
明治大学商学部「ベンチャービジネス論」2016　第3回 

すぐやる →	  やり抜く →	  出会う	  →	  認められる	  
人生を自分の手で切り拓く４つの技術	  	  
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東京商工会議所 起業.創業支援委員／墨田支部 副会長（IT担当） 
社)墨田区観光協会 理事　観光地域づくりプラットフォーム推進機構 理事 
新日本フィルハーモニー交響楽団 評議員　墨田区文化振興財団 評議員 
特）CANPANセンター 理事　社会貢献支援財団 評議員　特）ネットワークオレンジ 理事 
NBS日本舞台芸術振興会 評議員　社）飲食店日本酒提供者協会 監事 
明治大学商学部 講師　　久米繊維工業（株） 取締役会長　 久 米  信 行 
https://www.facebook.com/nobukume　　nobu.kume@nifty.com 
 
 
	



最初に心をこめてごあいさつ	

●始業時 
　　ようこそいらっしゃいました！（復唱） 
　　どうぞよろしくお願いいたします！（復唱） 

●終業時 

　　どうもありがとうございました！（復唱） 
　　またのおこしをお待ちしております！（復唱） 
	

2	



ベンチャービジネス論：キャッチコピー	

選ばれる「自分」になる！ 

生涯の師やパートナーに 
出会う！認められる！	
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ベンチャービジネス論：授業理念	

私たちは、将来、起業家として自立するため 
素直な心で講義と先輩経営者から学びます。 

ソーシャルメディアを使った自己プロデュースと 
ゲスト講師にも喜んでいただける情報発信で 
 「三方よし」の「あきんどの心」を体得します。 

自ら企画・立案・運営し、いつでも情報発信が 
できる「智慧・勇気・行動力」あふれるリーダー 
を目指して、１年間努力いたします。  
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前回講義レポートと課題	
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講義ブログと	 FB	 の両方にコメントしてくれた人	 	 ＝	 	 6名	 +2	 
講義ブログにだけコメントしてくれた人　	 　　 	 ＝	 	 9名	 +4	 
Facebookにだけコメントしてくれた人 	 	 ＝	 	 1名	 +1	 

http://blog.canpan.info/meiji_venture/archive/313#comment	 

	 https://www.facebook.com/nobukume/posts/10154112946979648	 
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今後のゲスト講師 （５月11日は休講）	

5/18 浜野製作所 代表取締役社長　  浜野 慶一さん 

5/25 毎日新聞社  デジタルメディア局  佐藤 岳幸さん 

6/ 1 CANPANセンター 理事長　    山田 泰久さん 

6/ 8 日経カレッジカフェ   副編集長   渡辺 茂晃さん 

6/15 IKIJI プロデューサー　     照田 晃司さん 

6/22 日経産業新聞　副編集長　    長島 芳明さん 

講義前＞ネットで講師のことを予習してくること 
講義後＞講師とカレーを食べながら雑談（1,000円会費） 



Facebook友達申請エチケット
【必ず守ってください】	

プロフィール写真を設定する 
基本データにプロフィールを詳しく書く 
基本データに夢とヴィジョンを詳しく書く 
メッセージで「自己紹介と動機」を明記する 
お相手をフォローしていいね！コメントする 
お相手の商品やイベントをシェアする 
自分の理念や夢を記事に書き続ける 
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前回ノートからQ&A	

Q１　炎上を見ると不安になる	  
	   	  自分のツイートを公開した方が	  

　　　 自ら発信する能力を鍛えるためにいいか？	  
Ａ1 	  YES。特に自由な学生のうちに始めるべし	  
	   	  実名で自分の意見を述べる練習	  

　　　	  炎上も解消のうち	  
	   	  アウトプットするほど情報が入る	  

　　　	  多くの人とつながれて楽しい	

久米	 信行　t-galaxy.com	 	 	 	 	 
https://www.facebook.com/nobukume	 
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前回ノートからQ&A	

Q2	   	  Youtuberも起業か？	  
	  
Ａ２ 	  立派な起業だと思う	  
	   	  私もメルマガ・ブログから著者に	  
	   	  ただし１つのメディアや１社に頼らない	  

　　　	  リアルでも実績を積み重ねるべし！	

久米	 信行　t-galaxy.com	 	 	 	 	 
https://www.facebook.com/nobukume	 
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前回ノートからQ&A	

Q３ 	  スタバもマスで２０世紀型か？	  
	  
Ａ３ 	  そう思う（良い悪いではない）	  
	   	  21世紀型はグローバルよりもローカル	  
	   	  その場所でしか味わえない個店	  

　　　	  しかしネットで知る人ぞ知る店	  
　　　	  企業の利益より三方よし	

久米	 信行　t-galaxy.com	 	 	 	 	 
https://www.facebook.com/nobukume	 

10	 



前回ノートからQ&A	

Q４ 	  最近の若者が積極的でない理由	  
Ａ４ 	  既に豊かで飢えてない欲しいものがない	  
	   	  過保護な除菌社会で冒険も怪我もしない	  
	   	  お稽古よりお受験+ゲームでセロトニン不足	  

　　　	  核家族×子供部屋隔離でコミュ力不足	  
　　　	  母親と先生中心で多様な元気人を知らない	  
	   	  ネガティブで未来を描かぬマスコミの悪弊	  

　　　	  出る杭は打つ日本的な同調圧力	

久米	 信行　t-galaxy.com	 	 	 	 	 
https://www.facebook.com/nobukume	 
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33	 どんな仕事が向いているのか、	 
自分でもよくわからない…	 
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1 だらだらしがちな「毎日」をやり抜く！ 

2 わずらわしい「人間関係」をやり抜く！ 

3 やる気が続かない「仕事」をやり抜く！ 

4 小さくまとまりがちな「人生」をやり抜く！	
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Q1  
勉強が続かない 
 
A１ 
先輩・上司の 
仕事について 
ひとつ質問を 
してみる	
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Q10  
人からのお誘いに 
腰が重く 
つきあいが悪い 
 
A10 
達人の誘いは 
何も考えず参加し 
３回は通う	
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Q16  
自分の企画や 
提案が通らない 
 
A16 
自分だけで悩まず 
ヨソモノ・ワカモノ・ 
バカモノ力を結集	
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Q25  
最初は 
盛り上がるが 
すぐに飽きて 
熱が冷める 
 
A25 
上がってよし 
下がってよし 
もちあってなおよし	
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Q31  
消極的に 
考えてしまい 
あきらめる 
 
A31 
思い切り悲観的× 
楽観的なシナリオを 
両方味わう	
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Part1 「目上」の人から気に入られる！ 
Part2 「大勢」の中から選ばれる！ 
Part3 「世間」の人から評価される！ 

Part4 「身近な人」から理解される！ 

Part5 「自分自身」を肯定する！	



22 

Q1  
あまり 
かわいがって 
もらえない 
 
A１ 
先輩・上司の 
仕事について 
ひとつ質問を 
してみる	
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Q13  
否定されるのが 
怖い 
 
A13 
プチ奇行を 
ひとつ始めて、 
周囲に認めさせる	
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Q19  
周りの反応がない 
 
A17 
社内で無視 
されていることを 
試しに社外で 
発表してみる	
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Q20  
自分が思っているより 
周りの評価が低い 
 
A20 
評価のスパン（期間）を 
長めにとってみる	
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STEP1　凝り固まった頭と心をほぐそう	 

STEP2　考え方を変えて視野を広げる	 

STEP3　一人の時間の過ごし方	 

STEP4　人を巻き込む	 

STEP5　スランプになったら	 

http://amzn.to/fdZybq	 
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出会う極意１ 

不得手に帆を挙げよ！	
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自己紹介＝わが半生 

 不得意な仕事を 
修羅場で続けるうちに 
予想外の楽しい人生に！ 
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1986年 創業期ベンチャー：イマジニア 
飛び込み営業×本邦初の株式投資ゲーム開発	

入社初日に緊急全社会議 
リストなき飛び込みセールス 
開口一番、返品リクエスト 
夜はゲーム嫌いがデザイン 
自分で作って自分で売る 
誰も買ってくれない 
マスメディアは賛否両論 
結果は．．．．売れた！	 http://www.imagineer.co.jp/	
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1988年＞大企業の社内起業　日興證券 
AI相続診断システム開発×FP研修×支店講師	

株屋体質の中で新サービス 
外人部隊で社内営業から開始 
文系なのにシステム責任者 
独創的な相続診断システム開発 
懐疑的な社員向け研修 
一億総楽観の中でバブル崩壊 
その直後に支店で講師の重荷	
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創業1935年の国産メーカー	 
日本で最初にＴシャツを量産	 

自社一貫工場での国内生産	 
定番品を在庫してオープン販売	 

従業員：本社　10名　	 
　　　　（生産子会社　約100名）	 

顧　客：法人	 約3,000社以上	 

　　　　（ファッション業界	 
　　　　　ユニフォーム業界	 
　　　　　マスコミ・広告業界	 
　　　　　自治体・NPO法人等）	 

　　　　個人	 ネット通販客　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 

1991年＞家業の第二創業　久米繊維工業 
副社長兼集金係×与信管理×システム×新規事業	 
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http://blog.scroll360.jp/marketing/communication/	
	 

スクロール360通販支援ブログ	  
「メール道/ブログ道/メディア道」	 

日経パソコンONLINE 
	 「商売繁盛　ITの焦点	 」	 

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/
20071101/286155/	 
	 

1997年＞日経インターネットアワード受賞	 
絶滅危惧種のIT活用＞専門家＞東商墨田IT分科会長	 



35 

2004年＞社員向けメルマガ由来の 
「メール道」がなぜかベストセラーに	

冷たくなりがちのメールの極意を	
社員向けにメルマガで連載	
　　　　　　　　　　↓	
NTTコムウェアのメルマガに進化	
　　　　　　　　　　↓	
Amazonではハリーポッターに次い

で	
総合２位　ビジネス３部門で１位	
　　　　　　　　　　↓	
ビジネスメール道として文庫化	
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１年間かけて参加型講義	
CANPAN無料ブログを活用	
各人がブログで店を持つ	
アフィリエイトでお手軽起業 
ほれ込んだ商品を熱く語る 
　　　　　　　↓↓↓ 
知情意よし・三方よし・	 
ＩＣＴよしの商人を育てる	 
ブログ公開＋書籍化	 

明治大学商学部「ベンチャービジネス論/	 

起業プランニング論」	 講義ブログ	 	
https://blog.canpan.info/meiji_venture/	

2006年＞明治大学商学部「ブログ起業論」講師	 
起業論＞草食系学生＞オタクの可能性＞あいさつ	 
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2008年＞明大「起業論」講義をまとめた本 
「すぐやる！」技術が なぜかベストセラーに	

見る前に跳ぶ＝まず行動するのが	
苦手な日本の若者のために書いた本	
	
セブンアンドワイ・アマゾンや	
日販・三省堂・紀伊国屋・TSUTAYA	
ビジネス書上位にランクイン	
20万部を超えるヒット作に	 

http://blog.canpan.info/suguyaru/	 
	 



拙著一覧＞気がつけばビジネス書作家に！	 

新著予定 

ソーシャル 
メディアで 
まちおこし 

（仮題）	
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2007年＞日本財団 CANPANセンター理事_ 
ブログ大賞審査委員長＞社会貢献表彰選考委員	

http://blog.canpan.info/blog_award/	
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20061010/250206/	
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20061204/255729/	
	

	 

もちろん無料でスタート可能	
社会性と志の高い人が集う	
著作権なども守られる	
アフィリエイトなどのリンク自由	 
　　　　　　　↓↓↓	 
賛同者・参加者が増える	 
公益法人の自立基盤	 

３つの大切な審査基準	 

１．思わず家族にも読ませたくなる	 
２．思わず自分も書きたくなる	 
３．思わず応援したくなる	 
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一般社団法人	 墨田区観光協会	
http://www.kanko-sumida.com/	

	

地元企業人３人を発起人に設立	 

理事長は東商支部会長兼務	 

観光の要となる企業人が理事	 

伝統工芸士、銘品名店も参加	 

区役所から事務局長×応援	 

民間出身観光プロデューサー	 

フィルムコミッション	 

民間企業やNPOとアライアンス	 

ビジネスもできる観光協会	 

2009年＞社）墨田区観光協会 発起人理事 
勝手に観光協会＞東商観光委員＞観光協会＞PF機構	



2010 APEC中小企業サミット：日本代表 
ゲストに久米繊維謹製「北斎」Tシャツを	
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▼日本語特集ページ	 
http://www.t-galaxy.com/hokusai/index.html	 
▼XOJAPAN(英語)	 
http://shop.xojapan.jp/shop_1019_en_JPY_b_1.html	 
▼XOJAPAN(中文)	 
http://shop.xojapan.jp/shop_1019_zhtw_JPY_b_1.html	 

	 



北斎の生地にある美術館 
プリツカー賞 妹島和世先生設計 
北斎賞を作って世界から公募 
北斎賞×すみだモダンで地域振興 
北斎カード集め×スマホ待ち歩き 
３６５人の1日館長と1日学芸員 
美術館前で全国物産朝市夜市 
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2012 墨田文化振興財団　評議員 
すみだ北斎美術館で「世界の墨田区へ」	



小澤征爾さん設立 
墨田区のクラシック専用ホール 
アルミンク監督の10年 
音楽雑誌選出でベスト３のオケに 
地元企業と個人の「支える会」 
ジュニアオーケストラ 
ハーディング＆メッツマッハー 
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2012＞新日本フィルハーモニー交響楽団 評議員 
すみだトリフォニーホールを本拠に世界へ	



年	 学歴・職歴	 出版・連載	 受賞	

1963	 東京下町,墨田区石原町生まれ	

1986	 慶應義塾大学経済学部卒業 
イマジニア㈱新卒第一期入社	

ファミコン「松本亨の株式必勝学」開発・営業 

産経新聞 論文募集 文部大臣賞 

1986	
	

日興證券 営業開発部 
AI資金運用・相続診断システム開発 FP研修	

寄稿「日経金融新聞」「金融財政事情」	
	

1994	 久米繊維工業㈱　代表取締役副社長	 連載「経営よもやま話」 日経ベンチャーweb	 日経インターネットアワード	

1997	 社）ソフト化経済センター客員研究員 
ソフト化賞選考委員 
東京商工会議所本部  IT推進委員	

連載「焦点」 日経パソコン 
出版「証券会社が教えない危ないネット取引 
 　　　 上手いネット取引」共著	

2001	 日本オーガニックコットン協会理事 
All About Japan Ｔシャツガイド 
㈱カレン社外取締役（現職） 

連載「CSOを育てる」 日経アドバンテージ	
連載「メール道」 日経PC21 
出版「メール道」 NTT出版＞amazon総合２位	

2005	 久米繊維工業㈱　代表取締役社長 
東商企業経営委員/墨田支部ＩＴ分科会長 
日立/中小機構 ネクストファンド　委員	

出版「ブログ道」 NTT出版	
連載「企業経営に生かすBlog道」 
（日経IT-Pro Watcher）	

経済産業省「ＩＴ経営百選」最優秀賞	

2006	 明治大学商学部 講師（現職） 
ベンチャービジネス論/企業プランニング論 
東商「墨田ブランドアップ推進会議委員」 

連載「社長のためのブログ道」 経営者会報	

2007	 特）CANPANセンター設立 理事（現職） 
日本財団CANPANブログ大賞 審査委員長 

2008	 東商本部 観光委員／知的財産戦略委員 出版「すぐやる技術」日本実業出版社＞28刷20万部	

2009	 社）墨田区観光協会 発起人理事（現職） 
日本財団ドキュメンタリー動画祭審査委員 

出版「すぐやる技術実践ノート」 
出版「認められる!技術」 共に日本実業出版社	

東商「勇気ある経営大賞」特別賞	

2010	 すみだ北斎美術館公式ロゴマーク審査委員 
APEC中小企業サミット日本代表 
日本発ものづくり提言プロジェクト 発起人 

出版「やり抜く技術」 日本実業出版社	
出版「ビジネスメール道」 中経の文庫 
出版「しあわせな仕事の見つけ方つくり方」 ワニ	

2011	 社会貢献支援財団 理事（現在は評議員） 出版「仕事と人生が同時に上手くいく人の習慣」 
「人づきあいが苦手な人のためのコミュ力の鍛え方」	

2012	 久米繊維工業 取締役会長（現職） 
観光地域づくりプラットフォーム推進機構理事（現職）	

墨田区文化振興財団 評議員（現職）	
新日本フィルハーモニー交響楽団 評議員（現職） 

出版「入社３年目までの仕事術」（PHP研究所）	
連載「ソーシャル時代の社長の歩きかたつながりかた」（ニュー

トップリーダー）	
連載「社長日記」（東京新聞）	

2013	 東京商工会議所 墨田支部 副会長（以下すべて現職）	
日観協「魅力ある観光地域づくり推進モデル事業」委員	

国交省「水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会」委員 

出版「言いわけばかりで動けない君に贈る33のエール」	
出版「ピンで生きなさい: 会社の名刺に頼らない生きかた」	

連載「久米信行の東奔西走日記　墨田とＴシャツと私」	

2014	 東京商工会議所本部 起業・創業支援委員	
社会貢献支援財団 社会貢献者表彰 審査委員（現職）	

NPO法人 ネットワークオレンジ 理事（現職）	
社）飲食店日本酒提供者協会 監事（現職） 

出版「NPOのためのIT活用講座ー効果が上がる情報発信術」
（共著：学芸出版社）	

新著「ソーシャルメディアでまちおこし（仮名）」ネット公開連載	

2015	 北斎コミュニティデザイン実行委員長（現職） 新著「９割の名刺は捨てなさい（仮題）」	
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真逆の修羅場に飛び込もう！ 
○○っぽい人から　○○なのに■■な人へ	

下町の路地裏育ちが 山の手のお坊ちゃん学校に	

商人の息子が マルクス主義経済を学び 証券会社に	

神社ボーイスカウトの文系男子が ゲームデザイナーに	

目立つも群れるも嫌なのに ネット発信したら専門家に 	

資金繰りが大変な中小企業経営者なのに NPOを支援	

自己啓発系が嫌いなのに 自己啓発本作家と講師に	

営業や経営から逃避した旅人が 観光の専門家に	

ロックやジャズが好きなのに オーケストラやバレエ支援	
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不得手に帆を揚げよ！ 
苦手分野に 「飛び込む」 
言われたら 「すぐやる」 
師匠のマネを 「繰り返す」 
→３年でリミッターが外れる 
　未知の達人と自分に出会える 



47 

時代のホットスポットへ！ 
　20年前　インターネット 
　15年前　地球環境 
　10年前　社会起業家 
　　5年前　観光地域づくり 
　現 在〜　教育×文化×芸術　 
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出会う極意２ 

ひるむな！ こびるな！	
せびるな！ ねたむな！	
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大人物や専門家の集いほど大胆＆素直に 
真っ先に場違いな爆弾発言をすると吉	
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大人物とおつきあいする心得 
心の奥底にある孤独や悲しみに共感	

損得勘定＞つき合えば何か得がありそうと近づかれる	

面従腹背＞目の前ではこびへつらい、裏では陰口	

栄枯盛衰＞良くなれば近寄り、悪ければ手のひら返し	

嫉妬羨望＞何でお前だけがと妬んだり羨んだりされる	

本質無視＞表に出ぬ努力、孤独や悲哀は注目されず	

友達自慢＞自称友達を語る人が増えるが記憶できず	

心友欠乏＞私心無く本来の人格でつきあえる友を熱望	



大人物に上手にお願いするコツ	

誰よりも熱い「愛情」とやり抜く「根気」を持ち 
自分の「メディア」や「組織」を持っている人が 
相手が「ワクワクする」独創的な「企画」を 
簡便な「メール」か「Facebook」で伝えてくれ 
相手は「お金」や「時間」を使うことなく 
誰かに「メールor電話 + 面談一回」で済み 
あとは「当事者同士」でやってくれること 
終わった後は「ありがとう」の報告とご招待 
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出会う極意３ 

心の合鍵を探せ！	
心の合鍵を増やせ！	



53 
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みなさんのネット活用度＆知情意チェック１６	
本日、社名や私の名前で事前にネット検索しましたか? 
私の会社のWEBサイトや紹介記事を読みましたか? 
私の個人ブログや連載コラムを読みましたか? 
私のTwitterやYouTubeを見つけてフォローしましたか？ 
私の著書やTシャツを買ってレビューを書いて持参しましたか? 
私の好きな映画・本・音楽・好物を知っていますか? 
毎回、一番前の席で講演やセミナーを聴講しますか? 
毎回、1つは質問をしますか? 
毎回、講師と名刺交換をしますか? 
毎回、今日の感想などをTwitterやブログに書いていますか? 
毎回、お礼状やお礼メールを書いていますか 
講師のメルマガやブログを登録して読み続けますか? 
時には、コメント・トラックバックや感想返信メールを書きますか? 
また、ネットで告知された講演やイベントに参加しますか? 
私がTwitterでフォローしている人をフォローして返信しますか？ 
いつか、会社に会いに行きたいと思いますか? 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20071030/285935/	 
	 

事
前
準
備	

直
後	

ー
	

当
日	



課題：講師を検索で喜ばせてください	

スマホやＰＣで「講師名」で検索　	 

facebookのプロフィールや記事を熟読	 

　→私が好きなもの・こと・ひとを見て	 

　　たった一言で講師を喜ばせてください	 
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ブログ公開された私の「心の合鍵」 
私を一言で喜ばせてみてください！	



57 

事前調査で「合鍵」だらけの「はじめまして」メールを	
題名： 貴著「出会う技術」と北斎Tシャツの着心地に感銘しました！ 
久米繊維工業株式会社 
取締役会長　久米 信行様 
はじめまして！　私は、ひがしん新人の江戸太郎と申します。 
第二第三の江戸っ子一号を生み出すような中小企業支援が私の夢です。 
　http://www... 
久米様がFacebookで紹介された貴著「出会う技術」を早速拝読しました。 
「脳のパラボラ力・心のズーム力」を磨いて起業する勇気が湧いてきました。 
そこで、突然で失礼とは存じますが、お礼メールを差し上げました。 
素晴らしいお話の数々を、本当にありがとうございました。 
早速、久米様のFacebookやメールマガジンもフォロー・登録いたしました。 
ファクトリーショップを訪ねて、北斎Tシャツ「蜘蛛の糸」も買い求め、 
今では一番のお気に入りTシャツです。Amazonのレビューも書きました。 
お許しをいただけますようでしたら、私のブログやFacebookで 
久米様のご著書とTシャツをご紹介させて頂きたいのです。 
きっと、多くの読者が、私と同じように、感銘を受けることと存じます。 
　http://www.... 
追伸　私もジョンレノンが大好きでNYダコダマンションで祈りを捧げました。 

（以下、電子署名）	
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名刺交換からスマホdeデータ交換へ 	

ー
 

紹
介
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事
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ー
 

　
　
　
　
→ 

対
話
時

感
動

動
画

紹
介 

対
話
直
後

tw
itter

↓facebook 

　
　
　
　
→ 

感
動

光
景

撮
影

 

感
動

事

面
談（

ー
）

話

 

　
　
　
　
→ 

商
品

れ

愛
用

ー
 

YouTube

動
画

れ

紹
介 

facebook

れ

友
達

 
Tw

itter

れ

ー
 

会
社w

eb

熟
読 

　
　
　
　
→ 

ー

名
前
検
索 

　
　
　
　
→ 

会

前（
ー

前）
 

	



日本人が好きな番組を録画して合鍵に	
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出会う極意４ 

名刺の９割は捨てよ！	
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出会う極意５ 

１分で夢と自分を語れ！	



わたしの夢（ライフワーク） と 「活動領域」	
ライフワーク：仕事	 日本でこそ作りえる「もの×こと×ひと」を世界へ。未来の子供たちへ	

ライフワーク：NPO	 ソーシャルメディア活用で、個人、中小企業、NPO、地域を元気に	

ライフワーク：個人	 大切な人たちが語り継いでくれる大人の童話・絵本・音楽づくり	

個　人	 法人	

全
国
的

地
域
密
着

久米 信
行 

くめ のぶゆき 

Tシャツメーカー 
久米繊維 
経営者	

日本発 
ものづく
り提言	

プロジェクト 

東商墨田	
支部副会長 
IT分科会 

明治大学 
商学部 
講師	

日本財団 
CANPAN 
センター 

理事 

社会貢献 
支援財団	
評議員 

墨田区 
観光協会 

理事	

新日本 
フィル 

交響楽団 
評議員	

日経 
カレッジ 
カフェ 
連載 

墨田区 
文化振興 

財団評議員	

電線クラブ 
水面クラブ 

写真家	

Facebook	  
一日一曲	  

DJ	  

ビジネス 
書籍・雑誌 

執筆家	

ネット企
業カレン 
社外役員	

北斎	
コミュニティ	
デザイン	

実行委員長	

勝手に 
観光協会 

観光 
地域づくり 
PF機構 

理事	

日下公
人スクー

ル 
門下 

経営者
向講演・研

修 
講師	

東商本部	
起業・創業 
支援委員 

飲食店 
日本酒 
提供者 

協会監事 

大人の？ 
童話作家 

ひとり 
アコギ奏
者作曲家 

ネットワー
クオレンジ 

理事	

NBS日
本舞台

芸術振興
会 

評議員	
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明大最終講義での１分間スピーチ	

きっかり１分！何も見ないで堂々と話すこと　	 

　１	 学部/学年	 名前　	 

　２	 わたしの夢（具体的に＝どこで誰に何を）	 

　３	 10年後の私（具体的に＝どこで誰に何を）	 

　４	 今日から始めること	 

　→必ず時計で測ってリハーサルすること	 

　→駄文を入れずに要点のみを明確に話すこと	 
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出会う極意６ 

変人 I Q を 高めよ！	



67 

2015 北斎コミュニティデザイン実行委員長 
東商＞観光協会＞名称決定＞ロゴ決定＞文化振興財団	

東商墨田支部役員会で区長に一言 
北斎賞を作って世界から公募 
北斎賞×すみだモダンで地域振興 
墨田区観光協会の発起人理事 
美術館名称・ロゴ決定委員に 
墨田区文化振興財団 評議員 
すみだモダン鹿島田さんが室長に 
企画やファンドレイジングで助言 
よそ者・若者・馬鹿者 集結する係 
北斎コミュニティデザイン実行委員長 



北斎コミュニティデザイン実行委員会	

JTB 
深沢 令子さん 
ツアー企画+運営 

サンケイリビング 
和田 直子さん 
ツアー告知・募集	

FMG 
花村 ひろ子さん 
エンタメ企画	

ことりっぷ 
大川 朝子さん 
カフェ企画+ガイド	

第一ホテル両国 
伊藤 博仁さん 
宴会・飲食提供	

区外プロフェッショナル女子チーム	

イベント企画から料飲メニュー開発まで！	

区内プロフェッショナル男子チーム	

女子の企画や妄想を実現するお手伝い	

第一ホテル両国 
伊藤 博仁さん 
宴会・飲食支援 

ひがしん 
石毛 弘之さん 
会場提供	

フウガドールすみだ 
堀尾　司さん 
キッチンカー	

区商連 
井上 佳洋さん 
カフェ運営支援	

×	
区内支援調整チーム	
障害をとりのぞき応援	

墨田区役所 
鹿島田 和宏さん 
規制緩和交渉	

勝手に応援団 
久米 信行 
内外プロ変人集め	

区内企画運営チーム	
面白企画を提案×実行	

フロンティアすみだ 

スミファ 

すみだクリクラ 

まちイベント講座 
プロデューサー 
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 4/11 とことん北斎 
　建築現場「気分はVIP」ツアー 
　美術館前公園カフェ＆マルシェ	

北斎コミュニティデザイン実行委員会 
2015年に企画・実現したプロジェクト 

	 6/21	 とことん北斎	 
　工事現場見学＆	 
　すみだ和のアフタヌー
ンティー	 

10/24 とことん北斎 
　工事現場見学＆ 
　学芸人ガイドツアー	
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変人とネットで日常を楽しめば変人に 
○○クラブを勝手に作って始めよう	

https://www.facebook.com/minamoart/ 
	

https://www.facebook.com/dentouclub/ 
	

https://www.facebook.com/happaclub/ 
	

https://www.facebook.com/densendlub/ 
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出会う極意７ 

ブリッジパーソンを目指せ	



ブリッジパーソンとは	

• 多 種 多 様 な キ ー パ ー ソ ン と 
• ネット＆リアルで公私共親しく 
• 新しい価値や商品を共創すべく 
• 自 在 に 人 々 を 結 び つ け る 人 
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21世紀のキーパーソン 
ブリッジパーソンとは	

73 

自治体 
部課長 

大企業 
CSR担当 

中小企業 
経営者 

地域 
金融機関 

地域 
商工団体 

地元 
代議員 

地域 
NPO団体 

地域	
マスコミ 

地域	
商店街 

地元 
文化人 

地域 
交通機関 

美術館 
博物館 



ブリッジパーソンになるには	

自分の得意分野にとらわれず 
多彩な経験で知恵と度胸を体得 
出会ったご縁で誰とでも仲良しに 
新 し い 協 業 に も 果 敢 に 挑 戦 
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ブリッジパーソンに求められる資質 
「７つの好き」	

• １ 障害を乗り越えることを楽しむ 冒険好き	

• ２ 新しいものを産み出すことを楽しむ 創造好き	

• ３ 異文化の達人との交流を楽しむ 人好き	

• ４ 紆余曲折と熟成の時を楽しむ がまん好き	

• ５ 人から笑われても発信を楽しむ おしゃべり好き	

• ６ 仲間とファンを増やして楽しむ 巻き込み好き	

• ７ 思わぬ展開を思いついて楽しむ ひらめき好き 
• 　　 キーパーソンと修羅場をくぐると誰もがなれる 
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脳のパラボラ力 

× 
心のズーム力 

= 
ブリッジパーソン力 
（≒社会起業力≒幸福力） 

アルマ望遠鏡のパラボラ力	

ハッブル望遠鏡のズーム力	
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７つの「出会う極意」	

１ 不得手に帆を挙げよ！	

２ ひるむな こびるな せびるな ねたむな！	

３ 心の合鍵を探せ！増やせ！	

４ 名刺の９割は捨てよ！	

５ １分で夢と自分を語れ！	

６ 変人IQを高めよ！	

７ ブリッジパーソンを目指せ！ 
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新たな「志」を持った 
「２１世紀型人財」をめざそう	

社 畜 
↓ 

独立自尊 
↓ 

独創共栄 

理	 財	 
↓	 

経世済民	 
↓	 

修郷福民	 

唯	 物	 
↓	 

和魂洋才	 
↓	 

和魂和才	 
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未来企業とは 「８つの定義」	
百年後にも通じる	
夢と理念を掲げて	
みんなをときめかせる会社	
	

そこでしか創れない商品や	 
味わえないサービスを	 
考えて磨き続ける会社	 

成長よりも	 共生を目指し	
株価よりも笑顔を	
大切にする会社	 

さりげない佇まいや	
社員の所作言動に	
美しい社風を感じる会社	
	

先端技術を生かしつつも 
昔ながらの手仕事や対話も 
大切にする会社	
	

もの言わぬ自然や 
かよわき人たちにも 
心配りをして思いやる会社	
	

地域に根ざし末永く愛されて 
持続的に発展する 
未来の老舗企業	
	

多様な人財の個性と可能性 
を引き出し 恊働の喜びと 
幸せを最大化する会社	
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働くように遊ぶ人 

遊ぶように働く人が 

２１世紀型仕事人	
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狂信力 
× 

継続力 
= 

縁×運×勘 
82	 
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You may say I’m a dreamer,	
But	 I’m	 not	 the	 only	 

one.	 
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抱えきれない程の 
見知らぬ 
美しいバラより	

たった１本の 
特別なバラが 
誰かを変える 
世界を変える	
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しあわせ：７つの豊かさのバランス 
お金だけではしあわせになれない	

１．お金　ほどほど　少なすぎず多すぎず	

２．時間　仕事×家族×個人　自分の意思で管理	

３．友人　利害関係抜き　多様な親友200人	

４．生業　世のため自分のため　頭を空っぽに熱中	

５．信念　いざ悩んだ時の精神的支柱　哲学や信仰	

６．家族　頼り頼られる　共に楽しめ成長できる	

７．健康　一番ありがたいもの　養生も趣味に	



講義ブログを活用しよう	

講義で使ったプレゼン資料を 

講義ブログからダウンロード可 

講義の感想をコメント 

Facebookのリンクつけ 
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明大「ベンチャービジネス論/起業プランニング論」	

http://blog.canpan.info/meiji_venture/	
	
	



拙著のご感想をぜひ！＞amazonで「久米信行」と検索	 

新著予定 

ソーシャル 
メディアで 
まちおこし 

（仮題）	
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最後に心をこめてごあいさつ	

●始業時 
　　ようこそいらっしゃいました！（復唱） 
　　どうぞよろしくお願いいたします！（復唱） 

●終業時 
　　どうもありがとうございました！（復唱） 
　　またのおこしをお待ちしております！（復唱） 
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■□□□□□■　　　　　　　　　　　www.youtube.com/user/kumetokyo1935　	 
■■□□□■■	 国産Ｔシャツメーカー<LOHASPAS＝健.美.和.笑.環STYLE>	 
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〒130-0012	 東京都墨田区太平3-9-6　T:03-3625-4188	 F:03-3625-2695	 
>>錦糸町Ｂ食MAP	 http://www.t-galaxy.com/company/mbisyoku.htm	 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 
メルマガ　【縁尋奇妙メール】http://www.melonpan.net/mag.php?003030	 
==================================================================	 
BLOG　社長【経営者会報BLOG】http://kume.keikai.topblog.jp/	 
　　　公益【明大商学部講師】http://blog.canpan.info/meiji_venture/	 
　　　写真【ケータイ写真詩】http://blog.auone.jp/nobukume/	 
　　　言葉【深呼吸する言葉】http://d.hatena.ne.jp/nobukume/	 
==================================================================	 
連載【経営者のためのIT道場】http://nvc.nikkeibp.co.jp/	 
　　【企業経営に生かすBlog】http://itpro.nikkeibp.co.jp/watcher/	 
　　【社長のためのブログ道】http://gate.keikai.topblog.jp/	 
　　【商売繁盛！ＩＴの焦点】http://pc.nikkeibp.co.jp/pc/netit/kume/	 
　	 

	 

＜公　職＞	 
東京商工会議所 観光委員	

　　　同墨田支部　IT分科会長	

社）墨田区観光協会　理事	

特）CANPANセンター　理事	

明治大学商学部　講師	

＜連　載＞	 
日経パソコン「焦　点」	

日経パソコンONLINE	
商売繁盛！ＩＴの焦点	

＜書　　籍＞	
「メール道」　「ブログ道」	
(NTT出版)	

「すぐやる！技術」	

「すぐやる！技術実践ノート」	

「やり抜く！技術」	

「認められる！技術」	
（日本実業出版社）	

「ビジネスメール道」	
（中継出版）	 	 

ご清聴ありがとうございました	 


