
 

 

 

経営品質実践セミナー（第１回） 
～素晴らしき経営の実現を目指して～ 

 

2009年度中国経営品質協議会の経営品質実践セミ

ナーの第 1 回を、８月１９日(水)に広島市において

約 110 名の参加により、茨城県経営品質協議会 代

表理事 鬼澤慎人氏に講演いただきました。 

１．講演概要 
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◇先達の教え 
我々が、経営を実践していくうえで、先達は貴重

な教訓を残している。それは、９代水戸藩主 徳川斉
昭の側近で水戸学の大家である藤田東湖が、幕末の

黒船襲来時に吉田松陰に贈った言葉で「国難襲来す 

国家の大事といえども 深慮するに足らず」という

教えである。この東湖の言葉を現代風に直してみる

と「深く憂べきは正気の足りなさだと東湖は指摘し

ている。正気とは、天地にみなぎる至公・至大・至

正。まずは、あなたのオフィス、あなたの部署、あ

なたの家庭でそうした正気が満ちるような工夫をし

てみましょう。」ということである。 

◇変化に次ぐ変化の時代 
最も強いものが生き残るのではなく、最も賢い者

が生き延びるわけではない。唯一生き残るのは変化

できる者である。 
◇物事の捉え方が重要 
すべての出来事は、前向きに考えればチャンスと

なり、後ろ向きに考えればピンチになる。問題が起

きたことが問題なのではなく、どう考えたかが、本

当の問題である。 
◇変化の激しい時代をどう生きていくか 
変化するお客様にとって価値のある製品・サービ

スを生み続けられる組織のあり方を追求する。変革

をし続けることができる組織の状態(能力)を高める。 
 

◇経営品質向上プログラムとは 
変化する環境の中で、自分たちの

づいて優れた顧客価値を創出し、高

営の仕組み」を作り続ける組織の成

◇経営を見る 8つの視点 
「1.経営幹部のリーダーシップ」「
社会的責任」「3 顧客・市場の理解
の策定と展開」「5.個人と組織の能力
値創造のプロセス」「7.情報マネジメ
果」の視点から経営を見る。 
◇組織の成熟度を高める 
成果を高める→成果を高める行動

た行動を導く対話を行う→良い対話

考を高める→思考を高めるための意

織の成熟度が高まる。 
２.今後の経営品質実践セミナーの
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ＨＯＴ情報 

係長・主任セミナー、管理者セミナー 
～鑄方講師の指導で学んだこと、気づいたこと～ 

 

 ７月１０日(金)に鑄方貞了講師をお招きして、係

長・主任セミナーを開催しました。セミナーの内容の

一部と事務局が感じたことについてご報告します。 

１．鑄方講師にお願いした理由 
 鑄方講師のセミナーは、単に表面的な管理者として

のスキルを身につけるだけに留まらず、人間観や仕事

観にまで、深い気づきを与えてくれます。また、何よ

り、人が成長する極意をご自身の多彩な経験をもとに

わかりやすく説いてくれます。中国生産性本部では、   
鑄方講師に既に本年７月に実施した係長・主任セミ

ナーのほか、同 10月 21日に予定している管理者セミ
ナーで、ご指導をいただきます。カリキュラムは、部

下の育成だけではなく、管理者ご自身の人としての成

長にもつながる内容です。 
 
２．長所を徹底的に伸ばす 
 鑄方講師の真骨頂は、「長所を徹底的に伸ばす」こと

にあります。 
 ７月の係長・主任セミナーでは、まず、上司自身が、

自分の長所を見つけることについて説明しました。次

に、部下の長所を見つけ伸ばす支援をすることの大切

さについて解説しました。 
 人の長所は、次の中にある可能性が高いそうです。

①自分が好きなこと、得意こと ②やっていたら時間

を忘れること ③他の人よりも問題と課題に気づくこ

と ④他の人よりも早く上手くできること ⑤すごく

興味があること。 自分の中で長所を見つけたら、人

が認めてくれるまで徹底的に伸ばしていくことを鑄方

講師は強調します。 
 
３．長所を伸ばすことの大切さと落とし穴 
 自分の長所の部分を高めようとすると、それに付随

する部分も勉強したり経験をするようになります。結

果として、広範囲の部分を底上げすることに繋がるの

です。 
 その調子で長所を徹底的に伸ばしていくと、周りの

人から褒められたり認められたりしはじめます。人は

褒められると誰もが嬉しくなり自信も湧いてきます。

しかし、ここで、勘違いしてはいけないと、鑄方講師

は戒めます。自分の長所なんて、世の中全体から見た

ら、わずかな一部分でしかなく、知らないことばかり

です。だから、謙虚な人間となることの重要性を力説

します。そして、謙虚になれず、うぬぼれていると周

りからの評価が悪くなります。多くの人がここで失敗

するのだそうです。 

４．短所の捉え方 
 長所を伸ばすのは、重要なことですが、短所はどう

すればよいのでしょうか？ 
 鑄方講師は、短所は無理に直そうとせず、自覚する

に留めていたらよいと指導します。短所を直す労力は

大変なものであり、直したとしても、当たり前のレベ

ル止まりです。だから、その労力は長所を伸ばすため

に利用し、短所は自分も至らぬことがあると自覚し謙

虚になるためのものに使ったらよいと説明します。 
 
５．長所を伸ばして気づいたこと 
 実際に、鑄方講師の言うように、自分の長所を見つ

け伸ばし、短所を自覚するとすごいことがわかってき

ました。まず、自分自身に自信がつくようになります。

すると自分の中の卑屈になる部分が少なくなり、素直

な謙虚さを感じられるようになります。 
そして、一人ひとりの個性が違うように、一人ひと

りの長所も違います。メンバーと競うのではなく、自

分とは違う長所をもったメンバーを認め、尊敬できる

ようになります。すると、相手の考えを否定するので

はなく、個々の考えを尊重できるようになり、コミュ

ニケーションの質も高まります。 
 
６．受講者の方からの声 
 今年７月の係長・主任セミナーの受講者のアンケー

トでは、 
 ・講師のおかげで自分の道が拓けたと思います。 

 ・次回、開催されることがあったら、必ず出席した

いと思います。 

 ・ユーモアもありわかりやすく、すぐにも実行でき

ることが盛りだくさんだった。 

 ・今までに聞いたことの無い内容の話で、興味深く

聞くことができた。 

など、多数のお喜びの声をいただきました。 
 
７．次回の鑄方講師の管理者セミナーについて 
 鑄方講師の管理者セミナーを、１０月２１日（水）

に開催します。 
 カリキュラムは、最終ページの伝言板に掲載してお

りますので、ご覧ください。 
【セミナーのテーマ】 
 部下がメキメキ育つ誉めかた・叱り方 
～やる気を高め、自ら考え行動する 

部下を育てるために～ 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部理事  

             吉 田 宏 史 氏 

                   （中国電力株式会社 山口支社長） 
 
 

８月３０日は、日本の政治史上歴史的な選挙となり

ました。本誌が発行される頃には、期待と一抹の不安

が入り混じった空気の中で、鳩山民主党政権が誕生し

ていることでしょう。次代の明るい日本の姿がなかな

か見えてこない閉塞感のようなものからの脱却を願っ

て、国民が変化を求めたと言えばそれまでですが、こ

れほどまでの「うねり」になろうとは正直思っていま

せんでした。 
今回の選挙では景気・雇用対策、年金・医療などの

社会保障制度改革、外交・安全保障政策、行財政改革、

教育問題等の様々な論点で各党による政策論争がなさ

れましたが、そのいずれもが我が国にとって重要で、

可及的すみやかな解決が望まれる項目であることは論

を待たないところでしょう。 
その中で、ここ数年、世界的に注目される大きな課

題が「地球温暖化対策」であり、各党ともマニフェス

トにその取り組みを記載しました。政権選択が焦点と

なった今回の総選挙で、このことが国民の間で話題に

なることは少なかったと感じますが、これからの日本

経済にとって重要な意味を持つ政策の一つであること

は間違いありません。 
我が国は既に本年６月、麻生政権下で温室効果ガス

排出量を「２０２０年までに０５年比１５％減（９０

年比８％減）」との中期目標を立てましたが、新政権と

なる民主党のマニフェストでは「９０年比２５％減（０

５年比３０％減）」とするとしています。この「９０年

比２５％減」の目標は、非常にチャレンジングである

反面、地域経済や国民生活に大きな影響を与える可能

性があることも否定できません。 
「地球温暖化対策」については、少なくとも実現可

能性と各国間の公平性を前提に、国民にどれほどの「痛

み（家計負担増）」が出るのかを冷静かつ真剣に議論す

る必要があると考えます。 
経済の立ち直りがあってこそ、雇用が守られ、安心

の暮らしができることを考えれば、一企業人として、

この課題には強い関心を持たざるを得ません。 
◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇◇◇◆◆◇ 

 

 

 

 

西日本生産性会議２００９福岡で開催 
～日本の基軸と将来ビジョン～ 

７月２３日(木)・２４(金)、ホテルオークラ福岡に

おいて西日本生産性会議が開催されました。 

 
西日本生産性会議は、西日本地域の５つの生産性本

部（中部、関西、四国、九州、中国）持ち回りで開催、

今年で３７回目を迎えました。 
今回は、「日本の基軸と将来ビジョン～激変期に立ち

向かう労使の挑戦～」を統一テーマとしてホテルオー

クラ福岡（ホスト九州生産性本部）において約５００

名（中国生産性本部からは約６０名）の参加により開

催し、急激な政治経済情勢の変化に対して労使が取り

組むべき課題、雇用問題への対応および成長企業の独

自戦略への理解を深めました。 
本会議では、まず、第一日目において「激変する環

境と日本の進むべき道」と題し、ﾃﾞﾌﾀ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

会長原丈人氏から基調講演をいただき、次に展開討議

として「日本の基軸と将来ビジョン」について、慶應

義塾大学大学院教授 曽根泰教氏のコーディネートの

もとで展開討議を行いました。 
第二日目は、第一討議として「今日の雇用問題と労

働組合の対応」、第二討議として、「元気な企業をつく

る独自経営」というテーマに沿って討議を行いました。

当本部はこの第二討議で山下会長を座長に、厳しい現

下の経営環境の中で競争に打ち勝っていくための企業

の競争力の源泉を、井上善海広島大学大学院教授のコ

ーディネートのもとで、成長企業 3社の経営者の方々
と共に討議を行いました。 
最後に「ＢＣＰ（事業継続計画）と危機管理」とい

うテーマで防災アドバイザー山村武彦氏の特別講演で

本会議を締めくくりました。 
この度も中国生産性本部会員の皆様より多数のご参

加をいただき誠にありがとうございました。厚く御礼

申しあげます。 
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問題発見・問題解決セミナー 

～仕事を変革する問題発見・解決セミナー～ 
 職場の問題を主体的に発見し、解決していくために

必要となるロジカルシンキングの手法を理解し、改善

力・問題解決力の基礎を身につけていただきます。 

日 時：９月１５日(火)１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島厚生年金会館） 

（広島市中区加古町3－3） 

会員参加料：15,000円 

講 師：ビジネス ディベロップ サポート 代表 

    パンションクリエイター  大軽 俊史 氏 

内 容： 

 １．今、なぜ問題解決力が必要とされているのか？ 

 ２．若手・中堅社員に求められる問題解決力とは？ 

 ３．ロジカルな問題発見＆問題解決 

 ４．問題解決手法パート①ロジックツリー 

 ５．問題解決手法パート②ピラミッドストラクチャー 

 ６．問題解決手法パート③因果の構造化 

 ７．良い会社にするための本質的問題点と解決策 

 ８．私は明日からこう変わる！ 

 

女性リーダー育成セミナー 

～女性リーダーの役割と後輩指導～ 

 仕事をうまくすすめるコツをつかみ、部下・後輩指

導に自信がわいてきます。何よりも女性社員が輝くた

めの明るさと元気をつけていただくセミナーです。 
日 時：９月１７日(木)１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島市中区加古町3－3） 

会員参加料：15,000円 

講 師：株式会社タクト＆アクト 代表取締役 

経営人事コンサルタント  青木 テル 氏 

内 容： 

１．今、企業は女性の力で業績がアップする 

 ２．リーダーシップの発揮と職場の課題解決 

 ３．後輩・部下を早く１人前にする指導法 

 ４．リーダーは“聞き上手”と“質問上手”で人を

動かす 

 ５．部下・後輩の“しつけ”・“マナー指導”を徹底

指導 

 

感

～社員とお客様がともに幸

素晴らしい企業には、輝いている社員がいます

素敵な社員が心を込めて全力で作ったものやサービ

スはどんな不況であっても、お客様は、歓喜し感動し

ます。本セミナーは、その輝いている社員の源となっ

ている目に見えないものを感じていただくために開催

します。 

日 時：９

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

場 所：ウェルシティ広島(広島市中区加古町3－3

会員参加料：8,500円 

内 容： 

第１講演 

 『経営で最も大切なもの』 

の絆、お客様との絆～ 

第２講演 

  ～社員との絆、関係会社と

 講師 ｻﾞ･ﾘｯﾂ･ｶｰﾙﾄﾝ･ﾎﾃﾙ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 日本支社長  

高野  登氏 

 『人が輝く経営を実現する鍵』 

幸せ～  

司氏 

  ～社員とお客様、そして地域の

 講師 人と経営研究所  所長 大久保 寛

対談・質疑応答 

 『新しい時代の企業の使命』 

ミナー 

育つ誉め方・叱り方～ 
の中で、

１日(水)１０：００～１７：００ 

究所 所長 

 貞了 氏 

本音は、こんなところにある 

訣！ 

方 

れる上司 

 

    

管理者セ

～部下がメキメキ
 ユーモアをたっぷり織り交ぜた楽しい雰囲気

管理者の役割の本質を明確に語ります。部下と接する

ときのノウハウの中で、「なるほど」と納得する方法を

厳選して紹介します。それは、決して難しいことでは

なく、その効果を知れば誰もが実践してみたくなる内

容ばかりです。 

日 時：１０月２

場  所： ウェルシティ広島(広島厚生年金会館) 

         （広島市中区加古町3－3） 

会員参加料：15,000円  

講 師：アクティブ経営研

    経営コンサルタント   鑄方

内 容：  

１．部下の

２．上司の意識が変われば部下も変わる 

３．自分から積極的に動く部下を育てる秘

４．ここを押さえれば大丈夫！上手な部下の叱り

５．正しく褒められた部下は大きく育つ 

６．問題社員の指導の仕方とポイント 

７．「あの人の部下になりたい」と言わ

 

 

〈発行〉中国生産性本部 
〒730-0041 広島市中区小町 4-33中電ビル 2号館 4階 
ＴＥＬ（082）242－7972 ＦＡＸ（082）242－7973 
ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


