
「震災復興のために義援金を贈ろう！＆関西人を元気に！」講演事業が  
３年を経過しました(H26.9.10) 

【ご挨拶】 

  東日本大震災復興のための義援金を贈ると共に関西に住む人を元気にし、その交流の輪を広げるための講演会を１０年間継続する
ことを目標として「大阪わいずプランニング」をスタートし(H23.9.7)先日3周年を経過しました。述べ269名が参加し536,000円もの義援金
を頂戴しました。小さな一歩ではありましたがこうして継続した ことで大きな金額を頂くと共に沢山の人の輪を広げることができました。

何よりもボランティアでお越しいただいた講師の皆様、会場を無償でご提供いただいた関係者の皆様、そして講演を盛り上げていただ
いた参加者の皆様方、運営を助けていただいた方々のお蔭だと思っております。震災が残した傷跡はまだまだ癒えることがない状況
であり、我々がやるべきことは決して忘れないことだと思います。目標である10年継続を目指して今後も取り組む所存ですので皆様方
のご理解とご参加を心からお待ちしております。 

 

平成26年11月1日 
  
大阪わいずプランニング  
 代表 西口 泰 

回数 実施時期(場所) 講    師 参 加 タイトル 

第1回 平成23年9月7日 
(大阪研修ｾﾝﾀｰ) 

(有)かほり堂 店主 
山口 俊介 氏 

16名 北極と南極の氷はどちらが売れるのか? 

第2回 平成23年12月7日 
(大阪研修ｾﾝﾀｰ) 

上方文化評論家 
福井 栄一 氏 

11名 龍と日本文化 
 ～辰年を復興の年に！～ 

第3回 平成24年3月7日 
(龍谷大学梅田) 

㈱ファブリオ 代表取締役 
高岡 よしみ 氏 

16名 カラダの姿勢は心の姿勢 
～ウォーキングで自分らしい歩き方発見～ 

第4回 平成24年6月6日 
(スペック会議室) 

㈱スペック 代表取締役 
上村 英樹 氏 

13名 ストーリー仕事術～こうすれば仕事にワクワクできて幸せな人生に
なる～ 

第5回 平成24年9月12日 
(ｱﾙﾌｧｵﾌｨｽ247) 

Office アイム  
森川 あやこ 氏 

47名 みんなが今日からあなたのファンに！  
コミュニケーション実践法 

第6回 平成24年12月5日 
(大阪研修ｾﾝﾀｰ) 

㈱ロダン21 代表取締役 
品川 隆幸 氏 

11名 若い人たちに捧ぐ、私が金も儲けで学んだこと 

第7回 平成25年3月6日 
(大阪研修ｾﾝﾀｰ) 

ナレッジファーム合同会社代表社員 
島 幸一 氏 

15名 みんなの文明感～我らが孫の代の政治的・経済的・環境的
可能性 

第8回 平成25年6月5日 
(パソナビル) 

㈱ｱｷｭﾚｰﾄｱドﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ 代表取締役 
 小林 弘樹 氏 

29名 反社会的勢力対策(企業がやるべき事) 

第9回 平成25年9月4日 
(パソナビル) 

一般社団法人才能心理学協会理事長 
北端 康良 氏 

26名 自分の強み・才能を見つける方法 

第10回 平成25年12月4日 
(パソナビル) 

一般社団法人日本マインドヘルス協会代表理事  
飯田 真弓 氏 

20名 税務署は見ている 

第11回 平成26年3月5日 
(パソナビル) 

ISOEアソシエイツ㈱ 代表取締役 
磯江 憲夫 氏 

23名 ◎の外資系、×の外資系 

第12回 平成26年6月4日 
(パソナビル) 

㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ代表取締役ＣＥＯ 
松村 勉 氏 

19名 20年間で2800倍の急成長を遂げた中国義烏市との 
ビジネスチャンス 

第13回 平成26年9月10日 
(パソナビル) 

㈱ＳＯＲＡ 代表取締役 
角本 紗織理 氏 

23名 ～13万人が学んだ～ 
また会いたいと思われるタイプ別コミュニケーション術 

【開催一覧】  ＊過去13回で延べ269名が参加し、536,000円を義援金に! 

【大阪わいずプランニング講演事業スキーム】 

魅力的な講師陣 主役は参加する貴方 

他の 
参加者 

新たなネットワークの創出 元気、ヤル気 
知識、知恵 

参加料2000円 

大阪わいずプランニング 

復興支援団体NPOガーネットみやぎ等 

会議室の無償提供 

社
会
貢
献 講演料全額を寄付 



【第1回】 

 
・日時:平成23年9月7日 
・場所:「貸し会議室・大阪研修ｾﾝﾀｰ」 
・参加者:16名 
・講師:山口 俊介 氏[㈲かほり堂店主] 
・テーマ:「北極と南極の氷は、 
             どちらが売れるのか？」 
【略歴】有限会社かほり堂 店主 
     ベンチャーコミュニティー代表 
     立命館大学経営学部客員教授（アント    
     レプレナー教育講座）他多数 

 

・日時:平成23年12月7日 
・場所:「貸し会議室・大阪研修ｾﾝﾀｰ」 
・参加者:11名 
・講師:福井 栄一氏［上方文化評論家］ 
・テーマ:「龍と日本文化  
     ～辰年を復興の年に！」 

【略歴】 世界初の上方文化評論家として、「上方学」
を創始。上方の芸能や歴史文化に関する講演を手が
け、その独特の「福井節」が人気を博している 

【第2回】 



・日時:平成24年3月7日 
・場所:龍谷大学梅田キャンパス 
・参加者:16名 
・講師:高岡 よしみ 氏 
    ［㈱ファブリオ代表取締役］ 
・テーマ:「カラダの姿勢は心の姿勢  
     ～ウォーキングで自分らしい 
      歩き方発見～」 
【略歴】９０年代にはﾃﾞｨｵｰﾙ等のｺﾚｸｼｮﾝに数多く 
出演。ｼｮｰﾓﾃﾞﾙとしての地位を確立。2002年より
「ウォーキングスタジオファヴリオ」を主宰 

【第3回】 

【第4回】 

・日時:平成24年6月6日 
・場所:㈱スペック会議室 
・参加者:13名 
・講師:上村 英樹 氏 
    ［㈱スペック代表取締役］ 
・テーマ:「ストーリー仕事術 
 ～こうすれば、仕事にワクワクできて、   
  幸せな人生になる～」 
【略歴】1997年8月JR西日本退職。翌月に人の潜在能

力を発揮できる組織を目指してスペックグループを設立。
人材ソリューション事業を中心に事業拡大 



・日時:平成24年9月12日（水） 
・場所:「アルファオフィス247」 
・参加者 47名 
・講師:森川 あやこ 氏 
    ［Office アイム］ 
・演題:「みんなが今日からあなたにファンに！ 
           コミュニケーション実践法」 
【略歴】ＴＶドラマの映画化記念オーディションで78000人
の応募者の中からｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘとﾌｫﾄｼﾞｪﾆｯｸ賞をＷ受賞した 
元女優。現在は講師として全国各地で大人気 

【第5回(1周年)】 

・日時:平成24年12月5日（水） 
・場所:「貸し会議室・大阪研修ｾﾝﾀｰ」 
・参加者 11名 
・講師:品川 隆幸 氏 
    ［㈱ロダン21  代表取締役］  
・演題:「若い人たちに捧ぐ、私が金儲けで 
    学んだこと」 
【略歴】1972年  東大阪市内に品川ゴム製作所を創業      
     1990年  株式会社シナガワに改組、 
                1998年 東大阪異業種交流グループ 
                              「ロダン21」代表幹事に就任 

【第6回】 



・日時:平成25年3月6日（水） 
・場所:「貸し会議室・大阪研修ｾﾝﾀｰ」 
・参加者 15名 
・講師:島 幸一 氏 
    ［ナレッジファーム合同会社 代表社員］ 
・演題:「みんなの文明感 ～我らが孫の代の 
     政治的・経済的・環境的可能性～」 

【略歴】商社、マーケティング会社を経て独立。 
     社会動向・市場環境分析、生活者調査分析、 
     事業開発調査、プランニング事業を展開 

【第7回】 

【第8回】 

・日時:平成25年6月5日（水） 
・場所:「パソナビル」 
・参加者 29名 
・講師:小林 弘樹 氏 
   ［㈱アキュレートアドバイザーズ 
    代表取締役］ 
・演題:「反社会的勢力対策（企業がやるべき事）」 
【略歴】1992年住友銀行（現三井住友銀行）入行、   
     1998年大阪府警察本部財務捜査官、刑事部捜 
        査第四課で反社会的勢力が絡む企業犯罪 
        捜査を担当 



・日時:平成25年9月4日（水） 
・場所:「パソナビル」 
・参加者 29名 
・講師:北端  康良 氏 
 ［一般社団法人 才能心理学協会 
  理事長／才能心理コンサルタント］  
・演題: 
 「自分の強み・才能を見つける方法」 
【略歴】心理学を学び13年間で延べ5000人のコンサル   
 ティング、一通のメールをきっかけに「才能には５つの  
 秘密がある」ことを解明し「才能心理学」を提唱 

【第9回(2周年)】 

・日時:平成25年12月4日（水） 
・場所:「パソナビル」 
・参加者 20名 
・講師:飯田 真弓 氏 
   ［一般社団法人 日本マインドヘルス 
    協会 代表理事］ 
・演題:「税務署は見ている。」 
【略歴】一般社団法人日本マインドヘルス協会代表理事。
国税勤務２６年、元国税調査官、税理士、近畿税理士会
南支部租税教育推進委員、産業ｶｳﾝｾﾗｰ、認定心理士 

【第10回】 



・日時:平成26年3月5日（水） 
・場所:「パソナビル」 
・参加者 23名 
・講師:磯江 憲夫 氏 
    ［ISOEアソシエイツ㈱ 代表取締役］ 
・演題: 
 「◎の外資系、×の外資系」 

【略歴】タカラベルモント入社、松下電工にて美容機器
開発、世界最大米国美容機器メーカー日本支社長を経
て、2012年ISOE アソシエイツ株式会社設立 

【第11回】 

・日時:平成26年6月4日（水） 
・場所:「パソナビル」 
・参加者 19名 
・講師:松村 勉 氏 
    ［㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ  代表取締役CEO ］  
・演題:「20年間で2800倍の急成長を遂げた中国 
     義烏市とのビジネスチャンス」 

【略歴】㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ代表取締役、京大法学研究
科公共政策大学院非常勤講師,大阪府大観光産業戦略
研究所所長補佐,沖縄県宜野湾市役所政策参与等多数 

【第12回】 



・日時:平成26年9月10日（水） 
・場所:「パソナビル」 
・参加者 23名 
・講師:角本紗織理 氏 ［㈱ＳＯＲＡ代表取締役 ］  
・演題:「～13万人が学んだ～ 
    また会いたいと思われるタイプ別 
    コミュニケーション術」 
【略歴】大学卒業後、2003年㈱SORA を設立。「楽しくてため
になる研修」をモットーに13 万人以上が学んでいるSPトラン
プを活用したセミナーを開催中 

【第13回(3周年)】 

            講  師  名                                 3周年を迎え、講師からのお言葉 

(有)かほり堂 店主 
山口 俊介 氏 

志高く行動され、継続していらっしゃる姿に敬意を表し、また仲間として嬉しく
思います。社外にも仲間がいると心強い時があるんです。 

上方文化評論家 
福井 栄一 氏 

日々あまりにも多くのことが報ぜられる故、現代人は悲しいまでに健忘です。
それに抗して支援を続ける西口氏に敬服します。 

㈱ファブリオ 代表取締役 
高岡 よしみ 氏 

震災復興支援のお手伝いをさせていただくことが出来嬉しいです。ご参加の
皆様と有意義な時間を過ごせたことに感謝申し上げます。 

㈱スペック 代表取締役 
上村 英樹 氏 

大阪わいずプランニング講演の3周年、おめでとうございます。 
引き続き活動を継続されて、地域の人々の繋ぎ役になってください。 

Office アイム  
森川 あやこ 氏 

素晴らしい活動をずっと続けておられることに感動しています。 
1周年に登壇しましたがこれからも応援＆ご協力できたらと思います。 

㈱ロダン21 代表取締役 
品川 隆幸 氏 

もう３年ということで継続の大切さを感じています。これからの継続と発展を
祈念しています。応援しますので頑張ってください。 

ナレッジファーム合同会社   代表社員 
島 幸一 氏 

やや消化不良気味の講演でしたが、私のライフワーク的なるものの起点とな
りました。ありがとうございました。 

㈱ｱｷｭﾚｰﾄｱドﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ  代表取締役 
小林 弘樹 氏 

講演会の場で、たくさんの方と知り合えた事、震災復興のためにほんの少し
ですが貢献する機会を得た事を感謝いたします。 

一般社団法人才能心理学協会 理事長 
北端 康良 氏 

三周年記念、おめでとうございます！ 参加者の皆様は社会貢献意欲の強
い方ばかり。これからも自己成長の機会をお届け下さい。応援しております。 

一般社団法人日本マインドヘルス協会  代表理事 

飯田 真弓 氏 
様々な問題解決のキーワードはコミュニケーション能力をアップさせること。 
こころに気づきともに健やかな未来を育みあいましょう 

ISOEアソシエイツ㈱ 代表取締役 
磯江  憲夫  氏 

過去の体験を要約しお話する絶好の機会でした。今後更なるグローバル化
は自明の理、良い外資系見極めの御参考になれば幸いです。 

㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 代表取締役ＣＥＯ 
松村 勉 氏 

西口さんが大きな組織で培ってこらえた素晴らしいご経験とご人脈を、ます
ます、未来の社会の為に使って頂くよう期待しています。 

㈱ＳＯＲＡ 代表取締役 
角本 紗緒理 氏 

3周年おめでとうございます！記念例会でSPトランプセミナーの講師をご依頼
頂き、支援活動に加われた事に感謝しております。 

13名の講師から暖かく過分なるお言葉に感謝いたします！                            以上 


