

 

 

東京大学 文科二類 2 年 平河大斉さん 
（Business Contest KING 実行委員会 代表） 
「僕は人を動かせるリーダーの魅力ってなんだろう、ということを知りたくて、団体の代表になりました。グループディスカ

ッションなどで、論理的に話しているけど心に刺さらないというか、人が動いてくれないなと思う場面がありました。そう

いうときに、論理ではなく『人の魅力で人が動く』ということがあるんじゃないかと思って。例えば僕の横に孫正義がい

て、孫正義が僕と同じ発言をしたら『ああ』って納得する人がいるんじゃないかなって思ったんです。じゃあ、その『人の

魅力』ってなんだろうと考えて、いまチャレンジしています。リーダーをやっていてやりがいを感じるのは、モチベーション管

理ですね。人によって、何で動き出すかっていうきっかけが全然違っていて、それを探りながら動き出させることが楽し

いです。 

魅力的なリーダーというのは、場面に合わせた顔を出せる人だと思います。人に対して話すときも、4 人に話すとき、

大勢の前で話すとき、1 対 1 で話すときで、心に刺さる話し方や伝え方というのが全然違うと思います。対面で言う

のか、SNS や文章で伝えるかでも違っていて、それが使い分けられるリーダーは強いなと思います。 

企業から学生へのアプローチに関してよく感じるのは、会社の HP や採用案内に事業内容は掲載されているものの、

日ごろの業務の実態が想像しにくいということ。こんな社員がこういうふうに PC に座って作業して、何時になったら営

業に行ってというような、具体的な働き方が見えない。そこまで見せてくれたら業界に関係なく人が集まるんじゃない

かと思います。」 

 
 
 

1 部 
テーマ 「学生が語る、求めるリーダー像」 
登壇者：東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 4 年 小林稜平さん 
      東北大学 農学部 生物生産化学科 3 年 浅井深志さん 
      東京大学 文科二類 2 年 平河大斉さん 
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＜Talk Session＞ 
 
 
 
 
 
 
 
ジュニアサッカースクール運営や障がい者支援を行う中、 
指導者の人間性が最も重要として経営理念に掲げる前田社長、 
東日本大震災をきっかけに世界に向け東北の魅力を発信するインバウンド事業を行う齊藤社長、 
エンジニア育成、ベンチャー支援事業の全国展開として、仙台でシェアオフィス・コワーキング施設「enspace」（当日の会場） 
を運営する吾郷社長に、東北企業が次世代を惹きつけるためのオリジナリティ、情報発信についてお聞きしました。 
 

株式会社ゼンシン（宮城） 代表取締役 前田忠嗣 氏 
「ロジェ・ルメールというサッカーの元フランス代表監督が言った『指導者が学ぶことをやめてしまったら、教えることをやめな

ければならない』という名言があります。まさにその通りで指導者が成長しないと子供たちは成長しません。会社も同じ

で、社長が成長しなければ会社も成長しないと考え、現在の”『指導者そのものの人間性の向上』を実践し、『人間

性一番企業』を目指す”という経営理念に至っています。 

また弊社のビジョンに「障がい者と健常者の共生社会を実現する」というものがありますが、これは社会課題でもありま

す。私たちは子どもたちに障がいがあっても社会に出て仕事をして、自ら QOL を追求できるような生活をしてほしいとい

う想いのもと、サッカーを通じて子供たちを明るく元気にして社会に送り出すことに取り組んでいます。障がい者の就労

支援もやっていますが、今年、障がい者の人たちと4年かけて育てたブドウをワインにして販売することができました。ワイ

ンってかっこいいイメージがありますよね。かっこいい仕事をしてもらいたいなという想いがあってワイン作りを始めたんです。

こういった取組みをする中で、先日『仙台未来創造企業創出プログラム』の認定企業になったり、メディアに取り上げて

もらう機会が増えたりして、共感していただけているのかなと思いますので、これからも発信していきたいと思っています。 

私のリーダーシップ論は、人の嫌がることに取り組むことでリーダーになっていける、ということです。震災の時にボランティア

などで東北に来て、そのまま起業されている方が沢山います。大変な時に大変なところに入ってきて、そこでリーダーシッ

プを発揮して、人々と課題を解決していったことが事業に繋がっているんですね。私自身も、若い時にうまくいかないこと

をどうやって乗り越えられるかと考え、尊敬するイエローハット創業者の鍵山さんを真似て会社のトイレ掃除を始めまし

た。そこから一緒に働いている人の心が変わってきたんじゃないかなと感じて、14 年以上続けています。次世代の若い

人に対しては特に、嫌がるようなことに取り組む姿勢を見せることがリーダーシップにおいて重要なのではと思います。」 

 

株式会社 VISIT 東北（宮城） 代表取締役 齊藤良太 氏 
「地元が仙台で、アメリカの大学を出て、東京で就職し、一番長くいたのは外資系の IT企業。グローバルを行き来して

仕事をしてきて、いま地元に戻って地方創生を仕事にしている一番の要因はやはり 2011 年の 3.11 の東日本震災

です。外資系 IT 企業に勤めていた時で、その日はたまたま出張で石巻市役所に行ったんです。東京から新幹線に乗

り、レンタカーで向かう途中に高速道路で被災して。5 日間くらい缶詰になっている中で、何かをやらなきゃという思いに

駆られて U ターンして、とくにつてがあったわけでもありませんでしたが事業を始め、現在に至っています。 

インバウンド事業をやっていて海外の方に一番ウケるコンテンツは『THE・ローカルコミュニティ』なんですよ。仲のいい中

国人 2 名を僕の実家に招いて、母のごはんを提供したり父とバカみたいな会話をしたりしたことがあるんですが、その

THE・ローカルな日本の田舎の体験が一番よかったと言っていました。愛すべきローカルコミュニティや地域の魅力を世

界に発信するのは、とても意義があることだと思います。学生の皆さんも、これからどこに出て行っても、皆さんが心に思

っている場所や、地元のこんなところ超好きだよ！っていうのを、自信を持って発信していただければいいなと思います。 

地方で若い世代を惹きつけるためには、やはり面白いことをやろうよってことが重要かなと。僕たちは丸森町で生タピオカ

屋『どっと堂（dot do）』という店をやっています。丸森町にキャッサバを植えてタピオカ粉を作って、地産地消型のタピ

オカっていう発信をしたら話題を集めて、仙台や福島からお客さんが来てくれて、丸森町に行列ができるという現象が起

きています。人の多い仙台でやればもっと楽じゃんって言われるんですけど、僕らは逆転の発想で、人がいないところで

面白いことをやっていこうと考えています。そして地域に還元できる仕組みになっているっていうのが、戦略的で面白いや

り方かなと思います。また、人と人とのつながりは大事にしています。常日頃、些細な縁も大事にするよう心がけていると、

情報発信にも効果的に働いてくるんじゃないかと。全てはコミュニケーションだと思います。」 

 

株式会社エンライズコーポレーション（東京） 代表取締役 CEO 吾郷克洋 氏 
「この enspace を作った経緯をお話ししますと、東京で未経験者を IT エンジニアにする学校を作って全国展開すると

きに、最初に地元の広島に支店を作り、次に福岡、大阪、札幌、シリコンバレーに作って、実は東北は抜けていたんで

す。3 年前、初めてシリコンバレーで体験したシェアオフィスやコワーキングスペースで働いている人たちのエネルギーとか

空気感にワクワクした状態で仙台に来たんです。仙台の経営者や地域で活躍している方たちと話していると、震災で

の痛みがあったからこそ変えていこうという、戦後の日本のようなエネルギーが東北にあるなと。人のエネルギーとか、場の

エネルギーとかポテンシャルを非常に感じて仙台に支店を作ろうとシェアオフィスを探したんですけど、そういった場所がなく

て。せっかくのエネルギーが集まるコミュニティがなかったので、自分で作ろうと思ったんです。ここのコンセプトは「人が集ま

って、ビジネスが生まれるコミュニティ」。人と人が出会う”縁”をつなぐ場所、”応援”する場所、ビジネスとなってお金の”

円”を生む場所。そんなスペースを作ろうということで、「enspace」を仙台に立ち上げました。 

2 部 
テーマ 「次世代を惹きつけるオリジナリティ溢れる発信とは」 
登壇者：株式会社ゼンシン（宮城） 代表取締役 前田忠嗣 氏 
      株式会社 VISIT 東北（宮城） 代表取締役 齊藤良太 氏 
      株式会社エンライズコーポレーション（東京） 代表取締役 CEO 吾郷克洋 氏 
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僕の学生や若手社員へのアプローチは『将来活躍したい、じゃあ君の武器、チカラ、強みってなんだ？そういうものを持

つ必要があるよ』、という問いかけ、気づきを与えるところから始まります。それで一つの提案としてエンジニアにならないか

と集めたわけです。5 年間で約 200 人を IT エンジニアに育成して、全国で活躍しています。特徴的なのは 4 割が女

性ということ。女性は将来のライフプランを考えるうえで、年齢で判断されないこと、どこでも働けることが重要で、そのた

めに専門性を高めたいという思いが強いので、IT エンジニアというのがはまったんだと思います。 

若い人のために、僕は『お母ちゃん的な経営』をしていて、東京の場合、全寮制にして会社の周りに住まわせて、会社

内にキッチンと bar を設けて、そこでごはんを食べることができるようにしています。人が学ぶ環境は子供が育つ環境と一

緒だな、と思っていて、徹底的に学べる環境を作ることが目的です。学んだ先の出口はチャレンジする環境なのだと思

いますが、若い人たちがやってみようと思った時に、不安がなく、ふっと一歩前に足を出せる環境作りはしています。」 

 

＜Talk Session＞ 
 
 
 
 
 
 
 
震災で行き場をなくした着物リメイクで地域の待機児童問題を解決しようと立ち上がった櫻井社長、 
仙台に本社を置くことにこだわり、障がい者の就労支援を通して 
「ノーマリゼーション型社会の実現」を目指した発信をしている白石社長、 
明治 6 年から続く地元で親しまれてきた酒蔵を震災を機に移転、最年少女性杜氏を誕生させるなど、決断力が光る新澤社長に 
仙台の伝統と魅力の継承について、次世代リーダー育成に対する考えについてお聞きしました。 

 
株式会社サムライアロハ・株式会社仙台買取館（宮城） 代表取締役 櫻井鉄也 氏  
「宮城県岩沼市の農家の生まれで、東京に出て働いていましたが、震災の津波で流された実家を何とかしなけれ

ばと戻ってきました。僕は鑑定士をしていたので近所の若者を集めて鑑定を教えて、買取業を始めました。次に、風

評被害を何とかしようと、お米を牛乳屋さんに配達してもらったら高く売れるんじゃないかと思いつき、牛乳屋さんと

提携しました。最後に、うちの地域は津波で保育園が流されて待機児童がたくさんいたんですが、保育園を作ろう

にもそんなお金もノウハウもなくて。じゃあ津波で流されて行き場をなくした着物がたくさんあるから、お母さんたちが子

育てしながら内職できるようにしようぜって、着物リメイクのサムライアロハを始めました。そしたらそれがテレビで世界

中に配信されて、タレントの山口智充さんに衣装提供させてもらうことになったりして。儲けようということではなく、あく

までも目の前の人を何とかして助けなきゃ、ということで会社を作っていたら今の規模になっていました。 

僕は一生懸命働く人には人がついてくると思って一生懸命働いています。サムライアロハも、収益を上げようとか上

場しようとかではなく、待機児童の問題を解決して、みんなでお金をためて保育園を作ろうっていうのが目的です。そ

この目的が正しいからこそいろんな人が協力してくれんだと思います。学生の皆さん、例えば「俺お金持ちになるから

お金貸してくれよ！」と言うのと「俺この社会課題解決したいから助けてくれよ！」と言うのでは、どっちが人とお金が

集まると思いますか？目的が正しければ、必ず人とモノとお金は集まります。でも目的が不純なら絶対無理です。 

めちゃくちゃ会社がピンチだった時、あらゆる手を尽くしてももうダメだ、と泣きながら会社に行ったら、従業員みんなが

自分の貯金を下ろしてお金を作ってきてたことがあったんです。その時にどんな素晴らしいビジネス・サービスだろうが、

理念だろうが、会社にとって大事なのは最終的に『人』なんだと思いました。会社というのはでっかい木みたいなもの

で、いろんな植物とか虫たちがいます。愛されるリーダーというのがあるとすれば、僕は全員を愛したい。世の中、それ

ぞれのビジネスでみんなが幸せになる世界を築きたいと思っています。」 

 

株式会社チャレンジドジャパン（宮城） 代表取締役 白石圭太郎 氏 
「ふと日本を良くしたいと思って、何ができるかなと考えていた時にたまたま障がい者福祉に出会いました。日本の就

業人口は約 6 千万人で、障がい者の法定雇用率は 2.2%です。6 千万人の 2.2%は約 120 万人になりますが、

実際の障がい者雇用の数は 53 万人で 70 万人以上のギャップがあります。障がい者の数は人口の約 6%と言わ

れているのでさらに乖離している。日本を良くする、強くするために GDP を増やすには絶対労働力が必要なので、

働ける障がい者は働ける状況をつくりたいということで、障がい者の就労支援に取り組みました。その中で「ノーマリゼ

ーション」という理念にも出会いました。デンマークのバンク・ミケルセンという人が唱えた福祉の基本的な理念で、「障

がい者も健常者と同じような生活をする」ということです。障がい者が健常者と同じ生活をするために必要な 3 つの

要素は「仕事・くらし・余暇」です。仕事をするということは一人ひとりが役割を持つことだと思います。私たちは「ノーマ

リゼーション型社会」というものを、全ての人に役割がある社会と定義して、就労支援の取り組みをさせていただいて

います。 

障害福祉の分野では、モノを安く売りたがるんですね。たぶん自信がないから。私たちはそこに一石を投じたいと、

「RATTA RATTARR（ラッタラッタル）」という障がい者のクリエイターによるデザインとクラフトのブランドを設立しまし

た。いいものを高く売れる仕組みとして作っていきたいと思っています。 

僕がリーダーとして大事にしているのは「身口意を一致させる」、つまり行動と言葉と自分の思いを一致させるというこ

と。これはすべての社員、お客様、社会の皆様に見透かされるものだと思いますので、常に心がけています。 

仙台の魅力を発信していくにはどうしたらいいかというのは、やはり仙台を愛する気持ちだと思います。私自身が事

業規模を大きくしてもずっと本社を仙台において仙台に住んでいることは愛する仙台への貢献かなと思っています。」 

3 部 
テーマ 「次世代へ継承したい仙台の伝統と魅力」 
登壇者：株式会社サムライアロハ・株式会社仙台買取館（宮城） 
      代表取締役 櫻井鉄也 氏 
      株式会社チャレンジドジャパン（宮城） 代表取締役 白石圭太郎 氏 
      株式会社新澤醸造店（宮城） 代表取締役 新澤巖夫 氏 
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株式会社新澤醸造店（宮城） 代表取締役 新澤巖夫 氏 
「父の代で経営が傾いて売上の半分は借金返済、人も集まらない、というかなり厳しい状況があり、できることと言

えばお酒の品質を上げることだけ。そうやっていたら首都圏の感度の高い方からオファーがあり、飛行機のファーストク

ラスで出してもらえることになったりして、やっと回復してきた矢先に東日本大震災が起きました。酒蔵は全壊。 

その後、仙南地区の川崎町に震災で廃業した酒蔵が競売に出されていて、元の場所からは離れたその物件を購

入して再開しました。地元からは「この町から出ていかないでくれ」という陳情もあった中、宮城県の全部の酒蔵が被

災したため下見に来られている蔵元さんも結構あったので、早い決断が求められる状況でした。やむを得ず酒蔵は

移動しましたけど僕らも地元を離れたくなかったので会社だけは元の場所に置いています。 

2018 年に当時 22 歳の女性を杜氏にしました。全国最年少の女性杜氏ということで驚かれました。 

僕が17年間杜氏をやってきて、だんだん社長業も忙しくなり外に出ることが多くなった頃、僕が不在の時に先回りし

て仕事するようになったのが彼女です。じゃあそのままトップになるか、と彼女中心に酒造りをしていたら、去年、ベル

ギーのコンテストで世界一を取ってしまって。それを機に正式に杜氏を交代しました。 

僕自身若い時に苦労したのがいい経験だったと思っていて、若い子がトップになるといい意味でたくさんの人から叱ら

れるので、それが彼女にとってよかったなと思います。年をとってから偉くなると誰からも注意されないですから。いま彼

女も表彰式などで外に出ることが増えて、社内ではまたトップ不在の現場を引っ張る新たな 2 番手が次を狙うぞ、と

いうことが起きています。うちの 2 番手はアメリカ人の男の子なんですが、虎視眈々と狙っていますよ（笑）。 

会社って調子のいいときは何しても調子いいんですが、駄目になった時に社長の力が問われると思います。一番つら

い時に踏ん張れる仲間がどれだけいるか、そういう社員としっかり向き合ってやれているか。福利厚生をよくして人を

集めるのもいいですが、やっぱり大好きな仕事をしてもらった方が、会社を愛してもらえるのかなと思います。うちで言

うと、高いお酒も一生懸命作るし、500 円もしないワンカップでもめちゃくちゃいいのを飲んでもらおうという気持ちで

やっています。大事にしたいものは何かをベースに考えると、求める人材同士がマッチングするのかなと思います。 

仙台って、すごく住みやすくていいですよね。戦う場所としてどうかという観点はあるものの、環境のいい中でのびのび

やれるからこそ、世界一が生まれるとかトップを狙えるっていうこともあるのかなと思います。地方だからこそ、何かに特

化して尖ったスタイルっていうのは、面白いんじゃないかなと思います。」 
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【9 月 19 日（木）】 
 
＜Talk Session＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

地元の若手経営者が集まる商工会での経験から、組織とリーダーについての成功体験を持つ赤間専務、 
震災直後から旅館の女将として地域を元気づけ、リーダーという存在について改めて考えたという阿部女将に 
地域に愛されるリーダー像と組織作りについてお聞きしました。 
 

株式会社システムエイジ（宮城） 専務取締役 赤間太地 氏 
「私は名取市の若手経営者が集まる『名取市商工会青年部』に所属していて、そこでリーダーの存在を深く考える

機会がありました。もともとの青年部はトップダウン的な組織だったのですが不満が溜まって部員がどんどんいなくなっ

ちゃって。経営者の会で、要はリーダーの集まりなので、基本的に上からあーだこーだ言われると嫌になっちゃうんです

よね。なので、世代交代のタイミングで私たちは『一人ひとりがリーダーである』というスタンスで進めました。この中で

私たちが考えるリーダーの定義を『チームの目標を達成するために必要なことをやる人』としました。そうすると、一人

ひとりのリーダーたちが目標達成のために動くようになって、一人に負荷がかかるような従来のリーダー像よりも、どんど

んうまく、そして早く目標を達成することができるようになっていきました。 

私は、お客様の問題を一緒に考えて、一緒に解決するようなリーダーになりたいと思います。私たちの業界だとお客

様が販売会社の言うことを鵜呑みにして、結局なにも問題が解決していないということがよくあります。私はお客様の

幸せを目的としていますので、お客様が私と一緒に考えて問題解決に取り組む、私もお客様も成長していく、そうい

う導きができる人がいいリーダーだと思っています。 

地域のリーダーとして伝えたいことは、東北には光るタレントがたくさんいるということ。いろんな能力を持っていますし、

とにかく経験豊かな人材がたくさんいるということを、この場で全国にアピールしたいと思います！」 

 
南三陸ホテル観洋（宮城） 女将 阿部憲子 氏 
「震災時を振り返りますと、初期対応が特に重要で、当日もそれ以降もリーダーが非常に重要であると感じました。 

誰も経験したことのないような出来事に遭遇し、築いてきた財産が一瞬にして失われて泣き崩れる人が次々と増え

ていく中で、負の連鎖は早いですから、リーダーができるだけ早く方向性を伝え、みんなの気持ちを一つにする必要

性がありました。極限状態で、平時にできていないことは有事にはできないとも思いましたし、リーダーは一人では不

十分だということも感じました。リーダーの気持ちがわかる人、リーダーに協力する人がいないと物事が進まず、そうい

う意味でリーダーの育成は非常に重要だと実感しました。 

甚大な被害を受け、黒やグレーの世界になってしまった町で、どうやって明るさや活気を生み、少しでもポジティブな

状態にできるかと考えている時、若い方というのはいるだけで明るくて元気印になりますし、情報発信も上手なのでと

ても重要な存在でした。直後は、宿泊客が助かっていることも伝えられない状況でしたが、少しずついろんな情報発

信ができるようになって。若い方たち主導で元気発信をしようと取り組んだりしました。このことがきっかけで、雰囲気

だとか、”気”のような、目に見えないものもリーダーシップにおいて大事だなと思っています。大切にしているのは一人

ひとりの想いや背景に対する気配りです。当時で言えば、時間や交通費をかけて応援に来てくださっている方にきち

んと感謝の気持ちを伝えたいとか。助けたい人と困っている人がうまくマッチングするような役割も意識していました。 

私は愛されるリーダーとは「愛される社員をどれだけ作れるか」ということだと思います。昔のような力ずくのリーダーシッ

プでなく、現代のリーダーには総合力が求められると思います。感謝の気持ちを忘れないとか謙虚さだとかいろんなキ

ーワードがあると思います。地域に愛されるリーダーとしてのキーワードは、やはり『地域と共に』です。地域がよくなると

会社の繁栄にもつながると思いますし、すべての方がそう考えると日本中が元気になると思います。それと誇りを持つ

ことも大事だと思います。宿泊業は町の人の代表のように捉えられることも多く、「南三陸の人がこんな人だった」「気

仙沼の人はこういう行動をしていた」とか、そういう評価にもつながります。震災を機に、若い人たちにも意識を高くし

て仕事に取り組んでもらえて、それが誇りということにつながったかなと思います。 

東北はやや全国的なレベルで遅れているとか暗いとか、マイナスのイメージを持たれているかもしれませんが、自然が

豊かだったりおいしい食べ物がたくさんあったり、恵まれた環境ですので、その魅力を伝えられたらと思います。 

謙虚さを失わず、誇りを持ってそれぞれの人づくり地域づくりに邁進できればと思っております。」 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 部 
テーマ 「地域に愛されるリーダーとしての組織作り」 
登壇者：株式会社システムエイジ（宮城） 専務取締役 赤間太地 氏 
      南三陸ホテル観洋（宮城） 女将 阿部憲子 氏 

立教大学ビジネススクール教授、社長チップス応援団長  田中道昭 氏 

 （ナビゲーター） 
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＜Talk Session＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

学生がナビゲーターを務め、東北の学生リーダーたちとの意見交換で盛り上がった 
トークセッション。それぞれが魅力的に感じるリーダー像のほか、メンバーから仙台・東北を活性化するための提案も挙げられました。 
 

東北学院大学 経済学部 共生社会経済学科 4 年 五十嵐旬さん 
（SUT! 代表） 
「僕は『ナイタツサロン』という就活サロンを運営していて、就活を終えた４年生や社会人に気楽に相談できる場を

提供しています。始めたきっかけは、将来を考えるときにロールモデルになるかっこいい大人をたくさん見れたら『自分

はこういう風な人になりたいな』と目指すキャリアを見つけられるのかな、と思ったことです。いろんな社会人に会う機

会があることで、キャリア選択の幅を広げてほしいなという想いで活動しています。 

学生が中小企業を取材して本を出すという企画もやっています。『東北にいる魅力的な企業のブランディングをする』

ということと『学生が学生のために作る就活ガイドブック』というのがテーマで。就活サイトとかには載せていないけどめち

ゃくちゃいい企業ってたくさんあると思っていて、そういう魅力的な企業を次世代に伝えたいので、僕らの目で確かめて

リサーチをして選んで、掲載させてくださいとお願いして作っています。 

全国の社長さんを見てきたわけではないので比較はできませんが、仙台の社長さんは社員に対しての想いとか、地

域に対しての想いがとても強い方が多いなと思っています。でもやっぱりそういう素敵な大人に出会えないというのが、

地方の大きな課題だと思います。若い人の働く大人のイメージって、疲れた顔で電車に乗っているイメージしかなくて、

仕事って嫌なものだって思ってしまう。そういうのを覆せるような明るいイベントとかがあればいいなって思っています。

働くのって楽しいって思える環境が必要だなって。 

令和の時代にリーダーとして愛されるには、1 つは『ぶっ飛んでいる姿を見せてあげること』だと思います。人が絶対や

らないようなことを率先してやるような人とか、当たり前のことを一生懸命にやる人ってどちらも魅力的だと思うし、リー

ダーに向いていると思います。２つ目が、『思いやりがあって人間味がにじみ出ている』人ですね。何にも縛られず、

想いで動く自由人みたいなイメージですね。 

地方活性化については、このくらいでいいかなと思うと、思考が止まってアイデアが出て来なくなると思っています。『活

性化されている状態を諦めなければ、活性化される』と思います。」 

 
東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 4 年 小林稜平さん 
（Tohoku Space Community 代表） 
「僕はわりと夢とか想いとかに共感するタイプなので、自分の事業への想いというのを伝えられる、それを若者に届け

られる社長が魅力的だなと思います。SNS などを使って自分に実際にあったことを積極的に発信していくと、キャラが

ついてくるし、応援してくれる人も増えると思います。苦労話とかを包み隠さず話してくれる人は、実はこんなに頑張

っているんだ！と、魅力的に感じますね。 

仙台に限らず地域の商店街ってコミュニティが大事だと思います。例えば朝市はただモノを買いに来るだけじゃなくて、

そこにいる人との会話を楽しむ場所だと思うんですね。コミュニティを広げるために、今まで朝市に来なかった人や知ら

なかった人が来やすいようにキャンペーンとかをやっていくと、人が集まって活性化するんじゃないかなと思います。」 

 
 
 
東北学院大学 文学部 英文学科 4 年生 廣嶋竜司さん 
（人十色 代表） 
「起業したきっかけは、とあるビジネスコンテストで現在の当社の CEO がプレゼンした事業に興味があったので声をか

けたら、彼も人手が足りないので一緒にやろう！となったことです。僕もそれまでに社長さんに会う機会も多くて、新

卒の方が辞めていくという悩みが多いと聞いて、どうにかできないかなという想いがあったので、株式会社 prezy でや

らせていただいています。自分も去年までいろんなサービスを使って就職活動をしていて「人がどんどん辞めていくよう

な社会ってどうなんだろう？就職できても辞めていくようなサービスを使い続けるってどうなんだろう？」と思っていて。こ

れを変えたいと思って、就活サービスの第３勢力になろうと思って始めました。 

仙台の社長さんたちにお会いすると、熱い想いを持っているんですけど、あまり出せていない印象があります。そこが

学生との出会いにおいてネックになっているなと思うので、僕らが熱い想いを前面に出せるようなサポートができれば

いいなと思っています。 

顔出しをしている、つまり人前に出ている社長は魅力を感じます。積極的に誰かと関わろうとするって、魅力的だな

って。今日のイベントのように現場に出て学生や他の社会人と関わる機会を持っている人は魅力的だと思います。 

SNS でブランディングするなら、飾らず、がむしゃらにやっているところとかも出していくといいと思います。 

仙台を活性化するという点でもやはり顔出しが大事だと思います。青森で犬のわさおとおばあちゃんが有名になった

ように、名物があると地域が活性化するんじゃないかと思います。」 

2 部 
テーマ 「学生が語る、求めるリーダー像」 
登壇者：東北学院大学 経済学部 共生社会経済学科 4 年 五十嵐旬さん 
      東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 4 年 小林稜平さん 

東北学院大学 文学部 英文学科 4 年 廣嶋竜司さん 

大阪大学 医学部 医学科 6 年 藥王俊成さん（ナビゲーター） 
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＜Talk Session＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
アメリカでの外国人ルームメイトからの言葉、そして震災によって自ら価値観が変えられる経験をした千葉社長、 
石巻で水産業を復興するだけではなく生き残った者として日本の水産業に革命を起こすことが使命と語る津田社長、畜産や農業をかっ
こいいものにしたいと取り組む志村常務に、いま、そしてこれからの仙台に必要なリーダーシップについてお話しいただきました。 
 

有限会社マイティー千葉重（宮城） 代表取締役 千葉大貴 氏 
「IT バブル期に東京でいわゆるヒルズ族のようなキラキラした人たちと仕事で関わって、モノも人もどんどん消費される

のを見て、豊かさって何だろう？とすごく考えた時期がありました。親の会社が借金だらけになった時、僕はアメリカに

いて、紛争で目の前で家族を失ったミャンマー人のルームメイトに『俺は家族がいないがお前には家族がいる。借金

がなんだ。すぐに日本に帰って親を助けろ』と言われて、その境遇や価値観の違いが衝撃で。それをエネルギーに日

本に来て働きました。 

会社が再生して、家族もできて、これから何をやろうと思ったときに東日本大震災が来ました。その時、家族を助け

るために日本に帰ってきたことは、この大きな災害の予行練習だったんじゃないかと思ったんです。被災地に入ってい

ろんな仕事をやって、今の会社のベースもできたのですが、そこで東北だけでなく全国各地に熱い想いを持った仲間

がいるんだとわかりました。すごい人たちがいっぱいいて、彼らと競争しながら、アメリカで叱咤激励してくれたミャンマー

人とその亡くなった家族や、震災後に動いてくれた彼らに対して、『こんなになったぞ！』と言えるような町、地域づくり

をしていきたいなと思います。 

僕は今、サッカーで地域から日本代表を育てようという活動の統括をやっています。地域の中で世界で戦えるリーダ

ーを育てていきたいと思っています。」 

 

株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング（宮城） 代表取締役 COO 津田祐樹 氏 
「僕は今、水産業に革命を起こそう！ということを必死でやっているんですが、そもそもそんなに水産業は好きじゃな

かったんです。実家が魚屋だったから手伝ったというだけ。震災が来て、最初、これで辞める口実ができたと思ったくら

い。その日は催事で仙台にいて、石巻の実家に帰ったのは 5 日後、町の状況に唖然としました。津波で同級生が

亡くなっていて、彼が震災 3 日前に書いたブログに子どもが生まれたばかりで仕事も大変になるけど家族のために頑

張るよとあったのを見て、自分のことだけ考えて逃げようとしていた自分が情けなくて涙が止まりませんでした。石巻で

最も被害を受けた水産業に自分が携わっているのはつまり、やれってことだと使命感を覚えてスイッチが入りました。

亡くなった彼のお子さんや奥さんが路頭に迷わない社会を作るっていうのが僕の使命だと思っています。どうせやるな

ら、石巻の復旧・復興とか生ぬるいことじゃなくて、日本の水産業を全部ひっくり返してやろうというのが信念です。 

リーダーっていうのは、フォロワーがいるからリーダーであって、一人ではリーダーにはなりえません。そう考えると、これか

らのリーダーって難しいなと思います。これまでは何か事を成すときに組織でないとできなかったので必然的にリーダー

シップが必要になったと思うんですけど、令和の時代に入って、必ずしも組織でないと物事を成し遂げられない世の

中ではなくなっています。一人家電メーカーが出てきたり、大手企業と一人の人間が対等に仕事をするっていうのが

当たり前になってきていたり。AI とかベーシックインカムとかが当たり前になってくると、働くこと自体の意義が変わってく

ると思うんですね。個が問われる時代ではリーダーシップというのは組織を束ねるだけのものでなくて、いかに個をうまく

まとめるか。この指とまれで集める人、コミュニティを作る人、そういう役割がリーダーとして重要になってくると思ってい

ます。そういうリーダー像に自分が向かっていくのは難しいなと思う反面、とにかく自分が一番面白おかしくやっていれ

ば、案外面白みとか熱量とかが伝わって、共鳴する仲間が集まってくるんですよね。これからはそういうリーダーシップ

のあり方が重要かなと思います。 

 

有限会社竹鶏ファーム（宮城） 常務取締役 志村竜生 氏 
「東京農大に進学して就職しましたが、戻ったきっかけは養鶏の仕事をすごく楽しそうにやっていた父の姿です。農業

や畜産って家族経営だとそんなに儲からないし、次男だし戻る気はなかったのですが、記憶の中の父がかっこよく思

えて。戻ってきて白石市で地場産品の直売所の立ち上げ事業に携わったんですが、住民や農家のおじいちゃん、お

ばあちゃんに説明会をしたときに、『今更こんなんやっても遅いべ』って言われて。ああ、やっぱそうなんだって。農業っ

て農家にとっても可能性を感じられるものじゃないんだって、はっとしました。それで、僕が知ってる農業のかっこよさを

見せられるようにしたいなと思いましたね。 

震災当時、僕自身は内陸の人間ですが、海の方で皆さんがいろんな活動をされているのを見ても何かできるわけで

はなく、本当に力がないなと感じて。もっと企業としての力をつけたいと思ったのを振り返って感じます。 

僕が思う、愛されるリーダー像は自分のど真ん中をきちんと語れて、それを表現できて、人を惹きつけるような人です。

僕らは家族経営ですが、30 人くらいのスタッフにも家族がいて子供がいます。みんなで一つのファミリーとして、一緒

に強く成長していきたいっていうのが、僕のど真ん中です。面白く楽しく仕事をして、自分のそばにいる人たちを幸せに

したいですね。」 

 

3 部 
テーマ 「いま仙台に求められているリーダーシップとは」 
登壇者：有限会社マイティー千葉重（宮城） 代表取締役 千葉大貴 氏  
      株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング（宮城）  
      代表取締役 COO 津田祐樹 氏 
        有限会社竹鶏ファーム（宮城） 常務取締役 志村竜生 氏  

立教大学ビジネススクール教授、社長チップス応援団長 田中道昭 氏（ナビゲーター） 
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＜Key Talk＞ 
 
 
 
 

「私は上場のオーナー企業に特化した経営コンサルタントをしています。時価総額が１兆円を超えているような経

営者には共通点があって、まず、『夢がでっかい』です。夢を掲げたら絶対諦めないんですよ。夢を実現するために、

今ここで何をするべきかということまで逆算して、徹底的にコツコツ愚直に努力できる、これが 1 つ目の共通点です。

2 つ目は『突き抜けちゃっている』ことです。孫さんもそうだし、アメリカの経営者で言うと、テスラのイーロン・マスクも、

スティーブ・ジョブズも、Amazon のジェフ・ベゾスもそう。彼らは人間性が欠落しているくらい、いっちゃっているんで

す。3 つ目に、『努力は必ず報われる』と考えていること。あとは、一度成功した経験があると、いつでも０から始め

られるっていう感覚をお持ちですね。お金の豊かさだけでなく、心の豊かさだと思います。 

私が初めて経営者と会う時のポイントが３つあるんです。１つ目は『その経営者が自分の事業にどういう哲学と想

い、答えを持っているか』。２つ目は『自分の哲学や想いがきちんと文章化されているか、社内外に伝わっている

か』。３つ目が一番重要で、『哲学、想い、こだわりが、顧客に提供するサービスや商品に練りこまれているか』です。

言うだけでは意味がないですからね。同時に重要なのが『一緒に働いている社員・仲間の行動にも練りこまれているかどうか』。こういう点を見ています。 

日本の大企業と GAFA を比較して決定的に違うのは、大胆なビジョンを掲げて、そのビジョンのもとに事業をしているか、ということなんです。大胆なビジョ

ンとは、自分の事業を通じてどういう社会的課題と対峙するか、どういう新しい価値を提供するかということです。 

東北、仙台は震災で本当に大変な経験をして、社会的課題がまだまだ山積みになっている。だからこそ、ここで起業している人、経営している人に声を

大にして言いたいのは、自分の事業を通じて東北から社会課題と対峙し、東北から新しい価値を生み出そうという想い、まさに大胆なビジョンを持って

取り組んでほしいということです。ここにいる学生の皆さんも大胆なビジョンを掲げてください！そして有言実行してください。先ほど申し上げたように上場オ

ーナー経営者の共通点は有言実行することなんですね。孫さんも最近『今の日本で決定的に不足しているのは”大ぼら”』だと言っていました。大ぼらと

言うと聞こえが悪いですけど、要はビッグ・ビジョン。米中のテクノロジー企業も最初は大ぼらを吹いていたし、孫さんも最初はほらを吹きまくってきたから、

今あれだけの実績と地位があるわけです。だから是非大ぼらを吹いて、有言実行していただきたい。一度掲げたら絶対諦めずに最後の最後まで仲間と

一緒にやり遂げてほしい。重要なのは、大胆なビジョンを考えて掲げることであり、そこから逆算して努力を積み重ねることです。」 

 

■今後の Charming Chairman’s Club TOUR 2019 開催スケジュール 
【大阪】10 月 23 日（水）16:00～21:00 ラグナヴェールプレミア（大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 

 大阪ステーションシティ ノースゲートビルディング 28 階） 

【名古屋】10 月 30 日（水）16:00～21:00 エルダンジュ名古屋駅店（愛知県名古屋市中村区名駅南 4-1-3） 
【札幌】11 月 8 日（金）16:00～21:00 さっぽろテレビ塔 すずらん・はまなすホール 

（北海道札幌市中央区大通西一丁目） 

【広島】11 月 22 日（金）16:00～21:00 いいオフィス広島（広島県広島市中区東千田町 1-1-61  

hitoto 広島ナレッジスクエア 1F） 

【埼玉】11 月 29 日（金）16:00～21:00 ベルヴィ 大宮サンパレス/GLANZ 「ダイアリー」 
（埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-123） 

【沖縄】12 月 6 日（金）16:00～21:00 琉球新報ホール（沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 10 番 3 号） 

●徳島、東京 final：12 月開催 
 
※その他の詳細は Charming Chairman’s Club TOUR 公式サイトにてお知らせさせていただきます。 

 

 
 

 
 

Charming Chairman’s Club TOUR 開催にあたり、経済産業省 大臣官房 商務・サービスグループ参事官 佐々木啓介氏から 

激励のお言葉をいただきました。 

＜経済産業省 大臣官房 商務・サービスグループ参事官 佐々木啓介氏 激励のご祝辞＞ 
（2019 年 7 月 23 日開催、第 1 回 Charming Chairman’s Club TOUR 2019 東京・銀座カンファレンスにて） 

 

社長のみなさんは肌で感じていることと思いますが、日本経済と企業活動を取り巻く環境は日々ものすごいスピードで大きく変

わっています。 

現在は労働生産性向上が大きなテーマですが、アメリカでも日本でも、勢いのある新規上場企業と比べて既存上場企業の

国全体の生産性向上への貢献が大きいことがわかっています。 

つまり既存企業であっても従来のやり方や考え方にとらわれずに挑戦する気持ちがあれば、まだまだ変化や成長ができるという

ことです。例えばこれからの消費・経済を担う若者と意見を交わし、変化していくということは、企業経営者にとっては挑戦でも

あるかもしれませんが重要なことです。 

企業経営者の方々が発信し、傾聴し、「世の中を大きく変えるんだ！」という若者のハートを捕まえて、大きく成長していただく。

これが、令和の時代の新しい成長モデルなのではないかと、私は確信しております。 

Charming Chairman’s Club の取り組みは本当に素晴らしく、これから TOUR として全国で地域に密着した取り組みを行

っていくことも大変意義深いです。やはり地域が元気にならないと日本も元気にならない、日本が元気でないと世界も元気に

なりません。地域の元気な、Charming な CEO の方々にますますご活躍いただく、この取り組みを応援したいと思います。 

 

＜Charming Chairman’s Club TOUR 2019 公式サイト＞ 

http://charming-chairmans-club.com/tour2019/ 

 

 

テーマ 「社長チップス応援団長より」 

登壇者：立教大学ビジネススクール教授、社長チップス応援団長  田中道昭 氏  

http://charming-chairmans-club.com/tour2019/
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■Charming Chairman’s Club (チャーミング・チェアマンズ・クラブ) とは 

激動の日本経済を支える、数多くの中小企業。 

そこには、必ず情熱に溢れた社長たちのストーリーがあります。 

Charming Chairman’s Club (CCC)は、全国 47 都道府県から魅力ある経営者を発掘し、 

事業の功績や人柄を広く世に伝えるとともに、社長同士、社長と未来を担う学生とのインタラクティブなコミュニケーションの場を創出し、

更なる飛躍を応援していくコミュニティです。 

今年 4 月 10 日に初開催したアワード “Charming Chairman’s Club CHAMPIONSHIP 2019” （チャーミング・チェアマンズ・ク

ラブ・チャンピオンシップ 2019）では、全国の社長の中からチャーミングな社長 No.1 を大学生が選び、この社長と一緒に働きたいという

観点で BEST100、FINALIST5、そして CHAMPION 社長が選出されました。 

＜http://charming-chairmans-club.com/championship2019/＞ 

来年 2020 年 4 月 10 日（金）には第 2 回の CHAMPIONSHIP 開催が決定しています。 

 

■主催 「社長チップス」とは 

「社長チップス」 は、全国の社長が所属する社長プロダクション。 

社長をカード付きポテトチップスにしたり、社長の人柄や人生が伝わる詳細な情報を WEB 掲載する

ことにより社長のファンを増やす様々な取り組みを企画しています。 

「社長」×「ポテトチップス」という異色の組み合わせから注目を集め、これまでに 500 以上のメディア

に登場。発売開始から約 3 年で約 400 名の社長が参画しています。 

全国の社長を支援することによる地域経済活性化を目指し、社長や学生の交流会、イベントの開

催、メディアコンテンツ制作など、社長のプレゼンテーションプラットフォームとしても様々なコンテンツを

提供しています。 

チップスの種類は 2016 年 4 月に発売した「汗と涙の CEO（塩）味」からはじまり、 

2019 年 2 月「激辛人生スパイ CEO（シーイーオー）味」、5 月「このインパクトがクセになる 柚子こ CEO（ゆずこしょう）味」と続き、

9 月に「B.LEAGUE 9CLUB 社長チップス～バスケットにたい CEO 抱け（大志を抱け）味～」を発売しています。 
 
 

 
 
■会社概要 
社名  ：株式会社 ESSPRIDE（エスプライド） 

所在地  ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 17-11  

代表者  ：代表取締役 CEO 西川 世一 

設立年月日 ：2005 年 4 月 25 日 

資本金  ：77,500,000 円 

事業内容  ：おやつエンタテイメント製造業、社長ブランディング事業 

HP ：http://esspride.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

            社長チップス公式サイト http://shacho-chips.com/ 

●ESSPRIDE の事業 「おやつエンタテイメント製造業」 とは 
「おやつエンタテイメント」 とは、ESSPRIDE が世の中に発信している独自の概念。 
まるで “おやつ” のように人々をハッピーにし、心を歓びで満たすエンタテイメントを様々な形で生み出していきます。 
“おやつ” とは食べるお菓子ではなく、音楽やスポーツ、仕事、趣味、ちょっとした息抜きなどの際に心に躍動感や充実感を与えて
くれるものすべて。 
嬉しい、楽しい、ワクワクする、愛、幸せ、やすらぎ・・・ 
人々を惹きつけ互いに手を繋ぎたくなるような「おやつエンタテイメント」となる空間、商品、サービスなどを製造することで、
ESSPRIDE は人と人、人と企業、学生と企業、企業と企業、そして企業と地域を繋げ、世の中に新しい価値を提供できるよう
挑戦を続けていきます。 

 

http://charming-chairmans-club.com/championship2019/
http://esspride.com/
http://shacho-chips.com/

