
 

 

 

 

 

 

平成２２年度第４回経営品質実践セミナー開催 
～理想の組織を考え実践し続けた経営品質活動～ 

 

 

３月８日（火）、広島市において、平成 22 年度第

４回経営品質実践セミナーを開催しました。講師は

「2009 年度日本経営品質賞」を受賞された万協製薬

株式会社 代表取締役 松浦信男氏です。講演の一部

をご紹介します。 
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万協製薬㈱は 1930 年に外用薬の製造会社として
神戸市に設立されました。しかし、阪神淡路大震災

によって神戸市長田区にあった本社・工場が全壊し

たため、翌年 11 月に三重県多気郡に本社工場を移
転しました。現在は、医薬品・医薬部外品・化粧品

のスキンケア製品のアウトソーシング製造サービス

を主な事業として行っています。 
 三重県への工場移転後当時は 3名だった社員も現
在では 100名になり、売上も大幅に増加しましたが、
次第に将来にわたっての自社のあり方への不安を持

つようになってきました。そんな時、大久保寛司氏

の講演を聞き、書籍を読んで衝撃を受け、自らセル

フアセッサーを取得し、先進企業の実例を学んでい

るうちに、経営品質プログラムが会社にとって重要

であると認識するようになりました。医薬品製造受

託事業の顧客要求は厳しく、顧客から要求されっぱ

なしの社員は、言われたことをこなすだけの受身の

状態になってしまいます。リッツカールトンのクレ

ドにあるように、顧客が、紳士・淑女であるなら社

員も紳士・淑女であるという誇りを社員みんなに持

ってもらいたいと考えていました

公的な賞の受賞が近道であると考

ャレンジすることを決めました。

の目に見えません。経営品質活動

を見える形にして、他人にも見て

の目からの気づきを見つけ改善し

他人から見られる姿こそが本当の

ているとご講演されました。 

平成２

 
本年度も経営品質実践セミナー

します。内容は以下のとおりです

第１例会 
８月９日(火) 14:00～17:00 
「経営品質〝解体新書〟」 
～総論から各論まで、経営品質の本質を

第２例会 
９月 14日(水) 10:00～17:00 
「ロジカルコミュニケーションセ

～対話のｸｵﾘﾃｨｰを高め、的確･迅速･明解

第３例会 
11月８日(火) 14:00～16:00 
「顧客が自ずと集まり、地域が活性化

～商品を製造する前から、値引きせず商

第４例会 
平成 24年 2月予定 企画中 
引き続き皆様のご参加をお待ちし
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ＨＯＴ情報 
第４４回トップセミナー 

過疎のまちから“ものづくり” 
中村ブレイス株式会社 代表取締役 中村 俊郎氏 

 
 

３月４日(金)、広島市において開催しましたトッ

プセミナーの講演要旨をご紹介します。 

 
【体の不自由な方へのサポート】 
 ブレイスとは、義足・手・コルセット・サポータ

ーを作るということであるが、本来の意味は人をサ

ポートするとか、人の手助けをするということであ

る。 
 創業後１５～２０年経った時に、全国の女性が乳

がんを多く発症し、女性の大切な体の一部分である

「おっぱい」をなくされた方から相談があった。ノ

ウハウもないので人口乳房が出来るかどうか不安で

あったが、１人でも多くの方を助けようと人口乳房

の製作に取り組んだ。義足・人口乳房などは、軽く

て使いやすいものを作るのが大切である。技術的に

も非常に難しく失敗の連続であったが、大切な仕事

として取り組んでいる。 
【世界遺産の町石見銀山】 
 昭和４９年に創業し、この２月で３７年目に入っ

た。２６歳で京都とアメリカで勉強した私が、ゴー

ストタウン化しつつある故郷の石見銀山の町に帰っ

た。４００人程度しかいない石見銀山の町が、４年

前に世界遺産登録となった。石見銀山は、４００～

５００年前は、世界の鉱山都市であり日本を代表す

る金山・銀山で黄金の国であった。 
 義手の装飾は、メディカルアートのような芸術性

をもった製品として作らせているが、地域の若者た

ちが、何か作りたいとの石見銀山の山中で日々仕事

に励んでいる。 
【創業時に苦労した点】 
 昭和４９年１２月に自宅前の納屋を改装し、中村

ブレイスの看板をあげた。仕事もなくお金もないス

タートであった。中村ブレイスを創業することは、

まわりの人から見ると冒険であった。 
 私が最初に思ったことは、ものを作るのではなく、

若者に伝えていくこと、技術者が１人ひとり成長し

ていき、人を育てることが私の仕事だと考えたが、

来る日も来る日も仕事がなかった。 
 あまりにも仕事のない状況の中で、救いの手があ

った。その時に助けてくれたのが伯父であった。腰

が痛いのでコルセットを作ってほしいと頼まれ、初

めての製品を作った。たった１人の顧客であった伯

父が、周囲へ手作りで作ってもらったコルセットで

腰が楽になったとＰＲしてくれたおかげで口こみで

広がっていった。 
【経営に当たって心がけた点】 
 創業時から一貫しているのは、自分たちが努力し、

使う人の身に立って喜ばれるものを作り、提供して

いき、若者を育てることである。 
 創業時、若い社員が１人入社してくれた。その社

員はあまり体が丈夫でなく、２日もすると疲れたと

いうことで、１５時になったら帰っていくような青

年であった。私はこの青年をなんとかしなくてはい

けないと考え、一緒に仕事をしながら育てていった。 
 その青年が、名古屋の研究会に行き灰皿のシリコ

ンゴムを持って帰ってきた。それを見て義手義足の

世界でも使えると考え開発をスタートした。 
シリコンゴムを使って骨折の治療、偏平足の矯正

に使う靴の中敷を製作することになり、今から２０

年前になるが、世界の特許商品となった。これがで

きたときに、やっと世界の人たちに喜んでもらえる

自分たちの第１号製品ができたと思った。 
それが土台となリ、我々の業界でも知られるよう

になり成長することができた。 
【今後の経営ビジョン】 
 世界遺産登録の町となったが、私の妻と結婚しよ

うとしたその当時は、本当に何もなかった。いつも

私は、彼女に夢を語っていた。この地域の良さと文

化を生かしたものを作ってみたい。そして、いつか

世界の人たちに喜ばれるものを作ってみたいと言っ

ていた。やがて、シリコンゴムとの出会いもあり、

世界各地に我々の製品が、少しずつ届けられるよう

になり、そういう面で若者がよくやってくれたと感

謝している。 
 顧客の方から娘の義手の指にネイルアートをやっ

てもらうことが出来ないか、男性であれば、人前で

指を出すので体毛を埋めてもらえないかと要望があ

る。その時、いつも悩むわけであるが、それをやっ

たら喜ばれると言うことで挑戦している。１人でも

多くの方に喜ばれることを行うとともに、人を大切

にすることが重要なことだと思っている。 
 私は２５年前から何か地域の若者たちに光と希望

を与えなければいけない。また、私の社員が、山の

中に来てくれて、何か世界の人たちに喜んでもらえ

ることは出来ないかと考えていた。その時に、マレ

ーシアの女医さんから自分たちの国に義肢装具のノ

ウハウを教えてくれないかと言うリクエストがあっ

た。自分たちがやれば出来るかもしれない。政府で

なくても、小さな民間企業でも社員の気持ちがあれ

ば出来る。みなさんのネットワーク、企業のネット

ワークがあれば、人に伝わると思ったわけである。

それから２５年間、社員数人を連れて民間交流を続

けている。中村ブレイスの前評判が高く、マレーシ

アの患者さんからも期待されている。 
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ＨＯＴ情報 

平成２３年度新入社員研修会 
～共感とチャレンジ！学生から社会人へのパラダイム転換～

４月４日(月)～６日(水)の２泊３日、広島県江田

島市において、平成２３年度新入社員研修会を開催

しました。 

 
１．学生気分を払拭し、社会人へと成長する 
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平成２３年度の新入社員研修会は、自然に囲まれ

た江田島で実施された。１４企業から参集した７４

名の参加者は、初対面にもかかわらず、慣れない共

同生活を共にしながら、２泊３日の研修カリキュラ

ムに挑まなければならない。そのため、スタート時

は会場全体が緊張感で包まれていた。 

オリエンテーションでは、「この研修中は全力を尽

くして挑戦したことが、たとえ、失敗に終わっても

良い。大切なことは、失敗をして気づいたことを職

場で活かすことである。」ことを理解してもらい、研

修の目的や集団生活におけるルールを説明した。 

 

２．新入社員に期待されていること 
研修会の最初の講師である㈱ウーブル・ロールモ

デル研究所 十倉純子代表取締役社長より、「職場に

抱かれて、自分の未来を自分で作る為には」と題し

て社会人としての心構えについてご講演いただいた。

特に、〝社会環境の激変〟〝ビジネスマンに必要な

能力〟〝職場における人間関係の重要性〟に視点を

置き、信頼される社員となるためのポイントを実例

をもとに、わかりやすく解説された。 
続いて、ビジネスマナーの必要性について講義し

ていただいた。特に、挨拶、電話の受け方、名刺の

扱い方の基本については、実習を交えながら解説さ

れた。その後、グループに分かれて、インストラク

ターの指導に従いロールプレイングを行なった。受

講生は徐々に大きな声で挨拶をし、電話応対や名刺

交換を一人一人が真剣に練習をした。 

３．みんなの力を集結させ、課題を乗り越える 
「社会性を育成する実際体験」では、コミュニケ

ーション・協調性・リーダーシップ等の重要性を体

得するために実習をした。 

２日目は、海でカッターを漕ぐ研修に挑んだ。最

初は、漕ぐタイミングが合わず、中にはオールに体

がもっていかれる参加者もいて悪戦苦闘を繰り返す。

息も合わず、艇は思うように前に進まない。しかし、

漕いでいくうちに、徐々にコツをつかんだ受講者は、

困っている人をサポートし始める。さらに、漕ぎ続

けると、皆のオールと心が一つに揃いだす。そして、

艇は風を切り信じられない勢いで前進していく。そ

の後のグループ討議では、「皆の力を合わせることの

大切さを感じた」「あきらめずやり続けると結果は出

る」などの感想が数多く発表された。 

４．自分の可能性を信じて挑戦する 

研修終盤には、(有)香取感動マネジメント 香取
貴信代表取締役が、夢に向って自分を貫き通す大切

さについて、ご自分の今までの経験を振りかえりな

がら熱く語られ参加者に感動を与えた。 
研修最後には、一人ずつが自分自身と向かい合い、

チャレンジする目標を作成した。そして、７４名の

参加者全員が仲間の前で高らかに決意表明をした。

研修室は互いにエールを送り合う参加者の笑顔と歓

声に包まれた。 
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第３９回 西日本生産性会議２０１１ 

～日本の新たな針路～ 

日 時：７月２８日(木)～２９日(金) 

場 所：リーガロイヤルホテル広島（広島市中区） 

内 容： 

基調講演「変化する世界と日本の未来」 

伊藤忠商事株式会社 代表取締役会長 小林栄三氏 

展開討議「日本の新たな針路」 
パネリスト 

◇伊藤忠商事株式会社 代表取締役会長 小林栄三氏 
◇日本労働組合総連合会 会長 古賀伸明氏 
◇株式会社日本政策投資銀行 
地域振興グループ地域支援班参事役 藻谷浩介氏 

コーディネーター 

◇慶應義塾大学 教授 樋口美雄氏 

２日目 
第１討議「厳しさを増す雇用問題において労使が果たす役割」 
パネリスト 

◇富士電機ホールディングス株式会社  
特別顧問 加藤丈夫氏 

◇私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部  
執行委員長 佐古正明氏 

◇メイテック労働組合 中央執行委員長 西尾 清氏 
コーディネーター 

◇株式会社日本総合研究所  
調査部ビジネス戦略研究センター所長 山田 久氏 

第２討議「逆境の中で輝く企業づくり」 
パネリスト 

◇株式会社セブンプラザ  
代表取締役社長 山口貞利氏 

◇株式会社ビューティーサロンモリワキ  
代表取締役 森脇喜三氏 

◇医療法人ヨリタ歯科クリニック 
    理事長 寄田幸司氏 

コーディネーター 

◇人と経営研究所  所長 大久保寛司氏 
特別講演「夢しか実現しない！」 
 株式会社アントレプレナーセンター  
           代表取締役 福島正伸氏 

中堅社員セミナー   

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

日 時：６月２２日(水)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：マインドセットジャパン株式会社 代表取締役  

神戸女学院大学非常勤講師 服部 英彦氏 

内 容： 

１．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 

２．後輩はリーダーの背中を見て育つ！ 

３．現場力を強化するリーダーの仕事力 

４．あなたは期待されている！リーダーとして活躍す

るために 

メンタルヘルスマネジメントセミナー 

～管理者のためのメンタルヘルス対策～ 
日 時：７月６日(水)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：Y'sオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

内 容： 

１．社会不安や不況下で、ますます深刻になっている、

今、職場で起こっていること 

２．知らないでは済まされない！ｽﾄﾚｽと病の基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は「早期発見」が重要！ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．「職場復帰」のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと 

係長・主任セミナー 

～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 
日 時：７月１２日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：アクティブ経営研究所 所長 

    経営コンサルタント    鑄方 貞了氏 

内 容： 

１．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

２．自分自身の長所を知れば、あなたは変わる 

３．係長・主任の本当の役割とは？ 

４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 

５．職場の人間関係を良くする心理テクニック 

６．仕事のできる部下を育てるための極意！ 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

時代の潮流とリーダーシップ 

～激変する時代に 今 必要なこと～ 
日 時：６月１０日(金)１３：３０～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町1-5） 

会員参加料： １名様まで無料(２名様以上8,500円) 

講 師：経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

会長 藤原 直哉氏 

内 容：  

第１部 激変している時代潮流 

・日本や世界の経済・社会情勢を現場の生きた情報を

もとに鋭く解説。 

・今、何が変化をはじめ、近い将来にどういうことが

起こりうるのかを予測 

第２部 新しい時代のリーダーシップ 

・今までのマネジメントだけでは、この環境変化を乗

り越えられない 

・新しい時代のリーダーシップの真髄 

〈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/ 


