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新年明けましておめでとうございます。 

皆様方におかれましては、気持ちを新たに、新春

をお迎えになられたことと存じます。昨年中は、当

本部の事業活動に対し、格別のご支援とご協力を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

 

おかげさまで、当本部における経営品質、人材育

成、労組・労使関係などの各種事業につきまして、

計画に沿って堅調に実施できたことをご報告申し上

げますとともに，改めてお礼申し上げます。 

 

さて、わが国経済は「欧州債務危機」の長期化、

米国の「財政の崖」、中国などの新興国における景気

減速など、依然として刻々と変化する国際競争のう

ねりとともに、国内における「長期化するデフレ」

や「少子・高齢化の進展」などの構造的な問題の中

で、先の見えない舵取りを強いられている状況にあ

るとも言えます。 

加えて、日本における政権交代はもとより、世界

各国のリーダーの交代などもあり、より一層、国内

外の動向に注視し、対応していく必要があります。 

 

言うなれば、「国内外の環境変化に応じた企業経営

のあり方」、「雇用創出と働き方（ディーセントワー

ク）の見直し」、そして「グローバル化での人財の活

用と育成」などといった点について、あるべき姿、

進むべき方向性への道筋をつける時期を迎えている

といっても過言ではありません。 

 

このような状況の中で、日本の強みである産業

力・企業力の底上げを図りつつ、成長へと結びつけ

ていくためには、やはり、「現場の競争力」の強化に

取り組み、その源泉である「人財」への中長期的な

投資が必要であり、このことによって、イノベーシ

ョンが実現し、産業・雇用を創り出す好循環も生み

出されていくものと考えています。 

 

その意味でも、企業・組織は、経営品質向上活動

の考えにもある、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、労使の協調を図りながら、生産性向上に

資する各種活動を力強く実践していかなければなり

ません。 

 

こういった考えから、当本部では、『経営』・『労

働』・『学識』の三者協調という組織構成を活かしつ

つ、相互信頼と協力のもと、英知を結集しながら、

真に豊かな中国地方の実現に向け、生産性運動を精

力的に展開していく所存であります。 

 

最後になりましたが、本年が皆様にとりまして、

幸多き年となりますよう祈念いたしますとともに、

当本部の諸活動に対しまして、従前と変わらぬご支

援とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げま

す。 
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ＨＯＴ情報 
 

感動の三部作第１回 

パラダイムの転換～心の習慣を変え、人生も仕事も豊かに導く～ 

 

 
１２月７日(金)、株式会社ザ・アカデミージャパ

ン 代表取締役社長 川西 茂氏を講師にお招き

し、感動の三部作(第１回)を開催しましたので、そ

の概要をご紹介します。 

 

「原因」と「結果」のサイクルを考える 

私たちは不満足な結果を満足させるため、自分

の行動・態度に働きかける。行動や態度のもとに

なる、頭の中の地図・思考パターンをパラダイム

という。パラダイムの形成に一番大きな影響を与

えるものは、過去の経験・学習である。しかし、

私たちはこの世の中のありとあらゆるすべての経

験・学習をしているかというとそうではない。私

たちが見ている世界はあるがままの世界ではなく、

あくまでも個人的な見方や考え方を通して見てい

る自分だけの世界にすぎない。問題のあるパラダ

イムをもっていれば、当然問題のある行動・態度

や結果が生まれてくる。結果を変えたければ、行

動・態度を変えることは大事であるが、そのもと

になっているパラダイムから変えていかなければ、

根本的な解決にはならない。 

 

有意義な人生をつくる７values 

人生で最も大切なものには、私たち人間の共通

の価値観があり、お金、時間、目標、健康、家族･

人間関係、仕事、これらの中心にある精神の７つ

に分けることができる。豊かな精神を持っていな

ければ、周りのものがどんなに良い状態にあった

としても絶対に満足感は得られない。７つの価値

観をバランスよく保つことによって豊かな人生を

送ることができる。 

私たちは人生の最も大事な時に仕事をしている。

だから仕事の充実なくして、人生の充実はない。

仕事がすべてであると思ってしまうかもしれない

が、一歩さがってみると人生の中に仕事があるこ

とがわかる。経営者も、従業員も共に仕事に向き

合いつつ、豊かで充実した人生を生きるというこ

とが大切ではないか。 

 

働きがいのある組織５つの要素 

①信用－従業員が会社や経営・管理層を信用して

いるか 

②尊敬－会社が従業員を大切な「人」として尊敬

しているか 

③公正－適切な評価や処遇がされているか、えこ

ひいきや差別がないか 

④誇り－従業員が自分の仕事や会社が提供する商

品・サービスに誇りをもっているか 

⑤連帯感－自分らしくいられるか、自分の所属す

る組織の仲間と連帯感がもてるか 

つまり、組織で働くそれぞれの個人がそれぞれ

の個性を認め合い、かつチームメンバーとしての

連帯感、絆を感じながら共に協力して働ける職場、

それが私たちにとって本当に生き甲斐、働き甲斐

のある組織になっていく非常に大きな要素である。

１+１＝３以上の相乗効果を出していくことが大

事、相乗効果を発揮するためには相違点がなくて

はならない。お互いの違いを認め、尊重し合うこ

とが何よりも大切である。 

私たちの組織において最良のチームワークを創

るためには、チームを構成する私たちがいかにメ

ンバーの多様性を理解し、良好な人間関係を構築

することができるかが課題となる。しかし、つい、

それを忘れてしまって、みんな同じようにしてし

まおうということはないだろうか、お互いがぶつ

かり合い妥協した結果、多くの成果を出すことが

できなくなっているということはないだろうか。

一人ではとてもできないようなことをいろんな才

能・能力をもった人が集まってより大きな成果を

出していく、それが組織である。 

 

効き脳を知る 

根本的問題点がわからない限り、コミュニケー

ションの問題は解決されない。根本的な問題点と

は、無意識の内に私たちが自分の効き脳(一番自分

が思考しやすい脳)を作り出していることにある。

それぞれの行動特性を踏まえた上で、お互いが理

解をし、信頼に基づいて協力したときに、ものす

ごく強いものが生まれる。お互いの効き脳が分か

った上でコミュニケーションすることで、理解や

共感が生まれ、共感があるから信頼関係が生まれ、

協力することができ相乗効果がでてくる。 
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ＨＯＴ情報 
 

平成２４年度第３回 時代の潮流とリーダーシップ 

～新しい時代のリーダーシップ～ 
 

 12月 13日(木)、平成 24年度３回目となる時代の

潮流とリーダーシップ講演会をシンクタンク藤原事

務所会長 藤原直哉氏をお招きして開催しました。 

 

今までと全く違う思考 

ノーベル賞を受賞したＩＰＳ細胞は万能細胞と呼

ばれ、１つの細胞から色んな臓器ができる可能性が

出てきた。考えてみたら、人間の細胞も１つの受精

卵から各器官が出来上がっている。病気ごとに違う

薬を使い分けるという従来の医学とは全く違う思考

を科学はしはじめている。 

 

業界に関係なく共通する考え方 

今、素晴らしい会社を見ていると、業種に関係な

く、同じように経営をやっている。それは、理念を

つくって、良き組織文化をつくって、権限委譲をし

て意思決定を分権化させていくやり方である。 

まさに、ＩＰＳ細胞のように万能の経営である。

それが、各々の会社の中でその会社らしく定着して

いき成功していっている。それとは逆に、業界特有

のやり方はどんどん消えてきている。 

 

部分的ではなく、元から直す 

表面的にその能力やその勉強をするだけでは上手

くいかない。そのやり方を実際に仕事に活かしてい

かなければ成功しないし、経営者や経営幹部がきっ

ちり良き考え方と良き行動ができなければダメなの

である。一部分だけ新しい手法を導入しても良くな

ることはなく、新たな会計手法を入れても良くなる

ことはない。要するに、部分的に良くしても会社は

良くならない。元から直さないと意味がないのであ

る。 

 

皆が良くなるように役割分担をする 

日本は、外国のものを取り込んできて、国内で役

割分担をして皆が良くなるように進化発展するリー

ダーシップをとってきた。 

いかに役割分担をして、みんなが幸せを享受でき

る国をつくることが大切かを、これからアメリカや

ユーラシア大陸の国々も見習うべきだと思う。国民

が車や携帯を持てるようになったとしても、コスト

競争と争いと飢えしかなくなっていっては仕方がな

い。だから国ごとに役割分担をしていくことも重要

となっていく。 

実力をつけることが第一優先 

今を生きる我々は、未来を作り出していくことが

仕事である。だから、リーダーは、「困った」「恐ろ

しい」と怖気づいている場合ではなく、どう行動す

るかが問われる。 

不況だからと言って道がないわけではない。新し

い日本や新しい街をつくり直していけば良いし、第

1・２・３次産業という全ての産業に対して、中堅企

業以下を育てて世界に通用するものを作って売って

いけば良い。 

政府がばらまく補助金をどうやってもらうかに心

血を注ぐのではなく、早く自分の実力をつけていく

ことが大切なのである。 

 

追い詰められては、取り返しがつかない 

エネルギーは世界で足らない。特に先進国ではエ

ネルギーの糖尿病状態であり、エネルギーを使い過

ぎるから色々な問題が起こっている。エネルギーを

減らそうとするなら、地産地消などを進めていけば

良いが、そうすると利益を失う関係業種から不満が

出てくる。時代遅れになった業種をいつまでも続け

ようとするから追い詰められていき、大変なことに

なっていく。早々と手を打って変えてしまえば、問

題はなくなる。余裕があるうちに、早く手を打って

新しいことをはじめなければ、取り返しのつかない

ことになる。 

 

自分で判断し、自分で道を創る 

〝道しるべの無き時代〟〝何が起きるかわからない

時代〟には、全て自分で判断をしなければならない。

これは理屈を超えた直観力がないと判断できない。

物事には前兆が必ずあり、真剣に生きていれば色ん

なことが見えてきて、直観力も養われる。 

怖がってばかりでは、もっと追い詰められてしま

う。これからは、道なき道を自分で歩き、自分で道

を創っていかなければならない。今までとは、頭を

切り替えて行動していかなければ、小さなことに目

を奪われている間に、大きなことを無くしてしまう。 

 歴史を振り返ると、〝終わりが始まり〟なのであ

る。江戸時代が終わり明治時代が始まったように、

形は壊れるが、また、新しいものが生まれてくるの

である。だから次を創るエネルギーを自分自身で持

ち、自分で新しい時代に通用する形をつくっていか

なければならない。 
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経営品質実践セミナー（第４回） 

～100年企業への人財共育と風土づくり～ 

理念共有・成長の PDCA／ねぎしフードサービス 

日 時：１月２５日(金)１４：００～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

会員参加料： 8,500円 

講 師：株式会社ねぎしフードサービス 

           代表取締役 根岸 榮治氏  

内 容：  

・創業当時の反省と経営危機を乗り越えるための戦略

の変遷 

・経営理念、誓い、経営の目的の共有 

・経営品質と出会って、理念の具現化へ 

・企業が大切にしている価値 

～100年永続する企業をめざす～ 

・従業員満足を追求するための人財共育成長の PDCA 

・｢親切という企業文化づくり｣から生まれる顧客満足                  

                       他 

 

感動の三部作（第２回） 

自分の心が元気になるヒント 
～ストレスを上手く解消し、イキイキと働くために～ 

日 時：２月２８日(木)１４：００～１７：００ 

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： 8,500円 

講 師：Ｙ’sオーダー 代表取締役 

人材開発コンサルタント  藤野 祐美氏 

内 容： 

１．他人事でないストレス問題 

２．知っておきたいストレスの基礎知識 

３．セルフケアから始めよう 

４．ストレス知らずの会社生活のために 

  

感動の三部作（第３回） 

信念と知恵と行動で経営は輝く 
～雇用したいから、仕事を創出する～ 

日 時：３月１２日(火)１３：３０～１７：００ 

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： 8,500円 

内 容： 

第１講演 

「企業が繁栄し続ける分岐点」 

 ～社員が企業の犠牲になるのではなく、 

幸せに近づくための経営～ 

講師 人と経営研究所 所長 大久保 寛司氏 

第２講演 

「雇用は、すべてを救う」 

   ～価値観を正確に反映した社員中心主義を貫く～ 

講師 株式会社アイエスエフネット 

          代表取締役 渡邉 幸義氏 

 対談・まとめ 

 「企業の真の使命と役割」 

株式会社アイエスエフネット 代表取締役 渡邉 幸義氏 

人と経営研究所 所長 大久保 寛司氏 

 

時代の潮流とリーダーシップ 

～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～ 
日 時：３月１４日(木)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 激変する政治・経済のゆくえ 

第２部 経営を成功に導くリーダーシップ 

 

平成２５年度 新入社員研修会 

～学生から社会人へのパラダイム転換～ 
日 時：４月２日(火)～４日（木） 

場  所：国立江田島青少年交流の家 

（江田島市江田島町津久茂 1-1-1） 

会員参加料：33,600円 

講 師：有限会社香取感動マネジメント  

代表取締役 香取 貴信氏 

    株式会社ウーブル・ロールモデル研究所 

            代表取締役 十倉 純子氏 

    中国生産性本部  

ｾﾐﾅｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 西川 三佐子 他 

内 容： 

◇企業人としての心構え講演 

◇ビジネス・マナーの必要性と基本講演・実習 

◇挨拶・敬語・電話の受け方・名刺の扱い方実習 

◇集団行動プログラム（カッター研修）実習 

◇仕事の基本～仕事の要素と基本姿勢～講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ研究 

◇仕事の進め方～P･D･C･A、報-連-相の重要性～講義 

◇文書の書き方講義・実習 

◇働くことの尊さ、あきらめないことの大切さ講演 

                       他 

 

 

〈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/ 


