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各 位 

株式会社 北日本銀行 

滝沢市との地方創生連携事業「AMATAR STUDY2」開催のお知らせ 

～滝沢市ひと育てプロジェクト！～ 

株式会社北日本銀行（頭取：石塚恭路）は、滝沢市との地方創生連携協定締結により連携事業と

して取組んでいる「AMATAR STUDY2 ～滝沢市ひと育てプロジェクト！」を開催いたしますのでお知

らせいたします。 

今後とも、当行は、SDGs に積極的に取り組む地方公共団体の支援を行い、地方創生と地域経済の

活性化に取り組んで参ります。 

記 

１．取組目的 

滝沢市では、高度なスキルと地域への愛着を兼ね備え、世界を変えられる人を育てることに

より、地方創生の実現を目指すもの 

２．開催内容

 日 時：2021年 3月 21 日（日）14：00～18：00 

 場 所：滝沢市 IPU 第二イノベーションセンター 

 内 容：事業企画のピッチイベント（事業計画の発表会）※

 概 要：別添パンフレット参照（①やりたいことをやっちゃう能力開眼コース）

※1 月中旬から開始しているプロジェクトであり、企画した事業を発表する場となる

３．連携事業

 金融及び銀行の業務等に関するセミナー等の講師

 事業参加者の作成する事業計画書に対し、収支計画や事業見通し等に関するアドバイス等

 その他本事業への参加
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［きたぎんグループ SDGs 宣言］ 

当行は、2015 年 3 月に国連で採択された SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組み

を積極的におこなっています。 

 2020年 6月に「きたぎんグループ SDGs宣言」を表明し、国際連合において採択された SDGs (持続

可能な開発目標)の達成に向けて、「地域密着」「健全経営」「人間尊重」の経営理念に基づき、地域

社会が抱える問題や環境問題の解決に取り組んで参ります。 

 

北日本銀行は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

 

※SDGsは Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。2015年 9 月の国連サミ

ットで採択された国際目標。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、2030 年までに社会が抱

える問題を解決し、地球上の「誰一人として取り残さない（leave no one behind）」ことを誓って

います。 

以 上 

 
［本件に関するお問い合わせ先］ 

営業統括部法人営業グループ（担当：篠村）   TEL：019-626-6468 



AMATAR
STUDY アマター

スタディ
@Takizawa

滝沢市ひと育てプロジェクト
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主　　催 ／ 滝沢市 市民環境部 地域づくり推進課
運　　営 ／ 情報発信スタディ協会
運営協力 ／ 株式会社イトナブ・株式会社リディラバ
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 参加お申込みの前にご確認ください

アマターとは？

AMATAR STUDY（アマタースタディ）とは？

地域への熱い想いと高度なスキルを兼ね備えた

世界から引く手数多（あまた）な人材のこと

最先端教育を通じて高度なスキルと地域への愛着を育成し、世界を変えられることを心から

信じることができる人を育てる事業です。

当事業を通じて、企業や地域などのコミュニティの中で、課題を見つけ問題を解決し世界を

変えて行ける人材を滝沢市から輩出し、滝沢市の人の市場価値を向上させることを目的とし

ています。当事業は地方創生推進交付金と企業版ふるさと納税を財源に実施しています。

参加者選考について

お申込み多数の場合は、お申込みの際に記入いただいた受講動機をもとに参加者を選考させ

て頂く場合がございます。

セミナーの録画・録音について

セミナー内容の録画、録音については一切禁止させて頂きますので、ご理解とご協力をお願い

いたしま す。なお、セミナー風景を撮影した写真はSNSやブログ等へ投稿いただいて構いま

せん。その際は、 他の受講者のプライバシー、肖像権を考慮し、迷惑にならない範囲でお願い

いたします。

運営上での記録写真撮影や映像収録について

撮影した記録写真や映像は、当事業のウェブサイトやSNSアカウントへの掲載使用や、内部

資料として使用する場合があります。その際、個人を特定できる状態で写ることに問題があ

る方は、お申し出くださいますようご協力をお願いいたします。

新型コロナウィルス感染防止対策について 

感染拡大防止の観点から、参加者のお名前・ご連絡先を把握させていただきます。 今後の感

染拡大状況により、内容を変更させていただく場合がありますのでご理解のほどよろしくお願

いします。参加のさいは以下のご協力をお願いします。

お問い合わせ ／ 情報発信スタディ協会（ 運営事務局：有限会社  哲学堂 ） 　TEL 019-613-3338　　https://amatar.jp

手指消毒 手洗い マスク着用 換気体温測定 距離を開ける 密集を避ける



やりたいことをやっ
ちゃう人になりたい！
全部参加してやる！

お申し込み

【応募締切】 1/5

さわりだけスポットで
参加してみたいなー。
1-1だけ参加しよ。

お申し込み

【応募締切】 1/9

VR興味ある！
これからの時代には
必要でしょ！

お申し込み

【応募締切】 1/15

ウェブで仕事できるく
らいになってみたい！
なれるかな？

お申し込み

【応募締切】 1/12

ITでどんなことできる
かかじってみたい。
試しに参加してみよー

お申し込み

【応募締切】 3/2
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1/16
（土）

1/17
（日）

やりたいことをやっちゃう能力開眼コース1

ITの進化に触れよう！ガチ技術覚醒コース2

チャレンジ視座 爆上げ 編（各40名）1-1

事業づくり実践 編（30名）1-2

VR空間を作る ～VR上で会場つくっちゃおう～（5名）2-1

がちウェブ開発 ～目指せ 仕事を取れる人材へ～（5名）2-2

ITおもちゃづくり ～プログラムを手軽に体験～（10名）2-3

1/13
（水）

1/14
（木）

1/15
（金）

【講師】
株式会社KSB
清水 雄大 氏

【講師】
株式会社PICCA
尾﨑 健一 氏

【講師】
KDDI株式会社
松野  茂樹 氏

事業づくり キャリア M＆A

事業づくりに必要な診る目・識る力を鍛える 事業づくりに向けたヤバい企画書づくり 事業をプロの目線で評価～次へのステップ

【 定員 】 40名　【 時間 】18：30～20：30
【 場所 】 滝沢市IPU第2イノベーションセンター
【 オンライン 】zoomでの参加もOK
※講師の方とのディスカッションは対面参加の方のみとなります。

【定員】
5名

1/13
（水）

1/14
（木）

1/15
（金）

1-2に参加する方は、
１-1をアーカイブで視聴可能！
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の
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加
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事業創出、ビジネスキャリア、M＆A、マネーなど
視座を高め、やりたいことをやれちゃう自分に変わ
るインプットタイム！

実際に社会を探索し、やりたいことを見つけ、事業化していくスキルを身につける場

やりたいことをリアルにやっちゃうためには、その
ジャンルの本質を診る力、識る力が必要となります。
診る目、識る力を鍛える練習として講師のリディラバと
一緒に社会を探索し、自身の事業づくりに向け力を付
けます。

事業化に向けて、スタートアップを支援してきたプロ
フェッショナルを招き、練り上げた企画に対して評価や
助言などフィードバックをもらいます。それをもとに、
今後の立ち回り方など企画実現に向け足りないスキル
や要素を明確にし、来年度以降の事業化に向けて
「本当にやれるぞ！」の一歩手前までの到達を目指し
ます。

企画書作りのコツを覚えるためのセミナーを実施。
自分自身のやりたいことを実現するために事業の
企画書を作成していきます。 夢物語ではなく、
事業を本当に実現可能なものにしていくために、
金融機関の職員や行政職員が伴走スタイルで企画
ブラッシュアップをサポートします。

楽しそうなこと、やりたいこと、共有したいことを自分の力で探しだし
事業化するための能力を高める実学実践の場

IT技術の革新を学び、今後主流となる最新技術を使い倒し
日常に取り込むことをトコトン学ぶ場

宿題期間 宿題期間

【講師】 株式会社Ridilover
木本 一花 氏 ／ 戸嶋 寛太 氏

※コロナの状況に応じてオンライン開催になる場合がございます。

※コロナの状況に応じてオンライン開催になる場合がございます。

※コロナの状況に応じてオンライン開催になる場合がございます。

【 定員 】  30名
【 時間 】 第一部 [16日] 9：30～16：00
 第二部 ①[16日] 16：00～18：30
  ②[17日] 9：30～12：00
※1 第二部は同じ内容となりますので、ご都合に合わせ①か②を選んでいただきます。

【 場所 】 滝沢市IPU第2イノベーションセンター

▶

▶

仙台市出身。大学卒業後から起業することを
目標とし人材ビジネスや金融業を学び 2012年
共同創業者として（株）KSBを設立。新規事業
の企画や人のマッチングに定評がある。会社経
営の傍ら人生修行として飛び込んだ落語のキャ
リアは 10年を越える。

株式会社KSB　清水 雄大 氏

（株）PICCAを立ち上げ、IT、ヘルスケア、防災、
教育など様々なジャンルにて新規事業の立ち上
げ支援業を実施。株式会社エーアールシー社
では取締役として、高校生の就活支援、オン
ライン展示会など新規事業創出の責任者として
活躍中。国家資格キャリアコンサルタント。

株式会社 PICCA　尾﨑 健一 氏

1985年入社。2003年以来、一貫してM&Aを
担当。2010年に経営戦略本部企業戦略部長。
一般的な M&Aだけでなく、ベンチャー企業へ
の出資やM&Aも担当。2016年、理事・経営戦
略本部副本部長。2018年より併せて地方創生
の全社統括を担当。なお、KDDI（株）と滝沢
市は包括協定を2019年に締結。

KDDI株式会社　松野  茂樹 氏

「社会の無関心の打破」という理念の下、ツアー
づくりを通じて地域課題の解決に取り組む
スクールとスタディツアーを主催。性教育から
防衛問題まで 350以上のテーマで、13,000人
以上の人々を社会問題の現場に送り届けてきま
した。観光産業の活性化、移住定住の促進
だけでなく、地元の観光産業を支える人材の
育成にも貢献。

株式会社Ridilover

「都市部も地方部も格差ないプログラミング
教育の環境をつくる」ことを目標に、若者を
対象に IT技術を自由に学べる環境づくりを
数多く実施。定期的なアプリ開発講習やデザイ
ン講習、マンツーマンの個別指導など、現役
のプログラマーやデザイナーと交流出来る貴重
な機会を提供。

株式会社イトナブ

2015年より PCN仙台の代表として、子ども達
にプログラミング＆もの作りの楽しさを拡げる
活動を開始。学校のクラブ活動、アフタースクー
ル、学校外の寺子屋、ワークショップ講師を
務め、2019年からは仙台高専と共催でプログ
ラミングコンテスト「みやぎプロコン」を開催。
さくらインターネット等の IT企業が CSR活動で
運営する「KidsVenture」の主催企業として
参画。昨年からはメンター育成にも取り組む。

PCN仙台の親方

※お申込み多数の場合は、お申込みの際に記入いただいた受講動機を
　もとに参加者を選考させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※内容、開催日時等変更になる場合がございます。変更があった際は
　ウェブサイトやお申込時にご記入いただいたメールアドレス宛に情報を
　お伝えします。

【講師】
株式会社イトナブ
三浦聡太 氏

オンラインを取り入れた生活がニューノーマルになりつつあります。バーチャル空間（VR）
もそのひとつ。これからの時代に欠かせない分野の技術を自分のスキルに取り入れよう！

【定員】
5名

【講師】
株式会社イトナブ
よっつ 氏

ITが暮らしの中に密接に関わるようになった今、ウェブサイトを自身の手で作成できる
人材は多くの場所で求められていきます。未来を切り開くスキルをここで手に入れよう！

【時間】18：30～21：30
【場所】滝沢市IPU第2イノベーションセンター

【時間】18：30～21：30
【場所】滝沢市IPU第2イノベーションセンター

【時間】18：30～21：30
【場所】オンライン（zoom）

1/22（金）※初日 3/27（土）※最終日1/29（金） 3/19（金）~

【時間】18：30～21：30
【場所】滝沢市IPU第2イノベーションセンター

【時間】18：30～21：30
【場所】滝沢市IPU第2イノベーションセンター

【時間】18：30～21：30
【場所】オンライン（zoom）

1/18（月）※初日 3/2２（月）※最終日1/25（月） 3/15（月）~

要
確
認

セミナーで使用するIchigoJam（ミニパソコン）
とパーツの購入費として6,500円がかかります。
セミナー修了後はお持ち帰りいただけます。

【講師】
PCN仙台の親方 氏

【定員】10名
【時間】18：30～21：30
【場所】滝沢市IPU第2イノベーションセンター

ITは特別なものではなく、暮らしの中でとても身近
な存在であり難しいものではないことをITおもちゃ
づくりを通じて体験してみよう。きっと楽しいよ！

※1月29日～3月19日はオンライン開催となります。
※1月22日と3月27日はコロナの状況に応じてオンライン開催になる場合がございます。

※コロナの状況に応じてオンライン開催になる場合がございます。

【 講師や日時など詳細はウェブサイトで発表 】
【 講師や日時など詳細はウェブサイトで発表 】

NEXT
YEAR

※zoomとSlackを使用します。

※zoomとSlackを使用します。

※zoomとSlackを使用します。

※1月25日～3月15日はオンライン開催となります。
※1月18日と3月22日はコロナの状況に応じてオンライン開催になる場合がございます。 ※zoomとSlackを使用します。

（推奨動作環境はウェブサイトでご確認ください。）
※PC持参

（推奨動作環境はウェブサイトでご確認ください。）
※PC持参

講師紹介

年齢問わず、滝沢市で本気で学びたいと
考えてる方なら どなたでも参加いただけます。

参
加
対
象

参加
無料

※1

※1

延期 オンライン開催のみ

オンライン

オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン

オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン
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