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ごあいさつに先立ち、このたびの東日本大震災に

より犠牲となられました方々のご冥福をお祈りいた

しますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い

を申し上げます。 
 
さて、この度、５月 16 日開催の通常総会におきま

して、山下前会長より中国生産性本部会長という大

役をお引き受けすることとなりました。今年は、「西

日本生産性会議」が広島市で開催される記念すべき

年でもあり、重責に身の引き締まる思いがしており

ます。これまでにも増して、真に豊かな中国地方の

実現をめざした事業展開を図るため、微力ではござ

いますが、皆様方の暖かいご指導・ご支援をいただ

きながら、本部事業に精一杯務めてまいる所存であ

りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
当本部は、戦後復興の原動力となった生産性運動

の中国地域の拠点として、1957（昭和 32）年 1月に

スタートいたしました。それから五十有余年の長き

にわたり、今日まで皆様のご理解とご支援をいただ

きながら当地方において生産性運動に取り組み、経

営・労働・学識の三者の英知を結集しつつ、企業経

営の発展と良好な労使関係の向上に寄与してまいり

ました。 
 
こうした当本部および各地域の生産性機関による

取り組みにより、オイルショック等の幾多の経済的

試練を克服し、わが国は世界に冠たる経済規模を達

成することができました。国内外の情勢は激しく変

化しておりますが、わが国が成長を続けていくため

にも、労使共通の課題として生産性向上の取り組み

を今後とも堅持し、さらなる企業・組織の革新を成

し遂げていかなければならないと考えます。 
 

今、わが国は、本年３月の東日

難ともいえる状況に立ち至ってお

とおり、この大震災は東北地方沿

撃を与えたばかりでなく、その被

含めた広範囲にわたるものとなり

生産拠点の破壊、流通網の寸断な

響は被災地域のみならずわが国全

には世界経済にも波及しています

先行きについても、この度の震

以前から顕在化していた雇用情勢

どとが絡み合い、不透明感が増し

うな混沌とした状況を打開し、今

な発展を遂げていくためには、今

「不断の改善をめざす精神」とい

原点に立ち返ることが求められてい

 
このような観点のもと、当本部

月に開催される西日本生産性会議

の新たな針路」を統一テーマとし

興および従来からの経済的な課題

き行動の方向性について探ってい

ります。 
このほか、従来から取り組んで

材育成、労組・労使関係事業など

企業・組織のご発展に資するもの

充実させ展開していく所存でござ

 
最後に、広島で開催される西日

混迷する現下の状況を切り拓く、

ージを発信する場としていくため

皆様、並びに関係各位のご協力を賜

今後の力強いご指導、ご鞭撻を重

げ、就任のごあいさつとさせてい
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ＨＯＴ情報 
 

平成２３年度理事会・通常総会開催 

 
 
 

５月１６日、ホテルセンチュリー２１広島にお

いて、平成２３年度理事会・通常総会を開催いたし

ました。 

理事会・通常総会では、平成２２年度事業報告、

平成２３年度事業計画ならびに会長交代の他、役員

の審議・決定がされました。 

 引き続き行われた特別講演会では、エッセイスト 

斎藤由香氏から講演をいただき、盛会裏に終了しま

した。 

 

 

平成２３年度 事業方針 

 

 わが国の経済は、企業想定を上回る円高や高水準

な失業率等の厳しい状況が続いたものの、アジア諸

国などの海外経済の改善などにより景気は持ち直し

の動きをみせ、中国地域も同様に推移していた。 

 しかし、本年3月に発生した東日本大震災は、関東

および東北地方を中心に、社会基盤・経済活動の各

分野に甚大な被害を与え、その影響は被災地以外の

企業・組織等にも及び、製品の生産に支障をきたす

など全国に波及しており、経済の先行きには不透明

感が漂っている。 

 こうした状況を克服するためには、戦後復興を成

し遂げ、わが国経済の基礎を築いた生産性運動の原

点に立ち返るとともに、今日の制約された条件下に

おいても、いかなる環境変化にも柔軟に、かつ、前

向きに対応していく姿勢を堅持していく必要がある。 

 そのうえで、各企業・組織は、経営品質向上活動

の考えである自らがもつ「強み」を見極め顧客本位

にたった商品・サービスを提供して経営革新を推進

していくと同時に、企業経営の基盤である人材の育

成、労使の協調ならびに製造業に比べ生産性向上の

余地が大きいサービス産業の生産性向上を図ること

も強く求められる。 

 このような状況下にあって、経営・労働・学識の

三者で構成している中国生産性本部の役割を十分認

識し、三者の英知を結集することで、地域経済の発

展はもとより、この度の震災の影響の最小化および

復興に資するよう、本年度は以下の事業を中心に展

開する。 

１．西日本生産性会議の成功裡の開催 

  今年度は、当本部をホストとして広島市で開催

される。東日本大震災に伴う復興など、わが国が

抱える課題について十分な討議を行い実りある

会議としていく。 

２．経営品質向上活動の推進 

  企業・組織の競争力向上のための重要な要素で

ある、「顧客本位」「独自能力」「社員重視」「社会

との調和」を基本理念とする『経営品質向上活動』

の一層の普及と実践組織の定着を図る。 

３．変革を推進する人材の育成 

経営革新を推進する人材育成に向けて、新入社

員から経営幹部に至る幅広い層を対象に創造力、

人間力ならびに専門能力を高める各種セミナ

ー・講演会を開催する。 

４．雇用・労働環境の整備に向けた支援 

厳しさを増す雇用情勢に焦点をあて、中国労組

生産性会議等と連携した講演会を開催するとと

もに雇用・労働施策の研究・検討・提言活動を推

進する。 

５．サービス産業等の生産性向上に向けた支援 

サービス産業、中小企業の生産性向上施策を引

き続き、関係団体等と連携して推進し、地域経済

の活性化に資する支援を展開する。 

 

◇具体的事業内容は、平成 23 年度事業計画書をご参

照下さい。 
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ＨＯＴ情報 

通 常 総 会 特 別 講 演 
「どくとるマンボウ家の素顔」～『マカ』前年比６０００％のヒミツ～ 

エッセイスト  斎藤 由香 氏 
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通常総会後、エッセイストの斎藤由香氏から、「ど

くとるマンボウ家の素顔～『マカ』前年比 6000%の

ヒミツ～」と題し特別講演をいただきましたので、

その要旨を紹介します。 
 
祖父茂吉 祖母輝子 

自分の父は作家の北杜夫、祖父は歌人の斎藤茂吉

である。伯父に精神科医で随筆家の斎藤茂太がいる。

茂吉の妻、祖母輝子は東京青山の精神科の大病院、

斎藤病院の娘として生まれた。斎藤家は男の子が生

まれず、跡継ぎのため茂吉が山形から呼び寄せられ

輝子と結婚することとなった。言い出したら聞かな

い性格だった輝子は、大正時代から、父母の反対を

押し切り茂吉の欧州留学に付き添い、当時の女性と

しては珍しく海外滞在も経験している。しかし、内

省的な茂吉と、好奇心旺盛な輝子とは性格が合わな

かった。茂吉は、家事や育児にも熱心でなかった輝

子を嫌い、昭和８年から 12 年間の別居期間もあった。

しかし茂吉の晩年には、寝たきりに近かった茂吉の

風呂や着替えの世話など夫に尽くし、仲良く暮らし

た。 

茂吉が亡くなった時、輝子は 64 歳。それからの輝

子は積極的に海外に出かけ、90 歳近くになるまで、

中南米、南極、アフリカなど 108 ヵ国を訪れている。 

父 北杜夫 

父、北杜夫は東北大学医学部に進んだが、精神科

医でありながら作家になりたいという夢を持ってい

た。慶應義塾大学の医局の職を他人の譲り、水産庁

のマグロ漁船に乗った思い出を日記風に書いたもの

が「どくとるマンボウ航海記」。しかし作家生活では

生活費にも事欠く状態で、また心の面でも躁状態や

「うつ」を繰り返した。母も自分も父には振り回さ

れた思い出が多いが、父を嫌いになったことはない。

それは母が父の精神状態を世間に隠すことなく、家

族が普通に生活できたからである。今、父も母も自

分とともに元気に暮らしている。 

やってみなはれ 

作家の娘としてその家族の有り様を見てきた自分

は、逆にサラリーマンに憧れサントリーに入社した。

広報部に配属され、開高健先生などにも直接お目に

かかることができた。長く在籍した広報部から、2001

年、サプリメントなどを扱う健康食品事業部に異動

した。そこは当時、広報のノウハウもなく 10 年以上

も赤字が続く状態だった。新製品を一般のマスコミ

にプレス発表しても関心を持ってもらえない日々が

続いたが、健康食品「マカ」がスポーツ新聞に大き

く取り上げられたことで反響を呼び、それからは売

上を伸ばし、健康食品事業部は 500 億円を売り上げ、

会社として独立するまでになった。サントリーのこ

うした「やってみなはれ」の社風の中で、現在、週

刊誌の連載コラムも自由闊達に書かせてもらってい

る。 

人が人を救う「言葉」の力 

近年、日本人の平均寿命も伸び、健康でさえあれ

ば 60 歳以降も 30 年近く元気にいろんなことができ

る時代。ただ、健康には毎日の積み重ねが大切で、

それが３年後、５年後に繋がる。経営幹部の方でも、

職場には徒歩通勤する、階段を使う、バランスの取

れた食生活をおくる、そしてストレスをためない生

活をおくる、といった基本が大切。自分の健康は自

分で守っていただきたいし、それは部下やご家族の

ためでもある。 

また、現代社会では心の問題が大変重要になって

いる。管理職の方は、ある日突然若い社員が心の問

題で会社に来なくなる、といった経験をされている

かもしれないが、この問題は管理職や経営トップ層

も同様。人間が人間を救うには薬以上に言葉の力が

大きい。上司の方は、心に悩みを持った社員に理解

を示し手を差し伸べていただきたい。祖母輝子を見

ていて、健康の秘訣は人の顔色を伺わないことだと

感じてきた。また、伯父茂太も、生前、「元気に生き

るコツは２つある。一つは、仕事も人間関係も 80%

で満足すること。もう一つはユーモアの心を持つこ

と」と語っていた。心を楽にし、ユーモアの精神を

持つことを心がけてほしい。 



 

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 
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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！ 

 
〈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/ 


