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 一般社団法人中小企業事業推進機構は、中小企業のより良い

発展をミッションに掲げ、自らの自由な意思と経験に基づくア

イデアを活用し、新しい事業形態の在り方を創りながら、中小

企業の皆さまと一緒に８年間歩んで参りました。この私たちの

活動の中で日々感じてきたことは、中小企業の経営者や従業者

の中には、優れた実績やキャリアを積み日々研鑽している方々

が多数いるにも関わらず、その殆どが現代の溢れる情報の中で、

社会にお伝えしきれていないという事です。そこで、このよう

な優れた方々をたくさんの中小企業の皆さまにお知らせし、ビ

ジネスパートナーとして共に事業を創っていただけるよう「中

小企業がパートナーとして選びたい福岡の３０人」のプロジェ

クトを立ち上げ、今回書籍出版に至った次第です。日本の企業

の９割以上が個人事業主など小規模事業所を含む中小企業であ

るといわれています。そのお役に立てればと思っています。こ

の出版には、障がい者就労支援施設 A 型事業のカムラックの出版事業であるスマート出版を活用

します。 

 

 

 

 

 30 人がリレー形式（ペルソナリレーモデル）で

結ぶ新しいカタチの書籍です。また、今までのよ

くあった事業紹介や企業紹介ではなく、人に焦点

を当て、今までの人生や考え方を紹介します。ま

ずは、ペルソナガイドというウェブサイトに掲載

されます。その記事は Facebook ページと連動し

ます。それを元に、通常の出版とも、電子書籍と

も違うオンデマンド出版で発刊されます。     ※声かけ始めたら、実はオーバーして、32 人になりました。 

ホームページ ＆ SNS ＆ 電子出版 ＆ オンデマンド出版 

障がい者就労支援施設 A 型事業所カムラックの出版サービスを活用 

30 人が共著、お互いを取材し紹介する新しいタイプの本 
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あの挫折・倒産・不登校・勘当・借金・親の死が、今に

つながっている。失敗があるから今がある、苦労があったから未来がある。ずっと順調な人生なん

てありえない。中小企業にとって、複数のパターンの人生は 1 人では経験できません。それぞれの

経験を経て得た知識と知恵をみんなで共有するためにも、色んな人を知ってつながって、紹介して

もらって、自分の人生に活かしたい。特に、インターネットでグローバルな時代だからこそ、世界

と直接つながるのではなく、まずは地域の福岡からどうやってつながるか学びましょう。 
だからこそあえて伝えたい。「地元にもいる一歩先を行った先輩に学ぼう。」と 

 

政府が考えている働き方改革は、残業の問題や女性活躍の問題だけと思っていませんか？  

平均寿命も伸び、人生１００年時代に突入しようかとしています。 教

育 20 年、仕事 40 年、定年後 15 年の時代が終わったのです。定年後退

職金と年金だけあれば、生活できたのは一昔前です。人生初期の 20 年

の教育時間を除いて、残り 80 年をいかに生きがいを持って働くかを考

えた場合、定年後という考え方も存在しなくなるかもしれません。仕事

をしていく中で、地域活動をしていく中で、いかに沢山の人とつながり、

知り合えるか、そして知ってもらえるかが重要になります。定年になっ

た時、退職した時、今までの看板ではなく、個人としてどう見てもらえ

るかを考えておく必要があります。だからこそ、大企業や公務員が本

当に安定安心なのか？と思います。 

 

どんな人生を歩むにしても、人とつながり経験をシェアする新しい働き方を提案します。 

 

書籍名 「中小企業がパートナーとして選びたい福岡の３０人」 

著者  一般社団法人中小企業事業推進機構 他 ３２名(別記) 

小売希望価格 電子書籍版 1,500 円（税別）／印刷書籍版 1,500 円（税別） 

電子書籍版フォーマット EPUB3／Kindle Format8 

印刷書籍版仕様 Ａ５判 

ISBN  978-4-907554-98-9 

発行  masterpeace 

発売予定日 2017 年 6 月 30 日 

福岡のリアルな が、みんなをつなぐ 今そして将来へ 

人生１００年時代に突入働き方改革なんてのんきに構えてていいの？

か？ 
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著者代表として 

今回の出版にあたり、恐れながら「福岡の 30 ⼈」の⼀⼈として私⾃⾝も紹介さ

せていただきました。経営者として、⼀事業家として、今までの⽣き⽅を振り返

ることで、これからの新しい事業を築く良いターニングポイントとなったと実

感しています。この出版記念パーティーでは、“30 名のパートナー”をご紹介し、

皆様⽅の新たな可能性を発⾒していただければ幸いです。 

著者代表 島⽥昭規 

■日 時 平成 29 年 7 月 29 日（土）11：00～13：30 

■会 場 ソラリアホテル西鉄ホテル ８階 彩雲の間 

福岡市中央区天神２-２-４３ 

■会 費 10,000 円（本代含む） 

 

 

 
飯盛 尚英 凌空行(上海)企業経営有限公司 

糸川 郁己 I.I.(アイツー） 

上田 あい子 P&C プランニング株式会社 

上田 浩司 社会福祉法人さつき会 

梅野 慶司 ケイ・パッケージ株式会社 

梶本 聖高 アザレ西福岡販売（K-Style） 

賀村 研 株式会社カムラック 

河津 祐二 九州経営リスクマネジメント協会 

桑原 ナミ N.GROWTH 株式会社 

神門 拓  株式会社プロフェッショナルパートナーズ 

島田 昭規 ICI 株式会社 

清水 洋一 有限会社ビズキューブ 

庄司 晃 IT コーディネータ 

杉原 美保  ディア・ナチュラル 

草原 祥子 株式会社オフィスナチュラルズ 

高森 啓二 株式会社 elseif 

長菅 由美子 住空間設計室 CUBE 

永野 明 障害者アスリート 

中村 伸一  やまぐち総合研究所有限会社 

長谷部 由香 長谷部セールス戦略オフィス 

平井 良明 株式会社イーハイブ 

平木 修一 神村学園高等部福岡学習ｾﾝﾀｰ 

分藤 宗徳 有限会社メディア・ジャパン 

正木 研次 株式会社マルショウ 

松本 雅彦 CAFÉ ココ 

守田 弘美 パーソナルフィナンシャルカレッジ 

山田 武知 アスウェル合同会社 

山中 勇輔 エアドライブ株式会社 

吉田 聡 あどべじ 

吉永 剛  土地家屋調査士 吉永剛事務所 

吉村 かおり flowers very smile. 

渡辺 俊洋 エッジコンサル 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

著者紹介 (５０音順・３２名) 
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＜関連 URL＞ 

  ペルソナガイド： http://persona.venhoo.com/ 

  カムラックスマート出版： http://www.comeluck.jp/72397.html 

 

＜取材申込等・連絡先・お問合せ先＞ 

■一般社団法人中小企業事業推進機構 

 〒810-0041 福岡市中央区大名 2-12-10 第２赤坂ビル 

TEL：092-739-5357 FAX：092-739-5330  

http://www.venhoo.com/ 

    担当 平井良明 

 

 


