
渋沢栄一
Premium meeting 2022

~渋沢栄一翁のひとづくりへの想いを紡ぐ公開座談会~

【開催レポート：2022年4月22日(金)】

主 催：渋沢栄一ひとづくりカレッジ発足準備室

（深谷市、東京海上日動火災保険㈱、㈱チエノワ、㈱埼玉新聞社）

後 援：埼玉県、公益財団法人渋沢栄一記念財団、東京商工会議所、

深谷商工会議所、ふかや市商工会、埼玉りそな銀行、

埼玉縣信用金庫

※順不同・敬称略

運 営：渋沢栄一ひとづくりカレッジ発足準備室

会 場：埼玉グランドホテル深谷3階ダイヤモンドホール

（埼玉県深谷市西島町1丁目1-13）

※表紙写真：二層楼
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智慧の燈火プロジェクト代表理事
渋沢栄一ひとづくりカレッジ発起人
田中雅也
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本日はこの深谷に素晴らしい方々をお迎えし、渋沢栄一Premium 

meeting 2022が開催できることを深谷市長として本当にうれしく思

っております。本当にありがとうございます！

私は市長歴約12年になります。今まで、市長として行政改革など

を行ってきましたが、一番は自分の町を好きになってもらう誇れる

郷土づくり。これが最も大事なことだと思います。会社も同じだと

思います。そんな中、渋沢栄一翁の没後80年には、今日いらっしゃ

る鳥羽会長、東京商工会議所の岡村会頭、そして上田知事とシンポ

ジウムを開催しました。当時はまだ渋沢栄一翁に注目が集まってい

なかったのですが、本当に皆さんから良かったよとお声がけ頂きま

した。

そして去年は大河ドラマがあったこともあり、深谷といえばねぎ

と言われていましたが、最近はどこへ行っても渋沢栄一翁と言われ

るようになりました。ただ、これだけじゃダメです。今度は渋沢栄

一翁の精神や考え方を皆さんにお伝えし、世の中が大きく変わって

いくことが大事です。

今日、これだけの方々が一堂に集まるのは本当に渋沢栄一翁のお

かげです。本当に市長をさせてもらってありがたいと思ってます。

ぜひ今日は皆さんにとって

素晴らしい時間となり、ここ

から新たなスタートだという

ことを実感していただけたら

幸いです。最後までよろしく

お願いします。

本日はお忙しい中、またコロナ禍で様々な制限がある中お集まり

くださり誠にありがとうございます。本日ご登壇くださる皆様、ご

来賓の皆様、そして二人三脚で本日まで歩んでくださった深谷市、

東京海上日動火災保険ならびに埼玉新聞社の皆様にこの場をお借り

して感謝申し上げます。誠にありがとうございます！

さて、本プロジェクトの目的はひとづくりです。渋沢栄一翁は論

語と算盤というかけ離れたものを一つにしていくことこそが企業の

務めであると実践をもって教えてくださいました。まさにコロナや

紛争という、先行きの見えない今、ひとづくりが未来への架け橋に

なると、私たちも信じております。

また、対象は中小企業の経営人材です。日本では99.9％が中小企

業です。その経営人材がもし渋沢栄一翁のスピリットを体現するこ

とができたならば、社員が変わり、家庭が変わり、子供たちが変わ

っていくと思います。苦悩や葛藤の中に道を切り開いてこられた先

輩たちに、実体験の本音を語っていただき、その中にある本質的な

知恵を学ぶことで共感が生まれます。その共感が「よし、やってい

こう」と本気で一歩踏み出すきっかけとなり、実践的な学び舎を築

いていきます。

埼玉県深谷市長
小島進氏

開会・主催者挨拶

ここ渋沢栄一翁ご生誕の地

深谷からスタートし、その知

恵とご縁の輪を日本全国、そ

して世界、未来へとつないで

いくこと。これが渋沢栄一翁

からの時を越えたメッセージ

だと捉え、本日お集まりの皆

様と、そして目には見えない

様々なところでお力添えくだ

さる皆様の力を合本し、一つ

一つ推進してまいります。



渋沢栄一ひとづくりカレッジ発足準備室

（深谷市、東京海上日動火災保険、チエノワ、埼玉新聞社）

埼玉県、渋沢栄一記念財団、東京商工会議所、深谷商工会議所、ふかや市商工会、

埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫 ※順不同・敬称略

ドトールコーヒー名誉会長 鳥羽博道様

マルハ物産代表取締役会長 林香与子様

渋沢史料館顧問 井上潤様

東京商工会議所常務理事 小林治彦様

埼玉りそな銀行取締役会長 池田一義様

埼玉縣信用金庫理事長 池田啓一様

深谷市議会議長 武井伸一様

深谷商工会議所会頭 村岡正巳様

ふかや市商工会会長 沼尻芳治様

開会挨拶： 深谷市長 小島進氏

来賓代表： 深谷商工会議所会頭 村岡正巳様、ふかや市商工会会長 沼尻芳治様

祝 辞： 北京パラリンピック金メダリスト/深谷市親善大使 村岡桃佳選手

概要説明： 渋沢栄一ひとづくりカレッジ発起人 田中雅也

渋沢栄一ひとづくりカレッジ発足準備室

＜主催＞

＜後援＞

＜来賓＞

＜挨拶＞

＜運営＞

主催・共催・後援・運営(運営体制の一覧）

コロナ禍にて様々な制限がかかる中、本イベントを開催することができ、
多大なご協力を賜りました関係各社の皆様に対し心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。
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326
※会場参加198名(来賓含む) / 

オンライン参加128名

名

【参加者数】

深谷商工会議所会頭
村岡正巳氏
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本日は大変お忙しい中、お越しくださり誠にありがとうございます。

パネリストとして三村会頭、矢野会長、德川家の德川さんにお越しい

ただいております。その他パネリストの皆様も渋沢栄一翁と深いご縁

があり、本当に感謝申し上げます。

現在、コロナやウクライナ紛争、震災と色んなことがあります。

我々も渋沢栄一翁のように明治の激動の中でも成し遂げる力・教え・

乗り切り方を胸に、この激動の時代を乗り越え、深谷の経済を盛り上

げようと努力しております。自分の力だけではなく、公益ということ

を考えながら会議所も頑張っていきます。

深谷は本当に小さな町で主要な産業がありませんが、農業が一番大

きな地場産業です。商工会議所としても商業・工業だけじゃなくて、

農業を取り入れた農商工連携でこれからも頑張っていくつもりです。

本日ご臨席の皆様のご健勝とご多幸を、また皆さんの一日が素晴ら

しい一日になりますことを心からご祈念申し上げまして、挨拶とさせ

ていただきます。ありがとうございました。

本日は渋沢栄一Premium meeting2022の開催にあたり、渋沢栄

一翁の生誕の地深谷へようこそおいでくださいました。大勢の皆

様をお迎えし、盛大に開催できることは大変喜ばしいと同時に心

より感謝を申し上げます。

私個人としては2019年より「渋沢栄一そっくりさん」として活

動をさせていただいております。郷土の偉人渋沢栄一翁のそっく

りさんとして活動させていただくことは大変光栄なことであると

ともに、近代日本資本主義の父といわれる渋沢栄一翁の志を学ぶ

ことで、改めて経営者として身の引き締まる思いです。また、

2024年には新１万円札の発行を控え、本年秋にふかや花園プレミ

アムアウトレットが開業予定です。

今後とも関係機関と連携しながら、暮らしや地域を盛り上げて

いきたいと思います。

結びに商工会の会長として皆さん方に心より厚く御礼を申し上

げまして、ご挨拶とさせていただきます。

ふかや市商工会会長
沼尻芳治氏

来賓代表挨拶

渋沢栄一Premium Meeting

ダイジェスト映像(5:59)【 】



パネルディスカッション：「逆境の今こそ、変革のチャンス！～ひとづくりで未来を切り拓く～」

産業雇用安定センター会長

矢野弘典氏

コーディネーター：一般社団法人智慧の燈火プロジェクト代表理事田中雅也

1986年、石川県金沢市生まれ。2008年、筑波大学卒業後にPR会社へ就職。「メディアウェーブ＝発掘力(ネタ)

×アイディア力(工夫)×継続力(仕組み)」理論を用いた、メディア露出・話題づくりに従事し、年間180社以上の広

報・PRを手掛ける。2013年、チエノワを設立。テレビ各局でビジネス番組、経済番組等を企画。PR・ブランディ

ング手法としてピラミッド戦略を提唱し、年間200社の企業を手掛ける。(累計1,300社を越える)

2017年、「智慧の燈火(ちえのともしび)プロジェクト」を発足。全国850社4,000名を越える長寿企業とのご縁をつ

なぎ、長寿企業が持つ“唯一無二の知恵”を遺し、活かし合うイノベーション・プラットフォームを日本全国、そし

て世界へと広げている。
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東京商工会議所

第21代会頭

三村明夫氏

1963年、新日鐵の前身である富士製鐵に入社し、1972年にハーバ

ード大学でMBAを取得したのち、要職を歴任。2003年には新日本製

鐵の社長に就任し、業績が下降傾向にあった同社の立て直しに成功。

自身のキャリアに大きな影響を与えたのは、1985年のプラザ合意。

ドル高是正による急速な円高を受け、社員の75％を削減するという

痛みを伴う合理化計画を担当した三村氏は、社長就任後も、その教

訓を胸に刻みながら会社経営を行った。

2013年には、渋沢栄一翁が初代会頭を務めた東京商工会議所の第

21代会頭に就任。同時に日本商工会議所会頭として、全国125万の

中小企業を代表し、政府に対して政策提言を行っている。

1963年、東京大学法学部を卒業。土光敏夫氏に師事し、東芝欧州総

代表、経団連専務理事、中日本高速道路代表取締役会長を務めるなど、

様々な職務を歴任。現在は公益財団法人産業雇用安定センター会長。

現場主義に徹した経営者としての日々、『論語』を座右に置き、困っ

た時の相談相手とした。「信望」という定量化できないリーダーの最も

重要な資質が、どこから生まれてくるのかを問い続けた末に、「才徳兼

備」こそ国際的に通用するリーダーの姿であると『論語』を通じて解説

した著書『才徳兼備のリーダーシップ論語に学ぶ信望』を刊行。

現在は「中国古典はリーダー論の宝庫」との信念のもと、『論語』や

『大学』『中庸』『孟子』を若手の企業経営者や子どもたちと学ぶ私塾

「お爺ちゃんの論語塾」を開設するなど、後世の育成に尽力している。



埼玉県深谷市出身。2010年に深谷市長選挙に立候補し当選

(現在4期目)。高校卒業後は父が営む菓子問屋に就職し、社内で

トップセールスを誇るなど順調だったという。しかし、「若い

人の中から議員を出そう」という動きが仲間内で持ち上がった

1995年、「自分の力で勝負したい」と親の反対を押し切って市

議選に出馬したのが、政治家人生の始まり。

渋沢栄一翁が主人公となる大河ドラマ「青天を衝け」の放送

に合わせて大河ドラマ館を開館するなど、さまざまな事業を展

開し、渋沢栄一翁の功績や精神、深谷市の魅力を全国へ発信。

恵まれた自然環境、先人の歴史に育まれた「深谷らしさ」を

継承し、更に磨きをかけることで、市民の方が安全安心に暮ら

し、将来に渡り活力を持ち、そして子どもたちが愛してくれる、

そんな深谷市を築くべく挑戦し続けている。

パネルディスカッション：「逆境の今こそ、変革のチャンス！～ひとづくりで未来を切り拓く～」

水戸德川家15代当主で、東京海上日動火災保険株式会社執行役

員。1980年に慶應義塾大学商学部を卒業し、当時の東京海上火

災保険株式会社に入社。

同社に勤務しつつ、徳川ミュージアム理事長のほか、水戸藩開

藩400年記念事業推進委員会会長、公益財団法人水戸育英会総裁、

公益財団法人三徳庵理事、公益財団法人山階鳥類研究所理事など

を務める。

1977年に開館した「徳川ミュージアム」は、德川家康公をは

じめ歴代藩主、当主の遺品など約6万点を収蔵するほか、史跡建

造物などの管理や歴代藩主の守り伝えてきた祭礼や歴史文化を伝

承している。

東京海上日動火災保険常勤顧問

水戸德川家第15代当主

德川斉正氏

司会・進行：フリーアナウンサー 石田紗英子

奈良県出身。JALグループ客室乗務員を経て、2005年フリーキャスターに転身。経済番組や情報番組等、様々

なメディアにレギュラー出演し、数百人のインタビューを担当。昨今ではマナー・プロトコール検定準１級を取

得し、全国の企業・学校での講師活動や子供服のプロデュースにも携わる。2歳児の母であり、趣味・特技は、歴

史散策、ピアノ演奏(絶対音感あり)、インテリアコーディネート。※奈良県吉野町観光大使、ひかりTV番組審議

委員。
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埼玉県深谷市長

小島進氏



登壇者4名の方々と渋沢栄一翁とのご縁と繋がりとは

渋沢栄一翁とのご縁＆繋がり
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産業雇用安定ｾﾝﾀｰ

会長

矢野弘典氏

德川昭武公に従い、渋沢栄一翁と共にパリ万博に参加したのが私の曽祖父です。本日この場(水戸德川家15代当主と

共に)に座らせていただき、人生のご縁は本当に素晴らしいなと思いました。

本イベントの前に渋沢栄一記念館へ伺いました。渋沢栄一翁のアンドロイドも拝見し、講演題目の「道徳経済合一

説」は改めて感銘を受けました。中でも特に素晴らしいと感じることは、渋沢栄一翁はこれを考えただけでなく実践

されたことです。日本だけでなく世界にも通用する経営観であり、「リーダーとはこうあるべき」と身をもって示し

てくださいました。私も若い頃から論語に親しみ、論語に関する本を2冊出版しました。仲間内だけで感心している

のでは勿体ないと思い「おじいちゃんの論語塾」を11年前に開校、現在は経営者相手にも「大人の論語塾」を開校し、

講義しています。渋沢栄一翁のお陰で様々なことに挑戦させていただき、本当にありがたいと感じております。

東京商工会議所

会頭

三村明夫氏

「近代日本経済の父」とも称される渋沢栄一翁ですが、実は私が社長・会長の頃には深く知る機会はありませんでし

た。2013年に第21代東京商工会議所会頭に就任し、初代会頭が渋沢栄一翁だったこともあり、以後ずっと勉強させて

いただいております。2018年に東京商工会議所は140周年を迎え、記念事業を検討しました。「140年」は「意志を」

とも読めますので、「渋沢栄一翁の意志」をテーマに様々な取り組みをさせていただきました。縁あって大河ドラマ

にも採用されましたが、実は私は前橋生まれで、大河ドラマでみなさんが話していた言葉は地元の言葉と同じだった

こともあり、親近感を持って拝見しました。その他、渋沢栄一翁にゆかりのある団体・自治体と8者連携協定を結ん

だほか、新札肖像に決定している北里柴三郎・津田梅子に関連する団体ともつながりができ、様々なご縁をいただい

ております。



登壇者4名の方々と渋沢栄一翁とのご縁と繋がりとは

渋沢栄一翁とのご縁＆繋がり
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埼玉県深谷市

市長

小島進氏

渋沢栄一翁との繋がりにつきまして、深谷市長就任の翌年に埼玉県元知事の上田清司氏、東京商工会議所元会頭の岡

村正氏、(株)ドトールコーヒー創業者で名誉会長の鳥羽博道氏(深谷市出身)とともに没後80年記念イベントを開催し

たことがキッカケとなり、私の使命は『誰よりも動き・多くの方々を繋げること』だと感じました。残念ながら直近

のコロナにより動きづらい時期もありました。

来たる2024年には新札が発行されます。その際に、津田梅子さんや北里柴三郎さん関係の方々と連携していこうとす

る中、まん延防止期間となりました。しかし、まだまだやるべきことは沢山あります。本日、これだけの方々が深谷

にお集まりくださりました。このイベントを引き続き開催することで、渋沢栄一翁との繋がりをさらに広げていこう

と思っています。

もちろんですが、私は直接的に渋沢栄一翁を存じ上げてはおりません(笑)。私は渋沢栄一翁を召し抱えた德川慶喜公

のひ孫でございます。どのような経緯で渋沢栄一翁が一橋家の侍になったのかは分かりませんが、渋沢栄一翁の雇

い主が将軍になったことで、幕府の幕臣としてご出世をなさいました。渋沢栄一翁は尊王攘夷派と聞いております

が、実は慶喜とも考え方が合っていたのです。

もう一つの繋がりは、渋沢栄一翁が発起人の一人である東京海上日動火災保険の常勤顧問を担っているという点で

す。本日は登壇者に東京海上日動火災社外取締役である三村会頭、客席には副会長もいらっしゃり、何か監視され

ているように感じております(笑)。

水戸德川家

第15代当主

德川斉正氏



テーマ①渋沢栄一翁の挑戦からの気付き

2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」でも注目された渋沢栄一翁の様々な挑戦とは
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東京商工会議所

会頭

三村明夫氏

産業雇用安定ｾﾝﾀｰ

会長

矢野弘典氏

知れば知るほど、渋沢栄一翁は奇跡の人だと思います。論語という一つの軸があったことは間違いありませんが、彼

の特徴は「行動する」ということです。15歳〜20代までは悩みに悩み、30歳で立志されました。「民間の活動を通じ

て国を発展するんだ」という思いを込め、70歳になるまで会社設立に奔走されました。最初にビジョンがあった上で

行動するのではなくて、数々の行動をしてからそれらをビジョンという形で凝縮させていった点に親しみが持てます。

だからこそ、彼の言葉は人の心を打つのだと思います。渋沢栄一翁が関わった企業について調べてみると、481社の企

業を設立し、186社も現存しています。彼はなぜ481の企業設立に関与することができたのか。また、その6割が120年

間、2度の大戦がある中で今も残り続けていること。この2つについては特に不思議に思っており、その理由を考える

ことが渋沢栄一翁の本質を紐解くことに繋がるではないかと考えています。

渋沢栄一翁は、企業は私のものではないという考えの下、国家社会のために尽力した人ではないかと思います。企業

は社会の公器として存在し、誰が正しいというよりも何が正しいかという考えのもと、多くの企業を設立しました。

「道徳経済合一説」を読んで私に何ができるのかを考えた時に、会社における信用の健全性は守らなければいけない

と感じました。一時の損はしても、信用を得るためには正直で正しい経営をする努力をしなくてはいけない。ささや

かな経営者体験の中で大切にしてきたことです。論語の中でお気に入りの言葉は、「忠恕・三省・徳不孤」です。

「忠恕」は思いやり、「三省」は日々の反省、「徳不孤」は徳ある人は孤立することがないという意味です。この言

葉のもと事業を推進する中に、「修己治人」、己を治めて人を修めることの重要性を実感しました。



テーマ①渋沢栄一翁の挑戦からの気付き

2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」でも注目された渋沢栄一翁の様々な挑戦とは
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弘道館は設立して180年になる、日本最大の藩校です。弘道館設立趣意書には「弘道とは何ぞ。人能(よ)く道を弘むる

なり。道とは何ぞ。天地の大經(たいけい)にして、生民(せいみん)の須臾(しゅゆ)も離るべからざるものなり。」という

言葉があります。天道や人道というのは、生きている以上は絶対に離れられない道であり「この道を正しく行うことが

弘道館で学ぶ者の責務」ということを言っております。また、弘道館には卒業という言葉がありません。生涯学べとい

うメッセージです。慶喜公が大政奉還された時の上表文には「広く天下の公議を尽くし、心を一つにして協力していく。

そうできるのならば、必ず海外の諸国と肩を並べていくことができるでしょう。」とあります。過去を学び未来を切り

拓いていくとき、一人の力ではなく衆議尽くすということを慶喜公は狙っていたのでしょう。渋沢栄一翁は慶喜公の考

えを認識していたのではないかと思います。

大河ドラマ「青天を衝け」もそうですが、ドラマを観て、本当にちょっとした出会いがその後の自分を大きく変える

きっかけになると感じました。例えば、矢野会長が渋沢栄一翁のアンドロイドをご覧になられたとお話されていまし

たが、実はあのアンドロイドは、本日最前列にいらっしゃるドトールコーヒー鳥羽会長との雑談の中から生まれたも

のなんです。今の時代に渋沢栄一翁がいたら面白い。科学が発達している今だから、ロボットぐらい作れる。でも資

金が足りないことを伝えると、「資金は俺が出す」と言っていただきました。昨年の大河ドラマを見た時に、私自身

どこまで真似できるかは分からないですが、渋沢栄一翁のように動けるだけ動き、今回のようなつながりも含めて私

も一緒に挑戦していければなと感じました。

水戸德川家

第15代当主

德川斉正氏

埼玉県深谷市

市長

小島進氏



テーマ②実際の挑戦エピソード

言葉で伝えるのは簡単でも、実行するのは難しい。登壇者それぞれの「挑戦」とは
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東京商工会議所

会頭

三村明夫氏

渋沢栄一翁が言っている公益というのは、国や社会を豊かにした上で、人々を幸せにすることです。これを実際に実行

することがどれほど難しいか。渋沢栄一翁の場合は一生を持って実現させたので、誰もこの意見に対して反論できない

わけです。現在、政府が開催している「新しい資本主義実現会議」のメンバーとして社会課題の解決と経済成長の両立

という課題について議論していますが、まだ具体的な姿は見えていません。現在この世界には貧困やカーボンニュート

ラルなどの社会問題は山ほどありますが、各問題にどう向き合い、解決策を考えていくのか。かつ日本の国際競争力も

担保することが、渋沢栄一翁の思想を日本全体に活かすことに繋がるのではないでしょうか。相反する課題を解決し、

私益と公益、短期と長期のバランスをどう取るのか、我々の挑戦と知恵が求められていると思います。

産業雇用安定ｾﾝﾀｰ

会長

矢野弘典氏

30代で東芝子会社の再建を任された際、皆からバカにされ全くうまくいきませんでした。その時、土光敏夫さんからは

なむけの言葉として『青草も燃えるよ』と頂きました。「夏草は春秋の雑草と違って水分を吸って青々として重い。こ

れを燃やすには強い火力が必要。火種が強ければ、あっという間に灰になる。」これは、火種が強ければどんな事態も

解決できるという意味で、『お前の火種が弱い！』と怒鳴られたような気がしました。そこで、布団をかついで工場の

警備室に移り住み、心を入れ替えて取り組み始めると少しずつ協力者が現れ、軌道に乗り出しました。この経験は一生

の財産になったと感じております。

水戸德川家

第15代当主

德川斉正氏

ご先祖さまは西山御殿・徳川ミュージアム・水戸德川家墓所等、たくさんのものを残して下さりましたが、2011年東日

本大震災の際、大きな被害を受けました。墓所を中心に約2万7千個の石垣が崩れ、修理費に25億円かかると言われ愕然

としました。修理費20億円は国が出してくれましたが、残りの5億円なんてお金はありません。寄付金を募り、6年がか

りで修繕を行いました。苦しい時期でしたが、今までいろんな方と仲良くさせていただき、頼れるつながりを持ってい

たことで、多くの寄付をいただけました。「信用をどれだけ多く築いておくかが、いざという時に役に立つ」ことを心

から実感しました。渋沢栄一翁は「真似をするのは形ではなく、心を真似するのが良い」と言っておられますが、まさ

にその通りです。技術や知識はあとで身につくものであり、その器がその人間の魂です。どのように人と接し、史跡(伝

統と文化)を守っていくべきかを考える際、渋沢栄一翁は色々な気づきを与えてくれます。



テーマ③ひとづくりこそ、未来を切り拓く力

「ひとづくりこそ、未来を切り拓く力」と信じて開催された本プロジェクトに対する応援メッセージとは
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中小企業であればあるほど、「人が全て」と言っても過言ではないです。例えば、コロナ禍の中にあっても日本の完

全失業率は上がったとはいえ2.9％程度であり、米国などとは全く状況が違います。従業員の雇用にまで手を付けた中

小企業経営者は驚くほど少なかった。雇用調整助成金の効果もあるが、一番大きいのは、これまでの人手不足の経験

から、人材を一度手放すと戻ってこないこと、事業再開にはそれらの人材が絶対に必要であることを経営者が理解し

ていたからだと思います。日本は長寿企業大国であり、100年・200年を生き延びてきた企業が世界で一番多いが、そ

の多くは中小企業です。日本の中小企業には、自らを巧みに変え、大きな危機も生き延びてきた自己変革能力が備わ

っています。今回もその自己変革能力を発揮して、コロナ禍から力強く立ち上がってくれるものと信じています。そ

の際、事業承継がうまくなされることも重要な要素の一つです。価値ある事業を引き継いでいけるよう、商工会議所

としても引き続き後押しをしていきます。

ひとづくり大学を作ろうという機運が高まっていることは本当に素晴らしいです。何においても一番大切なのは人で

す。この数十年、ひとづくりは放置されていた気がします。何しろモノやカネや情報を動かすのは人ですから。社員

も団体も皆がトップを見ています。徳を持つリーダーになるということはとても大変なことです。若いときから心構

えを持ち、多くの失敗や成功体験を積み重ねることで人は成長します。ひとづくり大学を契機にそういう機運が高ま

り、過去に偉大なことを成し遂げた先輩たちから若い人たちに教えていくことが重要になると思います。ひとづくり

大学というものを契機に、ひとづくりへの関心が高まることを心から期待しています。

東京商工会議所

会頭

三村明夫氏

産業雇用安定ｾﾝﾀｰ

会長

矢野弘典氏



テーマ③ひとづくりこそ、未来を切り拓く力

「ひとづくりこそ、未来を切り拓く力」と信じて開催された本プロジェクトに対する応援メッセージとは
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実際に「論語と算盤(道徳経済合一説)」を胸に変革に挑戦されてきた方々の実体験による知恵(本音の中にある本質、ま

さに森羅万象から学ぶ羅針盤「彰往考来(しょうおうこうらい)」の如くに過去を客観的に明らかにしていくこと)を学び、

語り合える場をつくることは非常に重要です。

私は今15代目でございます。15代目は滅亡の代だと言われており、早く16代へ継がないといけないのです(笑)。そこ

で、是非ひとづくりカレッジにうちの息子も入れていただき、これからの大変な時代を乗り越えることができるよう

に鍛えていただけるとありがたいです。

本日この場にいらした方々それぞれにお仕事があり、多くの問題や課題を抱えていると思います。そんな中で今回、

テレビでしか拝見できないような方々がこの距離で熱く語っていただけたこと。これも全て渋沢栄一翁のおかげです。

いつの時代もアナログな「人と人との出会い」によって、新たな知恵と挑戦が生まれ未来を切り拓いてきました。渋

沢栄一翁含め今回登壇して頂いたリーダーの方々を見て気づくことは本当にたくさんあると思います。

今後も本プロジェクトを通して、日本から世界へ、渋沢栄一翁の想いに共感する同志の皆様と繋がり、新たな日本、

新たな世界へ一人ひとりが一歩踏み出すきっかけとなる土台を築いていきたいと思っています。本当にありがとうご

ざいました。

水戸德川家

第15代当主

德川斉正氏

埼玉県深谷市

市長

小島進氏
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【メッセージ】来賓・共催・後援①

素晴らしい会に参加させていた
だき、本当にありがとうござい
ました。
今回の登壇者の方々に共通する

点は、学んだ渋沢栄一翁の事績
を語ったのではなく、自らが体
験したことを世の中に広められ

たことです。まさに渋沢栄一翁
を体現してるなと強く感じた機
会でした。
今回はリーダー格の方のお話が
主でしたが、今後は現場で働い
ている方たちがどう受け止めて
いるのかもお聴きしたいです。
次なるステップである11月11

日のイベントも楽しみにしてい
ます。

渋沢史料館
顧問
井上潤様

本イベントに参加させて頂き、

非常に感動致しました。

今回の講演を聴いていて、「人

は城であり、石垣であり、堀で

ある」という言葉を思い出しま

した。中小企業であっても大企

業であってもすべて人が織りな

しているということを痛感し、

私自身反省すべき点が多くある

ことにも気づかせていただきま

した。時代が変わる中で今後ま

すますひとづくりが必要になる

のではないかと実感しておりま

す。

本当に貴重な機会をいただき、

ありがとうございました。

徳島県経営者協会会長
マルハ物産代表取締役会長
林香与子様

素晴らしい講演で、とても感動

致しました。

渋沢翁のフォーラムには今まで

何度か参加させていただきまし

たが、毎回新しい知見がみつか

り、今回も大変勉強になりまし

た。改めて渋沢翁が様々なつな

がりを生んでいることもよく分

かりました。政府も現在ひとづ

くりに力を入れています。もの

づくり大国ではあるけれど、そ

もそもの前提はひとづくりであ

り、改めて推進していくことが

大切な時期だとも思います。貴

重なお時間をいただき、本当に

ありがとうございました。

埼玉りそな銀行取締役会長
さいたま商工会議所会頭
池田一義様

本日はありがとうございました。

よくぞこれだけの登壇者の方々

においでいただいたということ

が一番の嬉しさですね。

正直私も少し緊張していました。

(笑)

ただ、皆様からとても気さくに

話しかけていただき、とても楽

しい時間を過ごすことができま

した。こんなに素晴らしい取り

組みを途中で終わらせるのでは

なく、永遠に続けていってほし

いなと思っています。

引き続きよろしくお願い致しま

す！

深谷商工会議所
会頭
村岡正巳様
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【メッセージ】来賓・共催・後援②

本日お集まり下さった方々に心

から御礼申し上げたいと思いま

す。本当にありがとうございま

した。

渋沢翁が亡くなられて相当年数

が経っているにも関わらず、渋

沢翁を尊敬する方々がこれだけ

集まりました。渋沢翁の功績、

お人柄の賜だと思います。素晴

らしい登壇者の方々のお話を時

間が惜しいと思うくらい凝縮し

て聴くことができ、とても感動

しました。主催者として大変嬉

しく思います。本当に皆さんあ

りがとうございました。

素晴らしい会を開催していただ

き、ありがとうございました。

渋沢栄一翁の足跡や功績、豪華

パネリストの皆さまの貴重なお

話を数多く聞くことができ、大

変勉強になりました。

本日学んだ事を糧として、これ

からも深谷市をはじめ埼玉県全

体の活性化に貢献出来るよう努

めて参りますので、引き続きよ

ろしくお願いいたします。

埼玉新聞社
代表取締役社長
関根正昌様

本日は大変貴重なお話をありが

とうございました。

そうそうたる経営者の方々のひ

とづくりに対する熱く魂のこも

ったお話を数多く聴くことがで

き、とても勉強になりました。

本日お話があったように実践し

て初めて役に立つ話だと思いま

す。次回11月のイベントまでの

約半年余りの期間、仲間内でも

切磋琢磨していきますが、より

発展できるように新たなメンバ

ーも集めながら、深谷市や中小

企業の皆さんのお役に立てるよ

うに頑張っていきたいと思いま

す。本当にありがとうございま

した。

東京海上日動火災保険
埼玉支店長
清水伸樹様

埼玉縣信用金庫
常務理事
井上義夫様

素晴らしいパネリストの方たち

の出演、本当にありがとうござ

いました！

現在商工会もコロナで非常に苦

しんでいて、どんな経営をすれ

ばいいのか悩んでおりました。

本日登壇いただいたパネリスト

の方々の言葉はとても参考にな

りましたし、改めてひとづくり

の大切さを実感しました。とて

も良い講演で感動しました。た

くさんメモも取らせていただい

たので、今後活用させていただ

きます。本当に皆さんありがと

うございました。

ふかや市商工会
会長
沼尻芳治様

https://docs.google.com/document/d/1vbGooga6i0Dbq1rjXYVJWKcVIJq2AMzEe2l9Xsapp1k/edit#heading=h.6x4mcuedauwk
https://docs.google.com/document/d/1vbGooga6i0Dbq1rjXYVJWKcVIJq2AMzEe2l9Xsapp1k/edit#heading=h.6x4mcuedauwk
https://docs.google.com/document/d/1vbGooga6i0Dbq1rjXYVJWKcVIJq2AMzEe2l9Xsapp1k/edit#heading=h.6x4mcuedauwk
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【メッセージ】登壇者①

本日は貴重な機会をありがとうございました！

これだけ多くの方が集まり、とても会場が盛り上がりま

したね。私自身も盛り上がってきて、思わず予定外のこ

ともいっぱい喋りだして止まらなくなくなっちゃったん

ですけれども、とてもいい会合だったと思います。

ひとづくり大学をつくるなんて構想は今までなかったし、

それに至ったことも素晴らしいですが、引き続き今回の

講演のような形にして、広がりを持ってやっていただき

たいと思います。

中でも私が一番期待しているのは、これからの世代である若

い方々にモチベーションを与えてほしいということ。やっぱり自

分がやらなきゃいけないんだと思うような、そういう青

年男女を育ててほしいなと思います。ひとづくりがどれ

だけ重要なのか、改めて認識できたという意味でも意義

のある集まりだったと思います。

産業雇用安定センター
会長 矢野弘典氏

東京商工会議所
会頭 三村明夫氏

渋沢栄一翁が新一万円札肖像に採用決定してから、渋沢

翁の行動と思想が多くの方々の共感を呼び、一層の広が

りをみせています。

今回の深谷市発「渋沢栄一Premium meeting」を通じて、

私益と公益の両立を訴えた渋沢翁の精神を広げていくこ

とは、この不透明な時代にあってこそ、現代的な意味が

あるものと改めて確信した一日となりました。

環境の変化に対応し自己変革することはいつの時代でも

重要ですが、その原動力となるのは「人」です。

「逆境の時こそ、力を尽くす」という渋沢翁の精神を受

け継ぎ、「渋沢栄一ひとづくりカレッジ」が、豊かな強

い国作りをリードする人材を生み出すプラットフォーム

の一つとして、その役割を果たされることを期待いたし

ます。
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【メッセージ】登壇者②

本日は本当にお疲れ様でした！

11月11日にひとづくりカレッジが正式にスタートしま

す。地元ならではのひとづくり、特に渋沢栄一翁が残さ

れたスピリッツを学ぶということが上手くいったらいい

なと、心から望んでいます。

私は漢字文化振興協会の会長をやっています。協会では、

論語の素読を幼稚園と小学校に普及させるということも

やっています。やはり論語というのは、人間の器、心構

え、魂を磨くにはちょうどいい材料なんです。その磨か

れた人間が学問を受け、道徳に基づいて活用するという

ことは渋沢栄一翁が実践された通りでありますから、と

ても良い取り組みだと思っています。

今後もひとづくりを普及していくためのお手伝いをさせ

ていただけたらというふうに思っております。

ありがとうございました。

本日は本当にありがとうございました！

深谷でこれだけのメンバーが本気で熱く語っていただいた

こと。深谷市長としてとても嬉しい。官と民が同じ方向に

進まなくては絶対国は良くならないということでしたので、

改めて自分も一生懸命取り組まないといけないと感じまし

た。本日の講演はある意味日本や世界を相手にというよう

なお話に終始しましたが、今後は渋沢栄一翁に関わる色々

な中小企業の社長様方にお話を聞き、より具体的、実践的

な話も学ばせていただきたいです。

德川さんや矢野さんの御子息といった、今後日本の未来を

担う人たちを1年後ぐらいに集め、今回のような会を催し

ても面白いんじゃないかなとか、いろいろとアイデアが湧

いてきました。それがまた違った化学反応となって広がって

いけばいいと思うし、何より、まだまだ日本は捨てたものではな

いと思いました。

東京海上日動火災保険常勤顧問
水戸德川家第15代当主 德川斉正氏

埼玉県深谷市
市長 小島進氏
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【アンケート】参加者の声

Q：本日の座談会で‟気づき”や‟学び”、実際に自社の経営に役立
てたいと感じたことは何ですか？

・とても素晴らしいの一言に尽きる。日ごろの生活では体験
できない講演会に参加でき、書ききれないほどメモをさせて
いただきました。

・人が大切であり、困難なときこそ人の和(天の時、地の利、
人の和)が大事。武田信玄の名言「人は城、人は石垣、人は堀、
情けは味方、仇は敵なり。」を思い出した！

・損得の得ではなく人の徳を積み重ねていくことを実感。企
業経営には徳が必要であり、社会貢献も含めた経営を考えて
いきたい！

・苦労葛藤を含めた様々な実体験を自分のものとし、それを
他社＆他人へ還元する力(公益)が結果的に自分自身に大きな
利益を与える、ということに感激した！

・経営者ではなく従業員ですが、日本、地域、企業を引っ張
るリーダーたちがどのように物事を考えるか知るキッカケと
なった。深谷市民ですが『深谷って凄い』と実感し、もっと
もっと多くの人に知ってほしい！

・偉人の残した言葉の重みを改めて再確認し、その魂を真似
る。そのためにも、まず自分に思いやりを持ち、毎日３つ反
省(三省)に取組みたい！経営者は一人ぼっちではない！

・ひとづくりに心をうたれた。経営者の仕事はひとづくりに
あり、すべての仕事はひとづくりに繋がる。本プロジェクト
で自分が学び、更に社員へ転換させ、共に学んでいきたい！

Q：「学びたい」と選択頂いた方は、以下のどんなテーマでの

本音や裏側を学び、または実行したいですか？(複数選択可)

※無回答は除く

1. ひとづくり(人材育成) ・・・・・

2.地域との共存(社会貢献) ・・・・・・・・・・ 64％

3. 失敗談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34％

4.成功哲学・・・・・・・・・・・・・・・・・・22％

5.危機管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18％

6.現地見学・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16％

7.事業承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15％

8.人材採用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14％

9.商品開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7%

※その他として、「調整力」という回答が1件あり

72%
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【当日の模様】グラフィックレコーディング

【当日の模様】グラフィックレコーディング



【当日の模様】写真一覧
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ひとづくりカレッジ_コンセプト
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＜コンセプト＞

「渋沢栄一ひとづくりカレッジ」
～道徳と経済を両立させた実践エッセンスを学び、未来へ繋ぐイノベーション・プラットフォーム(ひとづくり＆未来づくり)～

500社以上の企業に携わり、「近代日本経済の父」と呼ばれる実業家であるものの、

渋沢栄一の中心は“ひとづくり” (主にビジネス教育＆人材育成面での多大な貢献)にある。

その真髄を体現する方々の知恵を学び、未来を切り拓く人財へ導く社会人カレッジを埼玉県深谷市に築く。

2020年11月11日 3者包括連携協定
（深谷市、東京海上日動、チエノワ）

深谷市・東京海上日動・チエノワ・埼玉新聞社を軸に、ご縁ある皆さまにお力添えを賜り本プロジェクトを推進。

2022年3月16日 4者包括連携協定
（深谷市、東京海上日動、チエノワ、埼玉新聞社）



5ヵ年計画

22



その他(ロゴ制作の背景・二層楼見学ツアー)
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（全体）
❝ひとづくり❞は様々な人々の実体験による知恵とご縁が繋がる
ことで道が拓けていく(成長＆発展を促す)ことができると捉え
て、「人が重なる」ことを表現。

（カラー）
藍色＝渋沢家の家業である藍玉づくりを表現。
朱色＝神社仏閣で活用され古代では丹(に)として活用され、寺
子屋の如くに学ぶことをイメージ。
金色＝唯一無二の価値(カラー＆個性)を生み出すため、論語の
体現者を表現。

（デザイン）
人＝ひとづくりであること。重なることで富士山のごとく、唯
一無二になることを表現。
一円＝世界中と繋がること。「和を持って貴しとなす」の和を
イメージ。
朱色の丸＝日本。日出ずる国から世界へと広げていくイメージ
として真東に配置。

【二層楼見学ツアー】
プレミアムMTG終了後に、渋沢栄一ひとづくりカレッジの学
び場の一つとして、「二層楼(深谷商業高等学校記念館)」へ見
学に伺いました！

※貴重な文化遺産としての二層楼：平成12年(2000)には、フ
レンチルネサンス様式を基調とした、大正時代の建築技術の
粋を集めて建設された貴重な建物として、国の登録有形文化
財の指定を受けました。
渋沢栄一翁が書き残した「士魂商才」「至誠」の書が掲出さ
れ、これらの言葉が深商の校訓となり、現在も渋沢栄一翁の
教えが受け継がれている。また、二層楼の西側に植えられた
松の木は渋沢栄一翁によって植樹された。

偶然にも訪問した4月
22日が開校記念日であ
り、改めてご縁を感じ
るとともに、
わざわざ休校日にも関
わらず、イベント参加
＆二層楼案内をして下
さった生徒の皆様には
感謝の気持ちで一杯で
す。
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11/11(金)渋沢栄一ひとづくりカレッジ・キックオフイベント開催決定


