
ちばぎん総研
アグリビジネススクール

【基礎コース・プレ開講】受講者募集

収益力のある農業事業者育成のための

後　援／株式会社 和郷／国立大学法人 千葉大学
協　賛／株式会社  千葉銀行

農業はもっと儲かる!

対象者／農業事業者、農業後継者、農業生産法人、他業種からの参入者
日　程／平成27年12月～平成28年4月の全9回
時　間／各日程原則18：30～20：30（２時間）

定　員／30名（先着順）

受講料／総研会員32,400円（税込）／会員外37,800円（税込）

会　場／株式会社 和郷　ザ ファーム会議室（千葉県香取市西田部1309-29）
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経営コンサルティング部　担当／太田　剛

http:/ /www.crinet.co.jp

〒263-0043  千葉市稲毛区小仲台2-3-12
TEL.（043）207-0621（代表）  FAX.（043）207-0731

セミナー
FAX. 043-207-0731 　※切らずにこのままFAXしてください。

平成　　年　　月　　日

○で囲む

会員番号

支店

総研会員  ・  会員外

受講者名（ふりがな）

平成27年12月開講　アグリビジネススクール 基礎コース・プレ開講

0

参加申込書

〒

セミナー内容

貴 　 社 　 名

ご 　 住 　 所

電 話 番 号

F A X 番 号

■お申込方法
上記申込書をFAXでお送りください。
受講票を発行いたしますので、当日お持ちの上、会場の受付にご提出
ください。

■受講料のお支払い方法
●自動引落契約のある会員の方

平成28年1月5日に、ご契約口座（会費支払い口座）より所定金額を
自動引き落としいたします。
なお、請求書・領収書が必要な場合は右記に○をお付けください。

●自動引落契約のない会員及び一般の方
請求書をお送りいたしますので、開催日の前日までに指定口座へお
振込み願います。（振込手数料はご負担願います。）

＊受講料取消しの場合の受講料のお取り扱い
受講お取消しの場合は、セミナー開催日前日午後5時までにご連絡

（電話またはＦＡＸ）ください。事前のご連絡なく、当日ご欠席の場
合は、受講料を頂戴いたしますので予めご了承ください。

■個人情報の取扱いについて
本申込書にご記入戴いた個人情報は、以下の利用を目的とします。
　①商品やサービス等のお申込受付のため。
　②商品やサービス等のご提供に必要なご案内・ご連絡ご請求を行う
　　うため。
なお、個人情報の利用目的の詳細につきましては、当社ホームページ
の個人情報保護宣言をご覧ください。

■ご来場の際のご注意
●自動車でご来場の場合はザ ファーム駐車場をご利用ください。
●講演の録音・録画はご遠慮願います。

Webサイトからのお申し込みは

ちばぎん総研 検  索

受講料：総研会員32,400円（税込）／会員外37,800円（税込）
［初回交流会費用含む　※その他の交流会は別途、ご負担いただきます］

役　職　名

会場案内図

ザ  ファーム
〒287-0103  千葉県香取市西田部1309-29
TEL. 0478-70-5551

請求書

領収書

http://www.thefarm.jp

千葉銀行
お取引支店名

ザ  ファーム



農作業者から農業経営者へ。プレ開講受講者募集!
　これからの農業は、消費者のニーズを理解し、付加価値の高い作物を作ることが求められています。
ちばぎん総研は、農業を取り巻く環境が変化するこの時代において、収益力のある経営感覚に優れた農
業経営者を目指す方々のために、来年度、農業経営の基礎を体系的に学ぶことが出来る「アグリビジネ
ススクール（基礎コース）」を開催する予定です。今回は、その先駆けとして、本年12月より開催す
る｢プレ開講講座」をご案内いたします。千葉県という、肥沃な土地、温暖な気候、大消費地東京に隣
接している恵まれた環境を十分に活かし、“もっと儲かる農業”の実現を目指しましょう！

講師プロフィール

木内　博一氏
（きうち　ひろかず）

株式会社 和郷　代表取締役
株式会社 ケンズ　代表取締役
株式会社 和（なごみ）代表取締役

1967年千葉県生まれ。農業者大学校卒業後、1990年に就農。翌
年有志5名で野菜の産直を開始。「和のマネジメントと郷の精神」
で約90の農家をグループ化、約50社の取引先に共通ブランドの野
菜を販売。事業地域に密着した循環型農業のビジネスモデルを構
築。流通、加工事業を含めグループの年商約60億。2005年には海
外事業部を立上げる。2008年に千葉県農林水産功労者賞を受賞。
著書に「最強の農家のつくり方」～農業界の革命児が語る究極の成
長戦略～など。

野本　良平氏
（のもと　りょうへい）

CSN地方創生ネットワーク株式会社
代表取締役社長
農林漁業成長産業化支援機構６次産業化プランナー
静岡県６次産業化専門家
おさかなマイスター

実家の業務用食材卸会社に入社。原料産地開拓～卸売～物流～食品
工場の設立＆立ち上げ～製造～商品開発～品質管理～営業～海外合
弁企業の設立（現地法人代表）～輸出入業務等を経て、製造・流通業
界から外食・小売業界へ。飲食小売企業にて役員を歴任。市場を介さ
ない漁師との直接取引で、『究極の朝どれ』を実現。全国の飲食店・
スーパー・量販店等に『朝どれブーム』のきっかけを作った。テレビ東
京『カンブリア宮殿』、『ガイアの夜明け』、『ワールドビジネスサテライ
ト』等、『流通の革命児』として多数のメディアに取り上げられる。

加藤　百合子氏
（かとう　ゆりこ）

株式会社エムスクエア・ラボ　代表取締役
トクラス株式会社　社外取締役
信州大学　客員教授

1974年千葉県生まれ。1998年東京大学農学部卒業。1999年英国
クランフィールド大学で修士号取得し、NASAのプロジェクトに参
画。2000年キヤノンに入社しSOC検証部隊を経て産業用機械の研
究開発に配属されＲ＆Ｄリーダーを務める。2009年、株式会社エ
ムスクエア・ラボを設立。「持続可能な社会を次世代へ」の理念を
掲げ、農業を通じて地方を持続可能にするための青果流通事業とコ
ンサルティング事業を行う。2012年「ベジプロバイダー事業」で
日本政策投資銀行第一回女性ビジネスプランコンテスト大賞受賞。

斉藤　豊氏
（さいとう　ゆたか）

６次産業化プロデューサー
株式会社リトルワールド　代表取締役

1970年生まれ。2000年にコンテンツ流通会社、株式会社ミュージッ
クエアポート設立。2011年より、人気アイドルグループ「AKB48」のオ
フィシャルカフェ＆ショップをプロデュースする等、エンターテイメント
と食の融合に取り組む。2013年、全国の食文化を幅広く消費者に広
めてゆく事を目的に株式会社リトルワールドを設立。農畜産物の加工
品開発からブランディング、販路開拓、観光農園、農家レストランのプ
ロデュースを行い、幅広く６次産業化に取り組む。2015年、著名シェフ
が集まり、地域の食の発信を支援する「チーム・シェフ」を発足。

秋葉　芳秀氏
（あきば　よしひで）

秋葉会計事務所　所長

東京農業大学を卒業後、33才まで家業の農業に従事。34才の時、
大網白里市で秋葉会計事務所を設立。ＴＫＣ全国会入会、全国農業
経営コンサルタント協会理事、農業経営アドバイザー、農事組合法
人、酪農、肥育牛、養豚、稲作、野菜などの農業法人70社を関与
中。



No テーマ・講師 講義内容

１
2015 年

12 月 10 日木
17：00 〜 19：00

農業経営者になるために
講師／木内 博一 氏
　　　　（株式会社  和郷　代表取締役）

・家業から事業へ
・会社の仕組み
・法人化のメリット、デメリット

◆交流会（19：00〜20：00）

２
2015 年

12 月 22 日火
18：30 〜 20：30

農業を取り巻く環境
講師／野本 良平 氏
　　　　（CSN 地方創生ネットワーク株式会社　代表取締役）

・業界の課題
・食の安全
・ＴＰＰの今後
・農業と地域コミュニティ
・６次化最新事情

３
2016 年

1 月 14 日木
18：30 〜 20：30

現場で活躍する人を育てる
講師／ちばぎん総研

・コミュニケーションスキル
・リーダーシップ
・人材育成

4
2016 年

1 月 26 日火
18：30 〜 20：30

お金に強くなる
講師／秋葉 芳秀 氏
　　　　（秋葉会計事務所　所長）
　　　千葉銀行

・農業会計
・売上計画の策定
・資金繰り
・金融機関との付き合い方
　（千葉銀行からの資金調達等）

5
2016 年

2 月 9 日火
18：30 〜 20：30

作業効率を上げる
講師／武田 泰明氏
　　　　（特定非営利活動法人アジア GAP 総合研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事）

・原価管理
・作業改善
・生産性向上

6
〈東京会場〉

2016 年
2 月 24 日水

15：00 〜 17：00

農産物の仕入先
レストラン

交流会
17：00 〜 18：30

儲かる作物を作る
講師／斉藤 豊氏
　　　　（株式会社 リトルワールド　代表取締役）

・商品に付加価値をつける
・成功事例の分析

販売現場を学ぶ
※東京会場、交流会会場の地図は受講票配布時にご案内します。

◆農家から直接仕入れている都内
レストランでオーナーの話を聞
きながらの交流会

7
2016 年

3 月 9 日水
18：30 〜 20：30

今、消費者が求めているもの
講師／野本 良平氏
　　　（CSN 地方創生ネットワーク株式会社　代表取締役）

・消費者行動、嗜好の変化
・市場動向
・流通業界の理解

8
2016 年

3 月 24 日木
15：00 〜 17：00

農業現場視察
視察先／農事組合法人 和郷園

・先進事例研究
　（トマト農園見学）
・６次産業化
　（カット工場、冷凍工場見学）

9
2016 年

4 月 26 日火
18：00 〜 20：00

農業に関する様々な取り組み
講師／加藤 百合子氏
　　　　（株式会社エムスクエア・ラボ　代表取締役）
　　　片桐 大輔氏
　　　　（千葉大学 産業連携研究推進ステーション・特任准教授）

・生産者と販売者を繋ぐ仕組み
・農業×大学の連携で出来る事・
　出来た事例

◆交流会（20：00〜21：00）

Curriculum
カリキュラム

原則18：30
開始

農作業を終えてから
ご参加いただけます

グループワークや
現場視察も

座学に加え、体感型
カリキュラムをご用意

仲間作りが
できる

情報交換と、同じ志を持つ
仲間作りに活用できます
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貴 　 社 　 名

ご 　 住 　 所

電 話 番 号

F A X 番 号

■お申込方法
上記申込書をFAXでお送りください。
受講票を発行いたしますので、当日お持ちの上、会場の受付にご提出
ください。

■受講料のお支払い方法
●自動引落契約のある会員の方

平成28年1月5日に、ご契約口座（会費支払い口座）より所定金額を
自動引き落としいたします。
なお、請求書・領収書が必要な場合は右記に○をお付けください。

●自動引落契約のない会員及び一般の方
請求書をお送りいたしますので、開催日の前日までに指定口座へお
振込み願います。（振込手数料はご負担願います。）

＊受講料取消しの場合の受講料のお取り扱い
受講お取消しの場合は、セミナー開催日前日午後5時までにご連絡

（電話またはＦＡＸ）ください。事前のご連絡なく、当日ご欠席の場
合は、受講料を頂戴いたしますので予めご了承ください。

■個人情報の取扱いについて
本申込書にご記入戴いた個人情報は、以下の利用を目的とします。
　①商品やサービス等のお申込受付のため。
　②商品やサービス等のご提供に必要なご案内・ご連絡ご請求を行う
　　うため。
なお、個人情報の利用目的の詳細につきましては、当社ホームページ
の個人情報保護宣言をご覧ください。

■ご来場の際のご注意
●自動車でご来場の場合はザ ファーム駐車場をご利用ください。
●講演の録音・録画はご遠慮願います。

Webサイトからのお申し込みは

ちばぎん総研 検  索

受講料：総研会員32,400円（税込）／会員外37,800円（税込）
［初回交流会費用含む　※その他の交流会は別途、ご負担いただきます］

役　職　名

会場案内図

ザ  ファーム
〒287-0103  千葉県香取市西田部1309-29
TEL. 0478-70-5551

請求書

領収書

http://www.thefarm.jp

千葉銀行
お取引支店名

ザ  ファーム


