2022 年 1 月

19
20

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、モリサワでは来る 1 月 19 日・20 日の両日、
モリサワフェア 2022 オンラインセミナーを開催いたします。
皆様のご参加を弊社社員一同、心よりお待ちしております。

1月

19 日（水）スケジュール

「実践事例から見える！
官民連携の極意」

1月

① 10：30 〜 11：45

長井 伸晃 氏

神戸市経済政策課

日（水）
日（木）

20 日（木）スケジュール

いよいよクラウドへ
〜活用の第一歩〜

① 10：30 〜 11：30

ダイワボウ情報システム株式会社

塚本 小都 氏

産学官連携や ICTを活用し行政と民間企業がどのように地
域課題の解決に向けて取り組んでいるか、業種や立場を超
えて地域を中心とした持続可能な取り組みについて今まで
の取り組みを中心にご紹介します。

業務でのクラウド活用が進んでいますが、まだ採用が進ん
でいない組織・企業様もいらっしゃいます。
クラウドシフトが進む今、改めて「クラウド採用の現状と
有用性」「今使えるクラウドサービス」をご紹介します。

そもそもSDGsとは？
なぜ取り組むのか？

② 13：30 〜 14：30
今からはじめる!
映像編集の実践テクニック

一般社団法人SDGsソーシャルデザイン協会

② 13：30 〜 14：45

水上 ただし 氏

アドビ株式会社

吉崎 誠多 氏

最近よく見聞きするSDGs。「今一つ理解できないし、どう
すればよいのか分からない」との声を聞きます。
本セミナーでは、今さら聞けない SDGs の根本的な理解と
取り組み方や本質について分かりやすくお伝えします。

デザイナー経験があれば、映像編集は驚くほど簡単です。
本講座では、スマホで撮影した素材をPremiere Proで仕
上げていく流れを、初心者にもわかりやすくお伝えします。

生むチカラ
デザイン思考

PDCAは
ノートで毎日回せ！

③ 15：30 〜 16：45

株式会社エフアイ

北野 裕子 氏

今は VUCA（変動で不確実、複雑で曖昧）の時代と言わ
れています。モノが溢れ、消費スタイルが変化し、答えの
ない時代。さて私達はどうすれば生き残っていけるのでしょ
うか？ デザイン思考にそのヒントがあります！

③ 15：30 〜 16：30

株式会社センターピン

岡村 拓朗 氏

PDCAをどうやって回すのかわからない… PDCAを回せて
いるか自信がない…という方は多いものです。どうぞご安
心ください。ノートを使って簡単に PDCAを回す方法につ
いてベストセラー『PDCAノート』メソッドをご紹介します。
※可能であれば、ノート（A４以上を推奨）、
ペン・鉛筆、定規をご用意ください。

イベント参加方法
セミナー形式：オンライン形式（Zoom）

無料

Webinar

参加費：無料

お申込：https://go.morisawa.co.jp/l/896081/2021-11-26/6m4ms
お申し込みいただいた方には、後日アーカイブ配信の URLをご案内いたします。
当日の視聴が難しい場合は、ぜひアーカイブ配信をご利用ください。

講師プロフィール
神戸市経済政策課担当係長

都市型創造産業担当 長井

伸晃 氏

関西学院大学卒業後、神戸市入庁。
官民連携によるテクノロジーを活用し
た地域課題の解決や新たな市民サー
ビス・イノベーションの創出に取り組ん
できた。これまでにフェイスブックジャ
パンやヤフー、Uber Eats、スペースマー
ケット、マクアケなど16 社との事業連携を企画・運営。
公務員コミュニティ「オンライン市役所」の運営に携わるほか、
内閣官房シェアリングエコノミー伝道師、神戸大学 産官学連
携本部 非常勤講師、NPO 法人 Unknown Kobe 理事長なども
務める。AdverTimes（アドタイ）でコラム『「つなぐ課」でつな
いだもの』を連載中。
「地方公務員が本当にすごい！と思う地
方公務員アワード2019」受賞。

一般社団法人SDGsソーシャルデザイン協会
理事 水上

ただし 氏

大阪市出身。1987 年早稲田大学社会
科学部入学。在学中よりミュージシャン
活動を開始。ミュージシャン引退後、株
式 会 社 HIP LAND MUSIC に 入 社。主
にアーティストマネジメントを担当する。
独立後はマネジメント・プロデュースの
経験から、音楽のみならず様々な広報、制作、プロモーション、
プロデュースを行う。
政治家事務所の兼務、参議院議員公設秘書の経験をもつ異
色のクリエイティブディレクター。
政治経験から地域創生事業活動などの基盤を築き、2017 年よ
りSDGs 啓発活動に取り組む。
現在は、音楽・イベントプロデュース事業のほか、SDGs 講師・
コンサルタントとして活動中。
株式会社エフアイ

代表取締役 北野

裕子 氏

滋 賀 県 栗 東 市 生まれ。2009 年に 36
歳で株式会社エフアイ代表取締役社長
に就任。2 億円の借金を抱えた赤字会
社を承継する。
創業事業であるDPE 事業から撤退し、
日本の超高齢社会を支える健康ビジネ
スに切り替え、現在は滋賀県内に女性専用 30 分フィットネス
「カーブス」7 店舗、整体「カラダファクトリー」1 店舗、組織風
土改革を中心とした「企業研修コンサルティング事業」を手が
ける。
「滋賀県女性活躍推進企業 2 つ星認定」、滋賀県中小企業家
同友会の「滋賀でいちばん大切にしたい会社 3 年連続認定」
など、従業員の働き方改革にも積極的に取り組んでいる。大
学や企業団体での講演多数。

お問合せ ｜ 株式会社モリサワ 営業部

ダイワボウ情報システム株式会社
マネージャー 塚本

小都 氏

IT 流通企業であるダイワボウ情報シ
ステムのクラウド・サブスクリプション
サービス推進部門マネージャーとして
企画、プロモーション、パートナー支援
に従事。国内で求められるクラウドサー
ビスの発掘とパートナー企業を通した
提供、またサブスク型サービスの契約管理を支援するプラット
フォーム「iKAZUCHI（雷）」の企画運営などに取り組む。その
傍ら同企業のエバンジェリストとして国内市場のクラウドを活
用した業務改善、生産性向上などDX 化に関わる教育、講演
などを多数行っている。

アドビ株式会社 デジタルメディア事業統括本部
シニアプロダクトスペシャリスト 吉崎

誠多 氏

AV 機器メーカーおよび IT 企業にて、
映像製品の企画・開発からコンサル
ティングまで幅広く経験。
現在はアドビ株式会社デジタルメディア
事業統括本部にて、クリエイティブ製品
のシニアプロダクトスペシャリストとして、
特 に Premiere Pro、Premiere Rush、After Effects、Auditionと
いった動画関連製品の市場開発に従事。

株式会社センターピン

代表取締役 岡村

拓朗 氏

会社員の才能を開花させる人。
会社員時代には月の残業 140 時間、仕
事漬けの毎日、おまけに人事評価は下
から2 つ目のクビ寸前。そんなダメダメ
会社員が「働き方革命」を自ら決行し、
残業ゼロ、人事評価は最高ランク、年
収 2.4 倍に！ 仕事５倍速を実現する時短化・業務効率化のエ
キスパートとして、社内講師として全国の営業所を飛び回る経
験も持つ。会社員の副業時代でのセミナー・企業研修での受
講者数はのべ 1000 名以上。
『自分を劇的に成長させる！PDCAノート』はシリーズ13 万部
突破。
「書くことで人生は変えられる！」を信条にノートを通じ
て才能を開花させる方を応援しています。

Tel：06-6649-1148 （ 平 日 9：00〜 12：00、13：00〜 17：00）
2021.12

