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静岡魅力探究プログラム「アオハルし放題」への参加高校生を募集
～高校生×企業経営者×銀行員によるコラボレーション!～

静岡銀行（頭取 柴田 久）では、「次世代経営者塾 Shizuginship」がめざす地域人材育成および交流
の深化に向けた取り組みの一環として、新たに県内高校生を対象に「静岡魅力探究プログラム『アオハル
し放題』」を開催します。
つきましては、参加者を募集しますので、その概要をご案内します。
※次世代経営者塾 Shizuginship とは、次世代を担う経営者・後継者・実務担当者（経営者・後継者を補佐し、経
営の実務を担当している方）の皆さまの研鑽と交流の場を提供する「クラブイズムを兼ね備えた会員サービス」で
す。
１．開催目的

高校生がふるさと･静岡県の産業を学び、郷土の魅力を知るとともに、企業経営者
（Shizuginship 会員）との交流を通じたキャリア教育に取り組むことで、将来、地域
を担う人材へ成長することを目的に開催します。

２．募集概要
（１）募集対象／静岡県内の高等学校に通う高校生（3～4 名 1 チーム）
（２）募集チーム／6 チーム
（３）募集期間／9 月 15 日（火）～10 月 12 日（月）
（４）応募方法／本プログラム専用の Google フォームからお申し込みいただけます
（５）参加費／無 料（通信費は自己負担）
３．プログラム概要
（１）スケジュール
日程
10 月 31 日（土）
11 月 28 日（土）
12 月 19 日（土）

会場

オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）
静岡銀行研修センター

プログラム

オリエンテーション・公開講座・ワークショップ開始
中間発表会
公開プレゼンテーション・フィードバック

（２）参加者／約 40 名（高校生、企業経営者、静岡銀行行員）
（３）内

容／高校生と企業経営者と静岡銀行の行員がチームを組み、静岡の「旅」と「食」をテーマと
した商品開発に取り組みます
<ミッション①> 卒業旅行 in 静岡を企画せよ！
<ミッション②> 静岡の特産品×缶詰のヒット商品を開発せよ！

（４）主

催／静岡銀行

（５）共

催／NPO 法人しずおか共育ネット

（６）協

力／静鉄観光サービス株式会社、はごろもフーズ株式会社、NPO 法人 atamista、
株式会社エムスクエアラボ、ごちそうマート

（７）後

援／静岡県、静岡県教育委員会

いざ冒険の旅へ！静岡魅力探究プログラム

参加
高校
生
大募
集

静岡の「食」と「旅」の魅力を
探る冒険にいざ、出発。
「もっと知りたい」
「自分たちで新しいモノ・コトを生み出したい」
そんなワクワク・ドキドキを胸に静岡の魅力を探究する船に乗り
込もう。
船の乗組員は高校生と社会人。
静岡の魅力を探し求めなが
ら、
チームで協力して本気で商品企画に挑む２ヶ月間。
このアドベンチャーには友情・出会い・青春が待っている。

オンライン開催
オンライン開催
@静岡銀行本部

10/31（土）10:00-17:00
11/28（土）10:00-17:00
12/19（土）10:00-17:00

※この他に、１〜２週間に１回程度、チーム毎オンラインでの作戦会議を実施します。
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締 切：

月

日（月）

お申し込みはこちら！

対象者：静岡県内の高校生
募集人数：20人程度
１チーム（1校）３〜4人で応募してください。
※右記QRコードから必要事項を入力し、お申し込みください。
※応募者多数の場合は、申し込み内容にて書類選考を実施致します。

主 催：株式会社静岡銀行 経営管理部人事開発グループShizuginship事務局
NPO法人しずおか共育ネット
後 援：静岡県・静岡県教育委員会

PROGRAM

地元企業と連携してミッション達成を目指せ！

静岡の特産品×缶詰の
ミッション①
静岡の
「食」
を極める ヒット商品を開発せよ！
Shizuginship
サポートカンパニー

SCHEDULE
オンライン
開催

@静銀
本部

Shizuginship
サポートカンパニー

はごろもフーズ
（株）

静鉄観光サービス（株）

静岡の「食」と「旅」をアドベンチャーする２ヶ月全３回のプログラム
船の乗組員は、高校生・銀行員・若手経営者。高校生と社会人が1つのチームとなり、ミッション達成に挑みます。

10月31日

土

高校生
×
銀行員
×
営者
若手経

10:00-17:00

キックオフイベント
静岡の魅力と出会う

オンライン
開催

卒業旅行in静岡を
ミッション②
静岡の「旅」を拓く
企画せよ！

11月28日

土

題

アオハルし放

タイトル“アオハルし放題”に
は、
「 思いっきり高校生らしく
青春の１ページを刻む」という
高校生実行委員会の思いを込
めました♪高校生も社会人も
一緒にアオハルしよ♥

10:00-17:00

中間発表

企画を生み出し
魅力を発信するプラン作り

12月19日
公開コンテスト

土

10:00-17:00

※高校生は交通費支給

オンラインでの開催日は、オンライン会議システムZoomを利用致します。参加者はあらかじめ、Zoomのダウンロードをお願い致します。

講師
東 京 大 学 農 学 部 卒 、英 国 C r a n f i e l d U n i v e r s i t y ,
Precision Farmingにて修士号を取得。NASAのプロ
ジェクトに参画後、キヤノン㈱に入社。結婚を機に静岡
に移住。2009年にエムスクエア・ラボを創業。専門分
野は、地域事業開発、農業ロボット、数値解析。やさいバ
（株）エムスクエア・ラボ スや農業ロボット事業を手掛ける。
代表取締役社長
加藤百合子 氏

探究アドバイザー

水先案内人

ごちそうマート主宰
鈴木俊夫 氏

NPO法人atamista
代表理事 市来広一郎 氏

東京都立大学大学院理学研究科（物理学）修了後、IBM
ビジネスコンサルティングサービス（現日本IBM）に勤
務。2007年熱海にUターンし、ゼロから地域づくりに
取り組む。ゲストハウスMARUYAの運営や「ATA
MI2030会議」、創業支援プログラム「99℃」を企画運
営する。著書「熱海の奇跡」
（東洋経済新報社）

2020年９月までSBS報道制作局解説委員。SBS初の
海外特派員としてJNNニューヨーク支局勤務。ローカ
ルテレビの「応援の力」は、世界を変える。を信念に「元
気！しずおか人」の企画取材に携わる。2020年6月静
岡市長谷通りに「ごちそうマート」をオープン。がんば
る静岡人を応援するコミュニティづくりに取り組む。

大正大学
地域創生学部
教授 浦崎太郎 氏

1989年より岐阜県で高校教師として勤務。2015年に
は文部科学省中央教育審議会学校地域協働部会専門員
を務める。2017年より大正大学地域構想研究所教授、
2020年より現職。2018年からは、文部科学省高等学
校教育改革に関するアドバイザーとして、高校と地域
が協働する体制の確立に向けた支援を全国各地で展開
している。

コーディネーター

NPO法人しずおか
共育ネット代表理事
井上美千子

国家資格キャリアコンサルタント・認定キャリア教育
コーディネーター。静岡銀行にて新入行員研修・各種研
修の企画運営等に従事。その後、リクルートグループに
て人材採用事業に携わる。2017年NPO法人しずおか
共育ネットを設立。高校生のキャリア教育コーディ
ネート・探究学習コーディネートに取り組む。

【お問い合わせ】

TEL:054-345-9017

（株）PEER代表取締役社長
NPO法人しずおか共育ネット
理事 佐藤真琴

アメリカ留学後、2003年に看護専門学校へ入学。実習
中に白血病の患者と出会い、がん患者のウィッグと地
域ケアの必要性を知る。資金５万円で「ヘアサプライピ
ア」を開業（2009年、株式会社に組織変更）。抗がん剤
治療などの脱毛時期の過ごし方を一緒に考える相談場
所にて値ごろ感あるウィッグを提供。

【お申し込みに関するお問い合わせ】

株式会社静岡銀行
NPO法人しずおか共育ネット
経営管理部 人事開発グループ
（担当：井上・海野）
Shizuginship事務局（担当：藤原・青木）
TEL:054-908-9479
0120-190749
MAIL:shizuokakyouiku@gmail.com

＜個人情報の取り扱い＞取得した個人情報は、取得
の際に示した利用目的及び、当イベントの告知、活
動報告、連絡の範囲で、業務の遂行上必要な限りに
おいて利用します。取得した個人情報を事前に本人
の同意を得ることなく、
第三者に提供しません。

