2019 年 7 月吉日
各 位
株式会社ガスエネルギー新聞
営業企画部長 小出忠慶

人も地域も会社も輝く！
地域密着の強みを活かし新たなビジネスやイベントを考える研修会

拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
2017 年の都市ガス小売り自由化から丸２年が経過しました。この間、都市ガス会社は
《地域密着》という強みを生かし、電力販売や、生活サービスの提供など、新しいビジネス
モデルにチャレンジしています。
ただ、地元の状況に目を向けると、少子高齢化や世帯数の減少、工場の海外移転などもあ
り、「地域との共生、地域活性化への取り組み」が今まで以上に重要になって来ました。
さて、弊社ではガス事業者様に役立つ情報交換の場として《女性営業パーソンのスキルア
ップ、BCP 対応、ショールーム集客》をテーマとした国内ツアーを開催しており、ご好評を
頂いております。
そこで今回は、地域活性化の先進事例を視察し、地元住民や自治体、企業、商店などの地
域活性化への積極的な関わり方について学ぶ「人も地域も会社の輝く！地域密着の強みを活
かし新たなビジネスやイベントを考える研修会」を企画いたしました。
隠れた地域資源の発掘と、その有効活用、さらにはダイバーシティ、共生といったキーワ
ードで、自社の強みを活かしたビジネスモデル、イベントなどを、ワークショップを通じて
学びます。
具体的には、石川県小松市で、寺社を地域再生の中核コミュニティとしてリノベーション
し、温泉や放課後デイサービス、雑貨屋やカフェなど、地域に根付いた様々なサービスを展
開している「三草二木

西圓寺」を見学。本施設を運営する社会福祉法人佛子園に、その取

り組みについて解説頂きます。
2 日目は前日の見学を踏まえ、ワークショップ形式で、地域の現状と“隠れた地域資源”
について棚卸をし、自社の強みを生かした新しいビジネスモデルやイベント企画についてア
イデア創発を行います。
企画概要は下記の通りですので、主旨をご賢察いただき、ぜひご参加下さい。

敬具

― 記 ―
名称：

地域密着の強みを活かし新たなビジネスやイベントを考える研修会

主催： 株式会社ガスエネルギー新聞
協力： 社会福祉法人 佛子園、金沢市企業局、株式会社ウェイアンドアイ
旅行社：冨士トラベル東京（東京都知事登録

第２-２９５８）

日程： 2019 年 9 月 10 日（火）～11 日（水）

※10 日 11：30 集合、11 日 14：45 解散

視察先：三草二木 西圓寺、金沢市企業局ショールーム「ガスぽーと」
対象： エネルギー会社の経営幹部、企画担当者、地域連携に携わる方など。
多様な視点からアイデアを創出するため、《とくに女性社員や「男性上司と女性社
員のチーム》などでの参加を大歓迎します。
定員： 24 名（定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます）
費用：

58,000 円（税別）
※宿泊費、食事代（朝１、昼２、夜１）、旅行保険を含みます。
現地までの交通費は含んでおりません。

宿泊：

ダイワロイネットホテル金沢

石川県金沢市堀川新町 2-20（1 人１室）

＜視察先、講師のご紹介＞
●三草二木

西圓寺

（石川県小松市野田町丁 68 番）

寺社を地域再生の中核コミュニティとしてリノベーションし、
温泉や放課後デイサービス、高齢者デイサービス、就労継続
支援を行っている。
こうした各種の支援施設であるだけでなく、かつて「お寺」
が担っていた役割を見つめ直し、地域住民のさまざまな「拠り
所」であり続けるよう、温泉やコンサート会場、駄菓子屋喫茶
なども開業しており、「町民たちと手を携え、ともに楽しみなが
ら、町おこしに貢献すること」を目指している。
西圓寺を運営するのは、“日本版 CCRC”として注目を集める
「シェア金沢」等多くの福祉施設を手掛ける社会福祉法人佛子園。
http://www.bussien.com/saienji/community.html

●金沢市企業局ショールーム「ガスぽーと」（石川県金沢市西念１丁目２番１号）
地域の人達や企業とのコラボレーショ
ンでのイベントの開催などでも、地域に
親しまれているショールーム。
キッチンスタジオでは劇団とのコラボ
でのお芝居の上演などでも話題を集め
ている。
●講師

八尾

祐美子氏

東京ガス株式会社 東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進部部長
CSR 室長、ブリスベーン事務所長などを経て 2018 年より東京２０２０
オリンピック・パラリンピック推進部部長。
留学先や、支社勤務などでの経験から得られた多様な視点で
「自分らしく生きる仕事の仕方、輝かせ方」について、ガス業界
で頑張るガスマン・ガスウーマン達へヒントとエールを頂きます。

●ワークショップコーディネイト

粟野智子氏

株式会社ウェイアンドアイ代表。
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科

修士課程修了

コンサルティング会社で 17 年にわたり、100 社以上の
人材育成、人材啓発に携わる。都市ガス業界においては、未収ガス料金の回収率向上研修
や、リビング営業強化支援、ショールームの企画力強化などさまざまな研修＆コンサルテ
ィング業務に携わる。現在は独立して「オンリーワンの人と組織で未来を創る」をテーマ
に、これまで実践してきたキャリアカウンセリングをベースに、《自らキャリアデザインで
きる創造できる人材育成》を目指し、精力的に活動している。

～これまでのガスエネルギー新聞主催

事業者シャッフルでワークショップ

研修会のようす～

他事業者の SR 見学

それぞれの立場で活発な意見交換

地域密着の強みを活かし新たなビジネスやイベントを考える研修会

【スケジュール】
時 間

内 容
JR 金沢駅集合、バスで《三草二木 西圓寺》へ移動
※視察先は地域の方々と共に障がいの有る方も協力し合って地域づく

1１:30

りに貢献されています。緊張を与えず普段どおりに過ごして頂くため、
初日は軽装にてお越し下さい。

12:20

西圓寺到着後、ランチ

13:00

開会のあいさつ
三草二木 西圓寺の概要、取り組み説明

13:05

9/10
(火)

社会福祉法人佛子園 ご担当者さま

13:40

三草二木 西圓寺 各種施設を視察

14：30

バスで金沢市企業局ショールーム「ガスぽーと」へ移動

15：15

金沢市企業局ショールーム「ガスぽーと」見学
金沢市企業局 ショールーム「ガスぽーと」キッチンスタジアムにて

16:00

講演「自分らしく生きる仕事の仕方、輝かせ方」
東京ガス株式会社 ２０２０東京オリンピック・パラリンピック推進部
部長 八尾 祐美子氏

17：00

バスで金沢駅へ移動、ホテルへチェックイン（金沢駅より徒歩 10 分）

18:00

情報交換懇親会（現地集合）

20:00

1 日目終了、中締め
金沢市企業局 ５階講堂に集合
ワークショップ

9:00

「地域密着のガス会社だからできる地域貢献、地域活性化策」
コーディネイト ㈱ウェイアンドアイ 代表 粟野智子氏

9/11

12:00

ランチ（会場にてお弁当）

12:45

ワークショップ つづき

14:30

まとめ、アンケート記入

(水)

閉会のあいさつ後、現地解散
14:45

（金沢市企業局から JR 金沢駅は徒歩約 8 分です）

【参加申込書】
地域密着の強みを活かし新たなビジネスやイベントを考える研修会
お申し込み FAX 03－3592－5793

（A4 のまま FAX してください）

締切 8/30 ※施設見学の締切がある為、少し早くなっています

貴社名

ご住所

〒

電 話
ふりがな

氏名

参加者
①

所属・役職

※年齢

性別
歳

男性・女性

ふりがな

氏名
性別
歳

男性・女性

携帯電話

氏名

所属・役職

※年齢

③

性別
歳

※※

男性・女性

携帯電話

氏名

所属・役職

※年齢

性別
歳

※※

（宿泊希望） 喫煙室 ・ 禁煙室

e-mail

ふりがな

参加者
④

（宿泊希望） 喫煙室 ・ 禁煙室

e-mail

ふりがな

参加者

禁煙室

所属・役職

※年齢

※※

・

e-mail

※※携帯電話

参加者
②

（宿泊希望） 喫煙室

男性・女性

携帯電話

※保険加入の際に年齢の記載が必要です

（宿泊希望） 喫煙室 ・ 禁煙室

e-mail
※※当日ご連絡のつく番号をご記入下さい

