佐藤 善貞支社長
アクサ生命保険㈱
①新人の採用８名
（次世代を託せる
若手の採用）
②年間予算の 120％
達成を必達目標とする
③新マネージャー輩出２名（組織分
離のための準備
佐藤支社長の強烈なリーダーシップで、組織
拡大と更なる発展を楽しみにしています。

千代島 賢専務
千代海苔㈱
①価値を創造した
商品づくり
（オリジナル商品）
②小売部門売上 1 億
メーカー卸部門 2 億を実現
③代表取締役に就任する
千代海苔ならではのオリジナル商品開発を
期待しています。千代島さんならできます！

江上 隆彦専務
(有)エガミ
①酒粕販売の拡大⇒
年間１５０㌧
②榮(オリジナル日本酒)
の安定した顧客を
作る。⇒DM を定期的に送付、
榮の会を開催。
③加工品の拡大⇒奈良漬 2 ㌧へ増
産、きゅうり、大根の商品化

太田 昇一社長
(有)オラシオン
①自らが日々目標と
目的をもって行動し、
公私ともにリーダー
シップを発揮する。
②モスバーガーと鍵の売上向上、モス
バーガーの配達売上８０万、トータ
ルで月間売上１千万の継続
③人材発掘、人材育成、社員を育成し
て会社の厚みを出す。

経営計画書もでき、未来がより具体化し、実
現が楽しみですね。

社長塾でコツコツ努力し学んだことを実践し
ている姿勢に益々期待しています。

古川 紀嘉氏
㈱福一不動産
①年間売上トップ、
月間最高売上達成。
②会社の野球チームで
３冠王
③ゴルフで９０台

飯田 明氏 ＴＯＴＯ㈱
①悩んでいるリフォー
ム業者さんを支援し
ていく。
②そのためにＢＬＲ
(TOTO の作った新団体)
に１０００社入会させる。

武者修行から帰ってきてこれから本領発揮で
すね！

環境が大きく変化されましたが、新たな夢実現
のためにも時々SPF へお立ち寄りください。。

富松 利夫専務 (有)丸富
①野菜（植物）工場向けの商品を研究
開発し、機能性に優れた野菜作り、
健康な人づくりを行う。
天然のサプリメント
②家族と週１回、自宅で晩ごはんを食べる。家族仲良く。
③農業実践塾を始め、物心共に豊かな農業生産者を増や
す。年間５名目標

栢野 克己社長
九州ベンチャー大学
①新刊「小さな会社の
稼ぐ技術」(日経 BP 社)
がベストセラー10 万部
②「小さな会社☆儲けの
ルール」が増刷累計 20 万部
③2018 年直木賞候補作を書き上げ
る。
最高傑作の新刊「小さな会社の稼ぐ技術」、
素晴しい内容です。大ヒット間違いなし！

赤峰 美則社長
(有)福岡コミュニケ
ーションセンター
①健康第一の生活⇒
早起き・毎朝 800 ㏄
の新鮮ジュース・年中無休の精神
で仕事をする。
②2 年後 70 歳、人生のピークを 60
代から７０代に変更し、基礎固め
③竹田陽一・静子ご夫妻の絵を完成。
⇒お世話になった方へ感謝の人物
画締め括りの絵です。

九州にんにくの第一人者として、にんにく
九州ブランドが全国に広がるのを心待ちにし
ています。

宮崎 三重子代表
フヨウサキナ・ルピナス
①ルピナスの会社基盤
づくりの年にする
②魅力あるパーソナリ
ティーに挑戦する
③健康第一(自己管理)
いつも優しく素敵な笑顔で早朝勉強会に熱
心に参加され、お会いするのが楽しみです。
今年は、「美ジネス」躍進の年ですね！

轟 政章社長
㈱とどろき設備

下園 幸子社長
(有)フォーヴ
①売上目標 6600 万、
社員 1 名増員
ギャラリーリニューアル
②スタッフ全員でパリ・ローマ研修
旅行に行く。
③ジムに通って体力づくり

吉本 雅史主任
九州電力㈱
①担当プロジェクトの
計画完成
②チ-ムのパフォーマンス
を上げられるようになる。

綾戸 一由会長
一般社団法人
ふるさと創生の会
①８０歳 記念すべき
年齢を迎え、己に克つ
②心身健康、自己の可能性に挑戦する
③社会弱者に焦点を合わせ、ふるさと再
生、障がい者問題のプロジェクトの立上

いつもＳＭＩのお蔭と言って頂き、とても嬉
しいです。今年は、飛躍の年になりますね！

積極的に責任者を引受け挑戦する決断は、
より一層吉本さんを成長させますね。

綾戸会長が常に挑戦し続ける姿は、多くの人に
勇気と希望を与えています。いつも応援ありが
とうございます。

私には１人の敵がいる。何としても、その顔を知ろうと思う。
そいつの姿は見えないが、私が、どこへ行っても執拗にあとを
つけてくる。そいつが、私の計画をぶち壊し、わたしの目標を
駄目にし、進路に立ちふさがってしまう。
崇高な目標を目指して苦労していると、そいつが怖い顔をして、
「駄目だよ」と言う。
ある夜、私はそいつをキュッと引っとらえ、そいつのベールを
剥ぎ取った。
ついに、私は、そいつの顔を、じっくりと見ることかできた。
何と、それは「わたし自身の顔」だった。

①仕事の規模
拡大

②売上２００％UP
③客数・客層の拡大
・設備部門 ・リフォーム部門
地域の皆様に愛され、頼りにされる
企業になります！
昨年は、初の経営計画発表会と大きな変化の
第一歩でしたが、夢実現へと飛躍するために
も応援させていただきます。

金本 光弘社長
㈱ユニバーサル通商
①不動産物件の再販
実績を確立し、
２本柱にする。
②リノベーション等の建築や建物
のＩＯＴ化を推進できる仲間と
取組む
③一人旅や油絵、陶芸の世界も挑戦
仕事で新たな分野へ挑戦、趣味も幅広く楽し
み人生謳歌していますね♪

今年は家族も増え一段と賑やかになり、公私
共に活躍の場が増えますね。

お互いに人生のピーク７０代を楽しみに
「今」をしっかり耕しましょう！

SMI は、トータルパースンですよ～家庭面の目標設定も大切に！

松尾 高生社長
㈱松尾農園グループ
①九州にんにく生産
振興協会の立上
にんにくの安定生産、
安定供給を実現し、地域農業に貢
献する。
②１次産業である農業を 3 次産業で
あるサービス業「松尾農園流第４
事産業」にステージアップ
③マラソン大会に 2 回参加

矢頭 美世子会長
㈱やずや
①女性だけのビジネス
センターを立上げる。
（４月１日ｏｐｅｎ）
②やずやグループのリーダーの育成
と応援
③真利子の子供誕生を応援するため、
私が健康でいること。

大下 隆生院長 ㈱ヒューマンズ
①「攻め」の予防の啓蒙と異業種
との対談の実現
大下 和子所長
①「からだｄｅ脳仕組み研究所」
の活動推進
②会員向け講座の充実
③一般向け公開講座２０回
④ハモンズタッチ「脳活ケア」
認定教室１０か所
和子専務の活躍の場が益々広がって
いますね。社長塾で厳しく鍛えますよ（笑）

阿部 宗明社長
㈱阿部情報技術研究所
①経営に戻り、社内シス
テムと採用（中途２名
新卒１名）
・教育の仕組
みづくりを行い、会社を大きくする。
②１.４倍行動する精神力、体力を作
り、実行する。
③長女受験対策、合格！
美月ちゃんと一緒に志望校合格のビジュアリゼ
―ションを作ってあげてください！

池田 圭司オーナー
居酒屋からす
①株式会社にする
②売上５０００万円
③久留米に２００人
入る居酒屋を作る。
池田さんの熱き思いで必ず達成できます。
「夢はでっかく行動は足元から」ですね。

今年は、ＳＭＩの価値を多くの方に徹底的に広めます！そしてＳＭＩプログラムを大いに活用し目標達成
できる新しい商品やサービスを生み出していきますので楽しみにしていてください！
皆様の夢実現にお役に立てるよう、邁進していきますので応援よろしくお願いします。上射場 敏夫

今村 省太郎専務
㈱今村隆次商店
①自由にできる時間を
取れるようにする
②社員に目標設定させる。
③社員と勉強する時間を持つ
学ぶ環境づくりは、企業発展に重要なことで
す。その為にも経営者自らが学び続ける姿勢
を見せることです。期待しています！

Ｉ ｃａｎ ｄｏ！

宮崎 弥生社長
㈱ウィズアルファ
①人に役立つ情報を出し
結果、販売につなげる。
②興味を持ったことには、
取敢えず行動してみる。
③自制心、片付け、目標、管理、人に
任せる。

山内 修代表
経営者の学校(一社)
①座禅会に年２４回
参加する
②Ｇジムへ月８回通い、
体脂肪率１３％、体重６８Kg！
③ほめ達検定２－１級を取得する

与えることは与えられることです。好奇心旺盛に
行動し、公私共に充実した年になりますね♪

肉体改造ですか？！経営者は、健康管理大

私はできる！

Ｉ ｃａｎ ｄｏ！

事ですよね～

私はできる！

Ｉ ｃａｎ ｄｏ！

