
三木『裕子さん、無事に創刊号を出す
ことができましたね！』

三木『もう、ここまで涙、涙、涙の連
続で、涙も枯れ果て…』

三木『ま、まぁ色んなことがありまし
たが、素直にうれしいです！』

三木『いや～感慨深いですね！会報を
作ろうと思い立ってから色んな人に協
力してもらい…』

三木『この創刊号では立志財団が見渡
せるマップのようなものを意識しまし
た』

裕子『三木さん、そうですね！無事に
ここまできました！』

裕子『ですよね～。協力してもらった
からこそ発行できましたね！』

裕子『ええ…いえ、そこまでではない
ので（汗）』

裕子『ですね！わたしも素直に嬉しい
です！立志財団には色んなコンテンツ
があるので、ぜひ活用してほしいです』

裕子『毎号、取り扱う内容が変わりま
す！これからも季節ごとに発行してい
きますので、楽しみにしていてくださ
いね！』

坂本憲彦連載コラム 【第1回】

長く続くビジネスを
つくるために大切なこと
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出れば出るほど結果が出る『立志実践会』を紹介します

実践会は、参加者全てが絶対に批判や否定をしないというルールに則り、ビジネスや人生の目的

を一生懸命に考える会です。初めて参加される方や、まだビジネスが明確でない方からも「参加

して本当に良かった」の声をたくさん頂いています。

立志実践会
志部名／志部長

編集後記

この度は会報の創刊に関わっていただいたみなさん、本当に

ありがとうございます。志ある起業家同士がつながり、世の

中に新しい価値を生み出していく活動の助けになればと思い

ます。

私たち立志財団は2017年9月に7名の有志でスタートし、現

在ではともに活動する志ある仲間が63名になりました。ここ

までの拡大に至ったのは、我々が掲げた志に共感し、財団の

理念に賛同を得られたからこそと感じています。言い換えれ

ば、ビジネスのノウハウやテクニックだけに頼らず、経営者

としてしっかりとした志を立て、永続的に続くビジネスを作

る理念に共鳴を得られたからこそです。。。。。。。。。

立志財団を活かして、みなさんのビジネスを発展させていっ

てください。益々のみなさんの発展を願っております。

会員紹介

立志実践会の流れ

■自己紹介
↓

■理念の読み合わせ
↓

■ブレインダンプ
各自で立志実践ワークシートの記入
↓

■ブレインストーミング
↓

■次回までにやることを発表
↓

■今日の振り返り

■お知らせ
■場合により懇親会もあります

坂本立志塾や、財団の活動を通してビジネスを発展させている会員のビジネスを紹介します

詳細
参加申
込

立志財団すみれ通信

志ある起業家を支援するマガジン 2 0 1 9 年 ６ 月

Facebook

『もったいないまつり』で食品ロスをなくす!

ビジネス内容

過去の自分の経験から『フードロス』に興味を抱き、フードロスに

伴ったイベントの企画、主催をを行っています。現在の主な活動は

主に都内です。地域の神社と提携し余ってしまった使わない食材を

有効活用する『もったいないまつり』の開催、また『もったいない

まつり』を活用した企業や団体、自治体との連携です。

目取眞興明
めどるまこうめいさん

もったいないコーディネーター

真志命：笑顔の1滴になること

その他にもフードロスというキーワードで関連す

るセミナーの企画、運営をしています。

これは自分の趣味になりますが、『ご当地レトル

トカレー食べ比べ』などのイベント企画・運営・

商品開発もしています。

みんなで考えればどんどん進化する

こんな場面で立ち止まっていませんか？「一人ではモチベー

ションが維持できない」「誰にもビジネスのことを相談できな

い」「起業したけど思った様に売上が伸びない」「なかなか新

しいアイディアが出てこない」「方向性に迷っている」「夢や

志が思ったように実現しない」

実践会ではビジネスや人生の目的を書き出し、３～４人のグ

ループ内で意見を出し合います。今まで一人では思いつかな

かった新鮮な気付きを得ることができるでしょう。

想いを親身に聞いてくれる応援者が集まる

一人で考えてもなかなか気付かない本当の想いを書き、発表

するだけでも大きな気付きがあります。実践会はそれだけで

なく、応援者が親身になって話を聞き、具体的なアドバイス

をします。

自分だけでなくみんなの成長が楽しみにな
る

継続して参加することで、他の参加者の方の成長も目に見えてわ

かるようになります。無意識のうちに「みんなで一緒に成長した

い」という強い想いが芽生えるようになります。成長するのが楽

しく感じるようになる。この感覚が前進に不可欠な要素なのです。

東京第一志部 坂本憲彦 東京第二志部 坂本憲彦

オンライン志部 坂本憲彦 神奈川志部 三木ヒロシ

大崎志部 亀田智仁 船橋志部 石川智忠

沖縄志部 森川応樹 2019年５月現在

連続で参加する効果は大きいです

石川 智忠さん

住宅営業コーチ

千葉県船橋市在住

6回連続で実践会に参加しました。普段１人

でビジネスを進めているので、計画性に欠け、

なかなか実行に移せずにいました。実践会で

計画を書き、話すことによって次回までに何

かしないとという意識に変わりました。連続

で参加する効果はかなり大きいと思います。

三木ヒロシ 坂本裕子



坂本立志塾受講生の声

立志財団活動マップ
この立志財団活動マップは財団のすべてを見通すことができる活用マニュアルです。

立志財団にはオンライン講座、立志実践会、立志交流会、読書会、また各専門家によるコンサルティングなど

豊富なコンテンツがあり、はじめての起業からビジネスの拡大まで細やかに対応しています。

財団会員は一部を除きほぼ無料でコンテンツを利用することができますので、ぜひ活用にお役立てください。

主なコンテンツ

実践力

繋がり

知識

志

坂本立志塾

まったくの起業初心者からすでに立ち上げら

れている方まで。何十年と情熱を燃やし続け

られるビジネスを作り、心とお金の豊かさを

手に入れるための起業塾

ランチ会/飲み会

時にはビジネスを離れて美味しく

楽しくおしゃべりしよう。ランチ

会や飲み会イベントなど

立志交流会

販促やビジネス拡大が人との

ご縁によってすすむ、志ある

起業家が集う交流

立志コンサルティング

はじめての起業からビジネス拡大・

適切な営業方法・WEBの組み立て・

メンタルやマインドの育み方などを

各分野プロフェッショナルがコンサ

ルティングしメンバーのビジネスを

サポートします

各種委員会

会員様の真志命実現のため、

あらゆるサポートを提供する。

財団メンバーによる運営組織

広報
委員会

サポート
委員会

普及拡大
委員会

立志実践会

PDCAを回すため様々な意見をもら

いながらビジネスが大きく飛躍する

立志実践会

初回面談 &

オリエンテーション

あなたにあった財団の活用方法を個

別にナビゲートします。

立志起業家読書会

オススメの一冊を持ち

寄り紹介しあうことで

加速学習ができる

起業家読書会

感謝日記

ビジネスの成功は

日々の感謝から。

感謝をつづり起業

家マインドを育む

立志ビジネアカデミー

ビジネスのノウハウから豊富

な成功事例まですぐに使える

知識を学ぶオンライン講座

坂本憲彦 立志財団理事長

ビジネス全般・スタートアップ

から拡大まで

三木ヒロシ 立志財団副理事

起業家のためのメンタルケア

森川応樹 立志財団評議員

営業ノウハウ・売上拡大

篠原千賀子 立志財団副理事

WEBマーケティング・WEB構築

志発見

志確立立志

ビジネスのことか

ら財団のあらゆる

ことまで、何でも

ご質問にお答えし

ます！

はじめての成功する起業セミナー

『6つの不安がなくなればあなたの起業は

絶対成功する』の著者が語る、売れる商品

の作り方と失敗しない起業の方法をお伝え

するはじめての起業セミナー

会員

無料会員

無料

会員

無料

会員

無料

会員

割引

6つの不安がなくなれば
あなたの起業は絶対成功する

ご持参の方 無料

坂本憲彦

財団の概念や各コ

ンテンツのこと、

活用法など全体的

なことをお話しま

す。

立志実践会や交流

会などをスムーズ

に使えるようにご

説明します。

立志財団の活用方

法をご案内し、あ

なたの望む未来の

実現のサポートを

いたします！ 石川智忠

三木ヒロシ

坂本裕子

一面に特集あり

CHEK IT OUT!

【立志コンサルタント】

【初回面談&オリエンテーションコンサルタント】もう受けられましたか？

ひとりではできなかった
事が、ちゃんと見える形
にまでなりました

石森貴弘さん
システムエンジニア

■大学生の時から独立してビジネスを

するものだと思っていましたが、具体

的に何をどのように起業したらいいか

分かりませんでした

■立志塾で今後10年先のプランを立て、

直近3ヶ月のプランを立てました。坂

本先生と1対1で相談をしたり、同期生

とビジネスの勉強をし、お互いのビジ

ネスをレビューし合って、自分の軌道

修正をしていきました。毎回宿題があ

り、それにちゃんと取り組むことでひ

とりではできなかったことがちゃんと

見える形にまでなりました。

■起業したい、ビジネスをやりたい。

でも、どうしたらいいか分からない人

に坂本立志塾は向いていると思います。

あとは、一人でやっていて相談する相

手がいない人。立志塾にきたら相談で

きる環境があります。積極的に自分の

人生見つめあって、自分の理想の未来

を作っていって欲しいです。


