
平成２４年度 人材育成プログラム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中国生産性本部がご提案する  

年間教育プログラム 
～人間力と職務遂行能力が調和した 

     人材育成を実現するために～ 

 

 

新しい事業を生み出すのは『人』です。 

その事業が軌道に乗るよう調整するのも『人』です。 

そして、知恵を出し、改善するのも『人』です。 

 

    企業が存続していくためには 

    『人材育成』は、重要な戦略です。 

 

    中国生産性本部は、「組織変革」と「人材育成」の 

    支援をめざす組織です。 

 

講師・内容を厳選し２４年度のプログラムを 

企画いたしました。 

 

御社の人材が確実に育つことに  

当本部のセミナーがお役に立てたら幸いです。 

 
 

 

主 催 中 国 生 産 性 本 部 
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中国生産性本部 平成２４年度 セミナーラインナップ 
       （※印の詳細内容は、本プログラムとは別にご案内いたします） 

 

階層別研修 

・新入社員研修会（２泊３日）        ・・・・・・・Ｐ３ 

・中堅社員セミナー             ・・・・・・・Ｐ４ 

・係長・主任セミナー            ・・・・・・・Ｐ５ 

・管理者セミナー                ・・・・・・・Ｐ６ 

・リーダー養成講座             ・・・・・・・Ｐ７ 

・トップセミナー ※ 

 

時代の潮流とリーダーシップ         

  ・講演会（全４回）             ・・・・・・・Ｐ８ 

 

スキル研修 

・管理職のためのメンタルヘルス対策     ・・・・・・・Ｐ９ 

・ロジカルコミュニケーションセミナー    ・・・・・・・Ｐ10 

・決算書を読みこなして仕事に生かす講座   ・・・・・・・Ｐ11 

 

感動の三部作              ・・・・・・・Ｐ12 

 ・セミナー（全３回） 

 

経営革新 

 ・経営品質実践セミナー(全５回) ※ 

 

企業内研修講師の派遣          ・・・・・・・Ｐ13 

・管理者のためのコミュニケーション講座 

       ・良い影響を職場に創りだすリーダーシップ研修 

・意識変革勉強会〝人を大切にする組織づくり〟 全３例会  

・新入社員フォローアップ研修 

・組織の「経営品質」を高めるために           他 
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セミナーのご活用の仕方 
            （※印の詳細内容は、本プログラムとは別にご案内いたします） 
 
 

§基本的なセレクションスタイル§ 
（定期的に受講を重ねることで人間力と職務遂行能力が向上します） 

 

・階層別研修を１つ選択（新入社員・中堅社員・主任・係長・管理者） 

・感動の三部作

 

§経営者・経営幹部のためのセレクション§ 
（激変する時代の中で的確な経営を実現するためのビジョン・戦略のアイディアが生まれます） 
 

・時代の潮流とリーダーシップ 

・リーダー養成講座 

・トップセミナー ※ 

 ・感動の三部作 

 ・経営品質実践セミナー ※ 
 

§幹部・上級管理者のためのセレクション§ 
（信頼され実績を上げられる幹部としての人間力とスキルを養成します） 
 

・管理者セミナー 

・リーダー養成講座 

・時代の潮流とリーダーシップ 

・決算書を読みこなして仕事に生かす講座 

 ・管理職のためのメンタルヘルス対策 

 ・感動の三部作 

 ・経営品質実践セミナー ※ 
 

§幹部候補養成のためのセレクション§ 
（将来、企業を支える幹部となるための思考づくりを支援します） 

 

・リーダー養成講座 

・ロジカルコミュニケーションセミナー 

・決算書を読みこなして仕事に生かす講座 

 ・管理職のためのメンタルヘルス対策 

 ・感動の三部作 

 ・経営品質実践セミナー ※ 
 



階層別研修－新入社員 
共感とチャレンジ 

新入社員研修会 
～学生から社会人へのパラダイム転換～ 

 
と き ４月３日（火）～５日（木） 【２泊３日】 

ところ 国立江田島青年交流の家（広島県江田島市江田島町津久茂 1－1－1） 

講 師 

有限会社加賀屋感動ストアーマネージメント 代表取締役 加賀屋克美氏 

株式会社ウーブル ロールモデル研究所 代表取締役社長 十倉純子氏 

中国生産性本部 組織活性化プロデューサー 西川三佐子 他 

参加料 会員 33,600 円 非会員 39,900 円（宿泊費・全食事代・消費税含む） 

対象者 平成２４年度新入社員 ７０名 

 

 定員になりましたので、募集を終了いたしました。 

 

研修内容 
   ●開講式 

   講    演 企業人としての心構え 

   講    義 ビジネスマナーの必要性と基本 

   ロールプレイング 挨拶・敬語・電話の受け方・名刺の扱い方の実践 

   グループ研究 社会性を育成する実際体験 

   グループ研究 仕事の基本～仕事の要素と基本姿勢～ 

   講    義 仕事の進め方 

～Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ、報告―連絡―相談の重要性～ 

   講義 ・ 実習 文書の書き方 

～ビジネス文書の基本形式と封筒の書き方～ 

   実    習 集団行動プログラム～海で漕ぐカッターは職場の縮図～ 

   講義 ・ 実習 コミュニケーションの必要性と相乗効果 

   講義 ・ 実習 研修の重要点や疑問点の振返り 

   ●自己啓発の必要性とチャレンジ目標の作成 

●決意表明 

●閉講式
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 階層別研修－中堅社員 

厳しい経済環境を乗り越える仕事力を磨く！ 

中堅社員セミナー 
～結果の出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

 
と き ６月２１日（木）１０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役社長 服部 英彦 氏 
昭和 59 年、同志社大学法学部政治学科卒業。以後、一貫して人材開発・社員教

育分野の営業マンとして、延べ 1000 社以上の企業に実績を残す。 お客様の真の

狙いを明確にし、その実現を目指す営業スタイルは多くの共感を呼び、「お客様を

味方につける最強の営業マン」として内外から高い評価を受けている。同時に人

材開発インストラクターとして数々の企業の人材育成・教育プログラムの開発実

施を手がけている。 

著書：「質問力のある人が成功する」「２０代でできると言われる人の成功法則」

「３０歳から人生が変わる黄金ルール」「売れる営業マン 12 の習慣」他多数 

 

参加料 会員 15,000 円 非会員 18,000 円（資料代・昼食代・消費税含む） 

対象者 中堅社員 

 

研修内容 

１．オリエンテーション 
(1) 他社から見た自分の第一印象 
(2) あなたの中の私 

 
２．結果を出すリーダーの役割と責任 
(1) 中堅社員の仕事とは？ 
(2) 目的を共有して、目標を明確化する 
 
３．後輩は、先輩の背中を見て育つ 
(1) Ｇооｄ Оｊｔ 
(2) Ｂａｄ Ｏｊｔ 

 
４．現場力を強化するリーダーの仕事力 
(1) メンバーをイキイキさせるプロデュース力 
(2) メンバーの力を引き出し、力を結集する目的設定力・目標管理力 
(3) チームの成果を追求する業務遂行力 
(4) 人を育てるコーチング力とティーチング力 
(5) ロールモデル力 
 
５．メンバーをイキイキさせるために 
(1) 先輩の使う言葉で後輩は変わる 
(2) メンバーの居場所を創る 
 
６．メンバーの協力を結集する 
(1) 目的＋意義＋役割＋評価の明確化 
(2) ゴールイメージ 
(3) ミッションマインド 
 
７．成果をあげるリーダーの思考法と使命感 
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階層別研修－係長・主任 

部下をもつことに自信と勇気が湧いてくる！ 

係長・主任セミナー 
～自分の長所を活かし、部下を育て、上司を補佐し、チームをリードする～ 

 

と き ７月１０日（火） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

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 
昭和２４年生まれ、関西大学法学部卒業後、タイガー魔法瓶株式会社に入社。

平成２年に繊維商社の役員として営業部門・工場部門（工場長兼務）・総務部門

を担当する。平成７年、アクティブ経営研究所を設立し、経営コンサルタント・

人材コンサルタントとして独立する。現在、経営計画・経営戦略の立案、営業、

新規事業、階層別研修、人事労務、能力開発・組織活性化など多くの分野で活

躍する。セミナー業界で管理職研修 NO.1 講師と評価され、年間で 100 回以上の

研修・セミナー・講演を行っている。特に「心構えによって行動が変わり、人

生まで変わる」を持論にしており、実習とディスカッションを織り交ぜて双方

向の参加型研修により、“気づき”を促し“やる気”を起こさせる手法は高い

評価を得ている。 

参加料 会員 15,000 円 非会員 18,000 円（資料代・昼食代・消費税含む） 

対象者 係長・主任・チームリーダー 

 

研修内容 

１．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

  ・自分の中で眠っている潜在能力を引き出そう 

２．自分自身を知ればあなたは変わる 

  ・あなたの長所・短所を引き出し自己分析をしよう 

３．係長・主任の本当の役割とは？ 

  ・「働く」意義を理解しよう ・係長・主任の役割とは何か？ 

４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 

  ・「やる気」の元は何か ・やる気にさせる８ヵ条  

５．職場の人間関係をよくする心理テクニック 

  ・人間関係が仕事のベース ・プラス思考の元気の出る言葉を使おう 

  ・アクティブリスニングが部下との関係を良好にする 

６．仕事のできる部下を育てる極意 

  ・部下を使うという発想ではなく育てるという発想 

  ・部下の理解なしに部下を育てられない ・部下の長所を徹底的に伸ばす 

  ・「指示・命令」と「報告・連絡・相談」の徹底 

  ・誉める・叱る・教育する ・年上の部下には協力を求める 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

  ・リーダーシップ力を身につける ・他己分析で長所を認識しさらに伸ばす 他 
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階層別研修－管理者 
これが管理者の本当の仕事 

管理者セミナー 
～自分を活かし、部下を生かし、成果につなげる秘訣～ 

 

と き ９月１１日（火） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

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 
昭和２４年生まれ、関西大学法学部卒業後、タイガー魔法瓶株式会社に入社。

平成２年に繊維商社の役員として営業部門・工場部門（工場長兼務）・総務部門

を担当する。平成７年、アクティブ経営研究所を設立し、経営コンサルタント・

人材コンサルタントとして独立する。現在、経営計画・経営戦略の立案、営業、

新規事業、階層別研修、人事労務、能力開発・組織活性化など多くの分野で活

躍する。セミナー業界で管理職研修 NO.1 講師と評価され、年間で 100 回以上の

研修・セミナー・講演を行っている。特に「心構えによって行動が変わり、人

生まで変わる」を持論にしており、実習とディスカッションを織り交ぜて双方

向の参加型研修により、“気づき”を促し“やる気”を起こさせる手法は高い

評価を得ている。 

参加料 会員 15,000 円 非会員 18,000 円（資料代・昼食代・消費税含む） 

対象者 管理者・グループリーダー 

 

研修内容 

１．自分の人生を大切にしていますか？ 

・あなたが持っている６つの売り物 ・自分の潜在能力とそれを発揮させる方法 

 

２．部下と自分の長所を仕事に生かす 

  ・自分自身を知る   ・長所を徹底的に伸ばすと人生が充実する 

 

３．管理者の真の役割と職責とは？ 

    ・なぜ、人は働くのか？    ・管理職の定義とは 

    ・管理者の一番重要な職責とは？ ・管理者の８つの役割と問題解決の視点 

   ・業績に責任を持つとはどういうことか？ ・自分の日常判断基準とは？ 

 

４．正しく誉めると部下は大きく育つ 

  

５．部下の失敗を成長に活かす「叱り方」 

    ・叱るための 2つの基準 

    ・部下が反発せず、納得する叱り方のポイント 

 

６．部下のやる気と信頼が高まる指導とは 

・新入社員、若手社員のケース  ・中堅社員のケース 

    ・年上（年輩）社員のケース 

 

７．自己革新できる管理者が組織を革新する 
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階層別研修－リーダー 
日本のリッツカールトンを創った高野登氏から学ぶ 

リーダー養成講座 
～イキイキと輝く組織を育むリーダーの想いと考えと実行力～ 

 

と き １１月 １０：００～１７：００ 

ところ 広島市中心部 

講 師 

  人とホスピタリティ研究所 代表 高野 登 氏 
  （前 ザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニー 日本支社長） 

昭和 28年、長野県生まれ。プリンスホテルスクール（現 日本ホテルスクー
ル）第一期卒業。昭和 49年渡米。ＮＹホテルキタノ、ＮＹスタットラーヒル
トン、ＮＹプラザホテル、ＬＡボナベンチャーホテル、ＳＦフェアモントホ

テルなどの勤務を経て、平成 2年にザ・リッツ・カールトン・サンフランシ
スコの開業に携わった後、リッツ・カールトンＬＡオフィスに転勤。その間

に３つのホテルの開業をサポートすると同時に日本支社を立ち上げる。平成

５年にホノルルオフィスを開設した後、平成６年、日本支社長。リッツ・カ

ールトンの日本における営業・マーケティング活動をしながら、ザ・リッツ・

カールトン大阪の開業準備に参画後、ザ・リッツ・カールトン東京の開設の

メディア・パブリシティ戦略も成功させる。平成 21年、人とホスピタリティ
研究所を設立。企業活性化・人材育成・社内教育などの指導が日本各地で注

目されている。著書：「サービスを超える瞬間」「絆が生まれる瞬間」（かんき

出版） 

参加料 会員 15,000 円 非会員 18,000 円（資料代・昼食代・消費税含む） 

対象者 経営幹部・役員・幹部候補 

 

研修内容 

 

    顧客満足と社員満足で有名なリッツカールトンホテルでの 

リーダー指導の実績をもとに、企画中。 
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時代の潮流とリーダーシップ 

新しい時代を予見し、次の戦略を立てるために 

時代の潮流とリーダーシップ 
～人と企業が繁栄し続けるための視点～ 

 

と き 

第１回  ６月１５日（金）、第２回 ９月６日（木） 

第３回 １２月１３日（木）、第４回  平成２５年３月１４日（木） 

       （毎回 １３：３０～１７：００） 

ところ 広島市中心部 

講 師 

   経済アナリスト 
    シンクタンク藤原事務所 所長 藤 原 直 哉 氏 
昭和３５年東京都生まれ。昭和５８年東京大学経済学部卒業。住友電気工業株

式会社入社。電線ケーブルの海外輸出業務および企画部門に従事。昭和６０年

経済企画庁経済研究所出向。世界経済モデルを使ったイタリア、日本および米

国の短期経済予測、構造分析、計量経済分析の信頼性向上のための研究に従事。

昭和６２年ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社。投資戦略調査部で債

券・株式の数理分析に従事。現在、シンクタンク藤原事務所所長。独立系シン

クタンクとして｢経済｣｢政治｣「国際情勢」｢組織のリーダーシップ」に関する

独自の分析を行っているほか、小田原市でロハス体験学校の主催、コンサルテ

ィング、社内教育、講演、執筆活動を行っている。NHKラジオ第一放送の「ビ
ジネス展望」、山口放送ラジオの「情報ダブルクリック」にレギュラー出演、

NHK文化センター青山教室では「世界の中の日本経済」というタイトルで時
局分析を行っている。 

参加料 
各回 会 員 １名様まで無料（２名様以上 8,500 円） 

 非会員 10,500 円 

対象者 ・経営者・役員・組合幹部・管理者・組織変革の推進者・幹部候補者 

 

  

研修内容 

第 1部 ビジネスを取り巻く激変する社会経済の情勢分析 

・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 
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スキル研修－メンタルヘルスマネジメント 
「知らない」では、すまされない！部下の心の不調への正しい対応!! 

管理職のためのメンタルヘルス対策 
～組織が崩壊しないためのリスクマネジメント～ 

 

と き ７月１９日（木）１０：００～１７：００ 

ところ 広島市内中心部 

講 師 

株式会社 Y’s オーダー 代表取締役 藤野 祐美 氏  

オーストラリアＢＯＮＤ大学大学院 経営学修士。 

ミノルタカメラ（現コニカミノルタ）、Ｐ＆Ｇ人事部勤務を経て、世界最大

の水産飼料会社ニュートレコ社の日本法人立ち上げに参画。更に関連会社 2

社を立ち上げ、取締役に就任。 

アジア太平洋地域人事統括として、組織・人材開発に従事。 

独立後、企業立ち上げからマネジメントまでの経験を基に、メンタルヘルス

マネジメント、リーダー育成、コミュニケーション等の分野にて、各種企業、

大学等へ研修、カウンセリング等の人材開発コンサルティングを展開する。 

メンタルヘルスマネジメントマスター、産業カウンセラー、厚生労働省働く

若者ネット相談カウンセラー、キャリアディベロップメントアドバイザーで

もある。 

参加料 会員 15,000 円 非会員 18,000 円（資料代・昼食代・消費税含む） 

対象者 ・管理者 ・職場リーダー 

 

研修内容 

１．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 

  ・どんどん増える〝職場が原因〟の心の不調者 

  ・メンタルヘルス問題がもたらす大きな悪影響 

２．知らないでは済まされない！ストレスの基礎知識 

  ・ストレスの基礎知識とメカニズム 

  ・自分でできるストレスケアの方法  

 ・〝うつ病〟〝仮面うつ病〟〝新型うつ〟の解説 

３．メンタルヘルス対策は、「早期発見」が重要！ 

   ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

  ・上司だから気づくチェックポイント 

  ・〝何かが違う！〟と感じた時に、最初にやるべきこと 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

  ・上司のあなたがすべきこと 

  ・専門医や専門家にしかできないこと 

５．職場復帰のための具体的な方法 

  ・休職中からはじまる職場復帰のステップ 

  ・職場復帰の判断のためのチェックポイント 

  ・復帰者に対する上司の７つの心構え 

６．「予防」のための職場風土や環境づくりのポイント  
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スキル研修－問題解決 
ロジカルシンキングの基本をわかりやすく解説 

ロジカルコミュニケーションセミナー 
～論理的思考をもとに対話し、的確・迅速・明解な課題解決をする～ 

 

と き ８月２８日（火）１０：００～１７：００ 

ところ 広島市内中心部 

講 師 

ビジネス ディベロップ サポート 代表 大 軽 俊 史 氏 
同志社大学商学部卒後、マーケティング企画会社での営業・企画を経て、平成

９年から日本総研ビジコン、平成１３年から日本総合研究所にて経営コンサル

ティング活動に従事し、平成２０年独立。コンサルタント歴は１１年ながら、

研修、講演回数は 600回を超える。 
ビジョン＆事業戦略からマーケティング戦略、組織戦略、人事戦略という、経

営戦略の一連のプロセスをワンストップで構築支援する数少ないコンサルタン

ト。"経営の第一条は、人材のモチベーションにあり、情熱的な人材を養成しな
ければコンサルタントにあらず"が 指導モットー。パッション提供コンサルタ
ントとして、クライアントより絶大な信頼を得ている。 

参加料 会員 15,000 円 非会員 18,000 円（資料代・昼食代・消費税含む） 

対象者 中堅社員 

 

研修内容 

１．場当たり的な対処では問題解決しない 

  ・ムダな思考をしていないか 

  ・本質の課題の対策を考えているか 

  ・論理的思考の楽しみとは 

 

２．論理的思考の要素と考える基本姿勢 

  ・非論理的な象徴エピソードの紹介と問題点の発見 

  ・価値を生み出す論理的思考とは 

  ・論理的思考４つの基本姿勢と理論的に考えるとは 

 

３．論理的思考パート① 演繹法・帰納法 

 

４．論理的思考パート② ＭＥＣＥ 

 

５．論理的思考パート③ ロジックツリー・ピラミッドストラクチャー 

  ・ロジックツリー 

  ・ピラミッドストラクチャー 

  ・因果の構造化チャート 

 

６．論理的思考を使った説明と文書作りのポイント 

 

７．的確・迅速・明確な課題解決をするために 

 

８．明日から仕事にロジカルシンキングを活かす 
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スキル研修－決算書 
「健全で強い企業」を実現するために！ 

決算書を読みこなして仕事に生かす講座 
～決算書の数字の奥にある意味をわかりやすく理解～ 

 

と き １０月１２日（金） １０：００～１７：００ 

ところ 広島市内中心部 

講 師 

税理士・米国税理士・確定拠出型年金アドバイザー 

経営コンサルタント    高 下 淳 子 氏  
外資系コンサルティング会社（監査法人）に勤務の後、独立開業。 

現在、税務会計顧問業、経営コンサルティング業の他、金融機関、商工会議所、

各種同業者団体、官公庁等の講演・セミナー講師としても活躍中。 

明るく親切で、わかりやすく財務のツボを解説するセミナーの雰囲気が好評。 

実務で学んだことが即実践できるように考え抜かれた教材を用いた指導は、全

国各地で絶賛されている。 

コンサルティングは、実績管理、事業継承、営業管理、企業体質改善等をメイ

ンテーマとしている。 

 著書：「やる気が出てくる決算書が読める魔法のステップ」（ソーテック社） 

「決算書を読みこなして経営分析ができる本」（日本実業出版社） 

     「社長のための経営講座＜資金繰り改善の極意＞」（日経ＢＰ社） 

「消費税のしくみと対策」「会社の税金『節税』事典」」（ぱる出版） 

など多数 

参加料 会員 15,000 円 非会員 18,000 円（資料代・昼食代・消費税含む） 

対象者 
・経理・財務担当部門の方  ・営業部門の方 ・経営者・経営幹部 

 ・取引先や関係会社の経営状態を把握したい方  ・労働組合役員 

 

研修内容 

１．簡単！ 決算書を読み方のコツ 

   ～すべては「５つの箱」で理解する～ 

 

２．貸借対照表をわかりやすく解説 

 

３．貸借対照表から企業の安全性を読み解く 

 

４．損益計算書をわかりやすく解説 

 

５．損益決算書から企業の儲ける力を読み解く 

 

６．キャッシュフロー経営の基本知識 

 

７．損益分岐点分析 

 

８．生産性の高い会社であり続けるために 
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感動の三部作 
進化するための かけがえのないメッセージ 

感動の三部作 
～いかなる環境変化にあっても、未来を拓く法則～ 

 

と き 

第 1回  ８月（予定） 
第 2回 １１月（予定） 
第 3回 平成２５年２月（予定） 

ところ 

第１回 広島市中心部 

第２回 広島市中心部 

第３回 広島市中心部 

講 師 

第 1回 （企画中） 

第 2回 （企画中） 

第 3回 （企画中） 

参加料 

第 1回 会員  8,500 円 非会員 10,500 円 

第２回 会員  8,500 円 非会員 10,500 円 

第３回 会員  8,500 円 非会員 10,500 円 

主な対象者 
経営者・役員・組合幹部・管理者・組織変革の推進者・幹部候補生 

大切に育てたい社員 

 

 

感動の三部作とは… 

  

感動の三部作は、その時代に必要な気づきを 

感動とともにお伝えする全 3回の講演会です。 

 

私達の仕事だけではなく、人生のあり方にも 

ヒラメキを与える内容です。 

 

本物の講師が、 

ものごとの本質や深い想いを 

会場にいらっしゃる皆さんに 

直接、お届けします。 
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中国生産性本部は、企業内研修の講師派遣もお受けしております。 
 

◆◆◆ 企業内研修講師の派遣 ◆◆◆ 
 

と き ご希望に合わせて随時 

ところ お客様の企業、または、指定の会場 

講 師 

中国生産性本部 組織活性化プロデューサー 西川三佐子 
食品メーカーで秘書的業務、全国チェーンホテルで営業を経験後、平成６年に

中国生産性本部に入職。その後、セミナーや講演会の企画から実施までをプロ

デュースするとともに、人材育成や組織活性化について研究。現在では、企業

や自治体等の管理職・中堅社員・新入社員を対象に、〝人のやる気を高め、組

織を成長させる〟考え方を軸とした講演会や研修講師としても活動。特に、自

らが経験した事例をもとに、人のやる気の本質についてわかりやすく伝えるこ

とが注目されている。 

講師料  ご相談ください。 

 

 

研修担当者の方と打合せをし、ニーズにそった研修をご提案します。 

参考までに、研修内容の一部をご紹介します。 

 

研修のテーマ（例） 

・管理者のためのコミュニケーション講座（講演時間：２時間） 

  ～部下のやる気が高まるヒント～ 

 

・良い影響を職場に創りだすリーダーシップ研修（研修時間：１日間） 

 

・意識変革勉強会〝人がイキイキする組織づくり〟 全３例会 

 （研修時間：２時間×３例会） 

 

  ・新入社員フォローアップ研修（研修時間：１日間） 

 

  ・組織の「経営品質」を高めるために（講演時間：２時間） 

                                     他 



〈お申込の方法〉 
参加申込書に所定事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたはホームページにてご送信くだ 
さい。セミナー開催の１ヶ月前に「参加証」「請求書」をお送りいたします。 

 

〈お問合せ・お申込み〉 中国生産性本部（担当：西川三佐子） 

     〒730-0041 広島市中区小町 4-33中電ビル２号館４Ｆ 
     TEL：082-242-7972 FAX：082-242-7973  

URL：http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/  
 

※ セミナー内容については、変更する場合もございますのでご了承ください。 
 

中国生産性本部 行 

  平成２４年度セミナー 参 加 申 込 書           

平成  年  月  日 
組織名 
 
所 在 地  〒                                          

連絡担当者 （所属・役職名）                       （氏名） 

電    話   
 
□ セミナーの申し込み   □ 詳細パンフレットの送付（セミナー名                 ）

 
●セミナーのお申込の場合は下記のご記入もお願いします。 

参加者氏名 所属・役職名 ご希望のセミナー名 

   

   

   

   

   

 
個人情報の取扱いについて 

○本書にご記入いただいた個人情報は、法令に基づく場合などを除き、お客様の承諾なしに第三者へ開示・提供する
ことはありません。ただし、当本部の事業活動およびサービス提供とこれに付随する業務を行う目的の範囲内（参
加者名簿作成、セミナー案内の送付）で利用させていただきます。 
○作成した参加者名簿は、セミナーの講師に配布すると共に受付用として利用させていただきます。また、グループ
討議を行うセミナーに限り参加者へ配布する場合もあります。 

 

 お申込み先ＦＡＸ番号 （０８２）２４２－７９７３  
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