
テイラーメイドコースの特徴

1.三富今昔村全体が学びの場です
・産業廃棄物のリサイクル⼯場からくぬぎの森、三富今昔語りべ館

など多彩な施設全体が学びのフィールドとなっております。

2.体験・体感で学ぶ
・⾃然の中でリラックスしながら五感で感じることでより多くの

気づきが⽣まれます

3.環境取り組みから歴史体験まで幅広い体験プログラム
⾝近な3R（リデュース、リユース、リサイクル）から、三富地域の
歴史⽂化体験まで、さまざまな環境体験プログラムを選択できます。

こんな⽅におすすめ
企業・地⽅⾃治体・⾃治会等の団体のお客様で⽬的やご要望が明確なお客様

95％以上の廃棄物をリサイクルしている全天候型のリサイクル⼯場を中⼼に、当社の取り組み全体を
現場で、体感いただくと共に、「廃棄物と3R」「⾃然と共⽣する環境経営」「伝える⼒を磨くワーク
ショップ」等、ニーズに合わせた内容をご要望をお聞きしながら組み⽴てていきます。
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テイラーメイドコース

○チョイスプラン
オリエンテーションとリサイクル⼯場⾒学をコアとし、Food Learning、Farm Learning、Forest Learning、Special 
Learningの中からお好きなものを選択して、組み⽴てるプランです。
お客様がお選びいただくことも、三富今昔村マイスターが各団体様のニーズをヒアリングし、コースの提案をいたします。

以下から選択するチョイスプランとお客様のご要望に応じて組み上げる完全テイラーメイドプランの
2つがあります。

※本コースには、三富今昔村マイスターの案内⼈が付きます。
その他、宿泊研修も可能です。詳細はお問い合わせください。

時間 ⾦額

基本プラン
オリエンテーション ⽯坂産業の会社概要と三富今昔村の取り組みについて説明 40分

2,000円/名
リサイクル⼯場⾒学 リサイクル⼯場をご案内 50分

※下記の中から選択

Food Learning
おいしい体験

三富今昔村 畑とつながるお弁当地産地消のこだわりの⼿作り弁当 60分 1,620円/名

おいしい交流会 旬の美味しさがつまった交流会 60分〜 4,000円〜/名
Farm Learning 収穫体験 季節の収穫体験へ畑を散策しながらご案内 60分 1,000円/名
Forest Learning ⾥⼭での五感体験 くぬぎの森を五感で感じるご案内 60分〜 1,000円〜/名

Special Learning

三富今昔語りべ館 歴史体験 昭和の資料館で、⽯⾅・⾜湯・紙芝居体験 60分 600円/名

くぬぎの森環境塾講座 ⽬的に合わせた各種講座 90分〜
3,500円/名〜
(詳細は講座
⼀覧表をご覧

ください)

以降に、テイラーメードコースのプログラム例を⽰します。



テイラーメイドコース 例1:気づき感じる研修コース

○こんな⽅におすすめ！
・⽯坂産業のリサイクル⼯場から⾥⼭管理まであらゆる取り組みを実際⾒て今後の業務活性化に活かしたい。

役職者中⼼の参加なので、コミュニケーションや業務改善⼒につなげていきたい。

○コース概要
・くぬぎの森を散策しながら、再⽣プロジェクトについて案内します。
・最後にワークショップを組み込むことで、当⽇気づいたことなどをアウトプットし、より気づきを深堀します。

基本プラン Forest Learning Food Learning Special Learning

実施⽇：⽉曜⽇〜⼟曜⽇(ただし、当社の休業⽇を除く）
※完全予約制

予約状況等によりご希望に添えない場合があります。

実施時間：9：30〜15：00 または 10：30〜16：00
実施可能⼈数：10名〜30名
費⽤例：おひとり様 8,720円

オリエンテーション
当社の取り組みについてスライドで
丁寧に説明します

リサイクル⼯場
2〜3階ある⾒学通路をあがり、皆様の⽬線にあわせて専⾨スタッフが
ご案内します。



くぬぎの森
⾥⼭を五感体験を交えながら保全の取り組み
について案内しながら散策します。

おいしい体験
地産地消の特製弁当 三富今昔村
畑でつながるお弁当で昼⾷！

寄り道の駅
地元の野菜や商品などを
そろえた地域密着型店舗
へご案内

三富今昔語りべ館
三富の歴史や⽂化から現在までの移
り変わりをご紹介します。

ワークショップ
お互いの感想を交えながら知の交流をはかり、アウトプットしていきます。

テイラーメイドコース 例1:気づき感じる研修コース
基本プラン Forest Learning Food Learning Special Learning



テイラーメイドコース 例2:楽しく・おいしい交流コース

○こんな⽅へおすすめ！
・会社の研修旅⾏で三富今昔村で体験を通じ楽しみながら学びの時間にしたい。

各⽅⾯からの集まりなので、終了後は、交流会をしたい。最寄駅までマイクロバスを利⽤したい。

○くぬぎの森環境塾のご案内
・⾥⼭散策と収穫体験を通じ、参加者同⼼コミュニケーションの活性化をはかります。
・最後に交流会を実施し⾷農体験と交流を深めます。送迎バスの⼿配も可能です。

基本プラン Farm Learning Food Learning

○概要
実施⽇：⽉曜⽇〜⼟曜⽇

※完全予約制
予約状況等によりご希望に添えない場合があります。

実施時間：11：30〜17：30（6時間）
実施可能⼈数：10名〜30名
費⽤例：おひとり様 8,620円

おいしい体験
地産地消の特製弁当三富今昔村
畑でつながるお弁当で昼⾷！

オリエンテーション
当社の取り組みについてスライドで
丁寧に説明します

リサイクル⼯場
2〜3階ある⾒学通路をあがり、皆様の⽬線にあわせて専⾨
スタッフがご案内します。



基本プラン Farm Learning Food Learning

収穫体験
四季の⾥⼭⾃然体験と畑での収穫体験

寄り道の駅
地元の野菜や商品などを
そろえた地域密着型店舗
へご案内

おいしい交流会
シェフによるくぬぎの森特製オード
ブルとアルコールで交流会

テイラーメイドコース 例2:楽しく・おいしい交流コース



くぬぎの森環境塾講座⼀覧

※印は、当社役員による講演

時間 ⾦額

本社 講演 「⽯坂産業が⽬指すおもてなし経営とは」※ 120分

30名以下
100,000円/

30名超
3,500円/名

本社 講演 「組織を変⾰する環境整備（5S）」※ 120分

本社 講演 「何故感知⼒と⼈間⼒がコア・コンピタンスなのか」※ 90分

環境教室 講座 「経営⾰新モデル コーズ・リレイテッドマーケティングと
は」 90分

環境教室 講座 「地球資源と連動した差別化戦略 CSRからCSVとは」 90分

環境教室 講座 体験型環境教育・学習 事例紹介 2⽇間

環境教室 ワークショッ
プ 「感知⼒を鍛える」ワークショップⅠ 120〜180分 3,500円/名

環境教室 ワークショッ
プ 「考える⼒を考える」ワークショップⅡ 120〜180分 3,500円/名

環境教室 ワークショッ
プ 「伝える⼒を磨く」ワークショップⅢ 120〜180分 3,500円/名

環境教室 資格取得講座 「おもてなし精神や⼈間⼒を磨き⾼める」資格取得 2⽇間 20,000円/名

先ほどのプログラム例以外にも、独⾃の講座をご⽤意しております。
プログラムの詳細は、次ページ以降をご覧ください。



くぬぎの森環境塾講座
〜内容〜

「石坂産業が目指すおもてなし経営とは」

<概要>
お客様に愛される企業づくりとして、当社が高い評価を得ている「おもてなし
経営」の取組みついて紹介します。マニュアルにないサービスを主体的に
実践し、社員の成長を促すPDCA、国際規格7種統合マネジメントシステムに
ついて講義します。

講師：専務取締役 石坂知子
時間：120分

「組織を変革する環境整備（5S)」
<概要>
働きやすい社風・文化をつくるためには環境整備が不可欠になります。環
境整備の基本は5Sの（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を定着させ習慣付ける
ことになります。石坂流の環境整備を、現場視点から講義します。

講師：常務取締役 石坂靖子
時間：120分

「何故感知力と人間力がコア・コンピタンスなのか」

<概要>
仕事力をピラミット構造で階層化にすると、コンピタンスの底辺が
「３Sと挨拶」、トップが「感知力と人間力」になります。仕事の課題
や問題を問題構造に置き換え、現状（AS	IS）とあるべき姿TO	BE）と
捉え、コンピタンスとは何か、求められる能力の関係性を説明しま
す。

講師：専務取締役 石坂知子
時間：90分

「経営革新計画モデル ｺｰｽﾞ･ﾘﾚｲﾃｯﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞとは」

<概要>
B2BのエリアマーケティングにB2Cの「見せる・見られる要素」を取り
入れたコーポレートブランドの再構築を図った経営戦略、埼玉県か
ら経営革新モデル事業の認定を受けたコーズ・リレイテッドマーケ
ティングについて、経営革新計画を作成した視点で説明します。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷豊
時間：90分

「地域資源と連動した差別化戦略 CSRからCSVとは」

<概要>
継続企業のための経営戦略は、差別化が不可欠。差別化を
生み出す「体験の機会の場」の認定取得から事業発展プロセ
ス、CSRからCSVへのパラダイムシフトに視点、社会的価値の
創出から経済的価値の創出について取組みを紹介します。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷豊
時間：90分



くぬぎの森環境塾講座
〜内容〜

体験型環境教育・学習 事例紹介

<概要>
持続可能な社会に向け、未来の子供たちにも美しい自然環境を継承するた
め、実践している認定体験の機会の場を活用した環境学習について事例
紹介します。企業・団体が今後推進すべき環境教育とは何か、組織内への
導入と定着について事例を通し考えていきます。

時間：12時間

「おもてなし精神や人間力を磨き高める」資格取得

<概要>
おもてなしのマインドを持ち、人と人や自然との共生やその環境の中で健全
な発展を促す推進役であるアソシエイトホスピタリティコーディネータの資格
を取得する講座です。ホスピタリティのルーツやサービスとの違いなど理論
を学び実践できるスキルを取得します。

時間：12時間（2日間）

備考：10名以上で開講
NPOホスピタリティ推進協会のアソシエイト・ホスピタリティ―
コーディネータの登録費用含

「感知力を鍛える」 ワークショップⅠ

<概要>
体験型教育フィールドをアテンドツアーとして楽しみながら見学し、
その中の「気づき」をグループ内で共有し能力を高めるワークショッ
プです。自分の特性や気づきについての再認識から、グループ内
の交流で共有することにより、新たな「知」を生むことができます。
日常生活を振り返り、感知力と問題解決力を養います。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷 豊
時間：120分～180分

「考える力を考える」 ワークショップⅡ

<概要>
事実・事象を自分の意見を含め伝えるには、まず端的に捉え、情
報を小さな断片（素材）として分解し自分流に再構築することが重
要です。仕事力とは能力と熱意に含めこの考える力が必要となっ
ています。演習を含めた考える力を考えるトレーニングを実施しま
す。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷 豊
時間：120分～180分

「伝える力を磨く」 ワークショップⅢ

<概要>
相手に情報を伝えるには「伝わったか」が重要です。伝える相手
や伝える内容によって伝え方は異なります。情報を5W1Hで
when、where、who、what、why、how）整理し、起承転結で素材
設計を行い、伝わる文章を作るトレーニングを実施します。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷 豊
時間：120分 ～ 180分


