ソーシャル Net フォーラム in 福岡

ツイッターが拓く生活、商業、そして地域の未来
日

時

平成 22 年 10 月 22 日金曜日

午後 2 時〜4 時 30 分

場 所 アーバンオフィス天神 13F 会議室
福岡市中央区天神 1-3-38 天神 121 ビル 13F

プログラム
◇午後 2 時〜午後 2 時 50 分

講

演

講

師

「ツイッターが拓く地域の未来」
樋渡 啓祐 武雄市長、日本ツイッター学会会長

◇午後 3 時〜午後 4 時 30 分

パネルディスカッション
パネラー

モデレータ

「使いこなそうツイッター」

樋渡

啓祐

武雄市長（日本ツイッター学会会長）

杉山

隆志

フライトシステムコンサルティング

秀島

誠一

デジログ実践家

片岡

知子

福岡ビジネス道場

石丸裕美子

九州大学４回生（学生団体ＷＡＮ）

平塚

㈱インターネットＴＯＱ

正行

NPO 法人日本挑戦者ネットワーク
http://twitter.com/jcnclub
TMC（ツイっとマーケティング club）http://twitter.com/e̲tmc
後援 福岡市 福岡商工会議所 日本ツイッター学会
主催

協賛

株式会社インターネット TOQ

http://www.toq.co.jp/

株式会社ジョイントエンタープライズ

http://www.joint-enterprise.com/

有限会社ビズキューブ

http://www.biz-cube.com/

株式会社よかネット

http://www.yokanet.com/

運営テクニカルサポート
清水洋一 有限会社ビズキューブ 野中博貴 Web＆Net-shop Consulting 森田真治

㈱インターネットＴＯＱ

TMC ツイッとマーケティング club とは？
ツイッターを代表とするソーシャルメディアのうねりは世界規模となり、今迄の価値観が一変する時代の転換期に差し掛かり
ました。個人の生活、人生は勿論、商売や地域にとって、使い方次第では素晴らしいメディアですが一方もろ刃の剣にもなり
えます。ツイッとマーケティング club はメディアの活用研究と実践をとおして、効果的で健全な発展を願い NPO 法人の外部
運営団体として 2010 年 8 月設立しました。あなたもツイッとマーケティング club の仲間に加わりませんか？
TMC ツイッター http://twitter.com/e̲tmc TMCust 放送 http://www.ustream.tv/user/e̲tmc
TMC youtube 動画サイト http://www.youtube.com/user/TwitMarketingClub
は素晴らしいメディアですが一方もろ刃の剣にもなりえます。ツイッとマーケティング club はメディアの活用
研究と実践をとおして、効果的で健全な発展を願い NPO 法人の外部運営団体として 2010 年 8 月設立しました。
あなたもツイッとマーケティング club の仲間に加わりませんか？

講師・パネラーの紹介

※2010.1021 のツイッタープロフィールより作成

樋渡 啓祐 氏 @hiwa1118 7,301 フォロー 7,296 フォロワー ツイート 6,161
名 前 武雄市長 日本ツイッター学会長 樋渡啓祐
現在地 佐賀県武雄市
Web
http://hiwa1118.exblog.jp/
自己紹介 佐賀県武雄市長、日本ツイッター学会会長の樋渡啓祐（ひわたしけいすけ）です。40
歳。1969(昭和 44 年)11 月 18 日、武雄市朝日町生まれ。今までの勤務地は、東京(霞が
関)､大阪高槻、沖縄。趣味は旅行、料理、読書、音楽。延べ 40 か国、旅しました。著
書は、
「力強い」地方づくりのための、あえて「力弱い」戦略論（ベネッセ）。

杉山 隆志 氏 @TakaFlight

5,935 フォロー 6,078 フォロワー ツイート 13,952

名 前 杉山 隆志
現在地 恵比寿、博多
Web
http://iddy.jp/profile/TakaFlight/
自己紹介 フライトシステムコンサルティング取締役。丙午・天秤座。iPhone,Twitter あたりで楽し
いサービス展開中(iPhone Radio,TweetMe,Felica 対応ケース、大名なう #daimyo ) 音楽：はっぴーえん
ど、YMO、角松敏生、安藤裕子等々(WiFive+ Vo)、地域 IT コミュニティ支援してます

秀島 誠一 氏 @hidechan

53,331 フォロー

52,773 フォロワー ツイート 3,299

名 前 デジログ実践家 秀島誠一(福岡)
現在地 福岡市
Web
http://yubikitasu.info/
自己紹介 大昔ミュージシャン&詩人.昔サーファー.今デジログ実践家&ソーシャルメディア&顧客生
成メディア研究家■ライフワークは事業者から生活者迄繋がった ICT 地域コミュニティ
創り&世界助け愛ポイントシステム創り■電子著書ユビキタス社会のデジログな出会い
道と歩き方■日中交易活動■先々田舎暮しへ 1.2.3 ダー！

片岡 知子 氏

@kataoka̲tomoko

3,929 フォロー 4,463 フォローワー ツイート 2,699

名 前 片岡知子 福岡ビジネス道場長
現在地 福岡市中央区
Web
http://ameblo.jp/tree-tomoko
自己紹介 集客マーケティングを勉強するため広告営業の道へ。リクルートホットペッパー・全国
亭主関白協会のリセット出版で、営業力を鍛え全国ＭＶＰ受賞。 営業力・ビジネス力・
コミュニケーション力等を高める【福岡ビジネス道場】
【ツィッター勉強会】主宰。店舗
の集客アップを図る提案型営業を得意とする、福岡市の熱血現役チャリンコ営業ウーマ
ン

石丸 裕美子 氏

@yumkey

992 フォロー 987 フォローワー

ツイート 1,202

名 前 石丸裕美子
現在地 福岡
Web
http://d.hatena.ne.jp/yumiko0219/
自己紹介 九州大学４年、来年からカメラ設計者★学生団体 WAN で就活・留学・twitter のイベン
ト随時開催中！人生で１番感動したのは、フィリピンで水道を創った時。芯のある人、
愛のある人が好き！仲良くして下さいまし。よろしくです。福岡/学生/団体/就活/女子会/船舶/ワークキ
ャンプ/東南アジア/FIWC/WAN/読書/お笑い

平塚 正行 氏 @hiratsuka8

9,840 フォロー 9,070 フォロワー

ツイート 2,189

名 前 平塚正行
現在地 福岡県久留米市
Web
http://www.toq.co.jp/html/history.html
自己紹介 インターネット TOQ 代表取締役。 ʼ96 年に久留米で初めてインターネットカフェとプ
ロバイダー（ISP）事業を開始、 ホスティング事業等を柱にインターネットを使ったコ
ンテンツ制作、配信、通販のプロデューサーとして活動する。地域密着を基本に「人と人、情報と情報
をつなぐ」モットーにワクワクを提案する。twitter の可能性を模索する。【プロデュース実績】福岡天
神ショッパーズ専門店街インターネット放送局開設、久留米市商店街大型ビジョン設置、東京秋葉原虎
の穴ビル LED 大型ビジョン設置

