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経営に役立つヒントを

2020年9⽉号

持ち帰りいただきました！
デザイン思考セミナー
「デザイン思考」
とは、優秀なデザイナーやクリエイ
ティブな経営者の思考方法を用いて、
ビジネスに生
かしてイノベーションを生み出す方法です。
これをエフアイ流にアレンジし、
「 ハッピースクエア
×デザイン思 考 」の掛け合わせで、顧 客インサイト
（顧客の購買行動の裏にある潜在的欲求）の発見
→アイデア出し・仮説立案→ストーリーづくり→プロ
トタイプづくり
（試作）
を体感。
箱の外、枠の外、常識の外にある顧客インサイト
にアプローチするべく、様々な業界の方で広くアイデ
アを出し合い、
それぞれの経営に役立つヒントをお持
ち帰りいただきました。
（三方よし事業部 マネージャー 奥村千恵）

三方よしコーチ河合未寿季（みずき）が
Happy な健幸情報をお届け。
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参加者の声

アウトプットすることの
重要性を感じました！
デザイン思考セミナー
株式会社近江物産

常務取締役 芝原裕治 様

＜参加してみて＞
異業種の方との参加で、最初は見当違いの意見を
言うのではないか、
また言われるのではないかという先
入観がありました。ですが、知らないからこそのアイデ
アが出てきて、自分が先入観・固定観念に囚われて
いたと感じました。

＜今後への生かし方＞
頭の中で考えるだけということが多く、思ったことを
実行出来ないことがあるので、
まずはアウトプットする
ことが必要だと感じまし
た。試 行 錯 誤しながら
新しいものを作ってい
ける組 織にしていきた
いです。

コラム

わたしたちのしごと ＃15

るかどうかです。質の高い多くの問いかけが、相
手の中にある「自分なりの答え」を導きだすのです。

脱・これまでの思考
問いかけという仕事

ＶＵＣＡの時代、イノベーションを起こさない

私たちコーチの仕事は相手に「問いかける」

と生き残れなくなりました。今後、ますます消費

ことにより、モヤモヤしたものを解決したり、

や生活のスタイルが変化していくでしょう。そん

ふわっとしたアイデアを形にするお手伝いをす

な中、何かを解決する、何かを生み出すときのプ

ることです。悩みをざっくばらんに話すことで

ロセスを変えることが必要です。市場やお客様ば

解決したり、考えていることを誰かに気楽に話

かりでなく、自身への問いかけの設定そのものを

したりしていくうちに、考えがまとまったりし

変えるのです。何かを変えるなら、まずは「問い

ていくという経験は多々あるかと思います。

かけ」という新しい思考を取り入れることです。

占い師に答えを求めたり、コンサルタントに
アドバイスをもらったりすることもときにはあ
るかと思いますが、どんなに的確なアドバイス

epilog §e

や指摘よりも、自らがアウトプットしたものを
紡ぐことで見つけた「自分なりの答え」の方が、
やはり納得感もあるし、継続性のある情熱的な
行動につながります。

三方よし事業部
ビジネス演劇プロデュース総監督

質問だけでは、問題解決や商品開発にはつな
がりません。問いかけと質問の違いは、相手の
関心事に関心をもち、共感しながらの対話であ

樫 村 晴 夫 Har§o Kashimura
profile
意思決定の早い中小企業を対象に、感性・知性を磨く独自の
メソッドで人と組織の潜在能力を最大限に引き出し、成果に結
びつけることを使命に活動中。2９年間で世界一、
日本一に導
いた企業は17社に及ぶ。感性、知性を磨く独自のワークショッ
プの運営は2万回以上、専門分野は組織風土改革、経営戦
略、
ブランディング、M＆A、
エグゼクティブ・コーチング等。

あとがき

個の能力を開花させていくことがキーだと改めて
感じました。その為には良い習慣をつけることと、
なんでもフットワーク軽くチャレンジしてみるこ
と。意外な所に、自分でも気づいていない潜在能
力があるかも？すぐ守りに入ってしまうので、好
き嫌いせずまずは気軽に一口、かじってみようと
思います。（編集長/三方よしコーチ 河合未寿季）
セミナーのご予約、掲載情報についてのお問合せはこちらまで
株式会社エフアイ

tel.

077-551-2531
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「脱・組織の考え方」

今月のテーマ

社長からおたより

９月のセミナー・イベント
Information

セミナーのご予約、掲載情報に
ついてのお問合せはこちらまで
www.efuai.co.jp

エフアイ

検索

拝啓 初秋の候、貴社益々ご清祥のこ

コロナ禍の座談会

デザイン思考セミナー

それぞれの立場で
今の経営を語り合う

売り手、買い手、世間よしを
叶えるデザイン思考を体感

9月12日

9月17

（土） 13:30〜15:30

北野裕子

座長：

3,000 円

日（木）

ととお喜び申し上げます。さて９月より

15:30〜17:30

会場：オンライン
（Zoom）

時代が変わっても変わらない原理原則を軸に据え、
１
グループ4〜5名の座談会形式で運営します。9月の
テーマは
「我が社の未来」
です。
このコロナ禍をどう受
け止め、意味付けし、
チャンスに変えるのか！
？語り合
いましょう。

て、皆様にとって有益な情報紙になるよ
う努力を重ねる所存です。
今話題はやはり「コロナ禍」です。あ
か

樫村晴夫

になると、本当に必要な物事だけが残り、

参加費：

（年会費30,000円 ※12回予定）

「三方よし通信」をリニューアル致しまし

と暫くは続くでしょうが「コロナ禍→過」

講師：

10,000 円

参加費：

激流の時代に備える
脱・組織の考え方

（3回シリーズ）
スポット参加は4,000円/１回
会場：オンライン
（Zoom）

売り手、買い手、世間の三方がハッピーとなるために
は、
日常の問題を解決したり、新しい価値を生み出し
たり、心から欲しいと思う商品をつくりだすことが必要
です。
これらを叶えるデザイン思考を大いに体感して
いただきます。

それ以外は淘汰される。あなたにとって
何が必要で何が不要ですか？自分の心と
対話しながら正答のない妄想をしてみる
のも良いですね。
今回の紙面テーマは「脱・組織の考え
方」です。
「組織は必要か不要か？」私は
100年続く企業を目指していますので、

働き方改革時代の体操セミナー

プラスパワーを発揮する
運動と習慣化のコツ

9月19日（土） 10:00〜11:00
河合未寿季

講師：

1,000 円

参加費：

会場：エフアイビル４F

セミナールーム
（オンライン参加もOK）

働き方が変わり、運動不足の方が増加しています。
心の健康は身体の健康から！ 健康でないと、
プラス
のパワーが発揮できません。
運動のメリットや習慣化のコツをお伝えし、実際に身
体を動かす体感型セミナーです。

このテーマには反応してしまいます。が、

女性活躍推進セミナー

今、経営戦略に欠かせない
「女性活躍推進」とは？

9月24日（木） 17:00〜19:00
奥村千恵

せる時、組織が必要か不要かはもはやど
うでも良いのかもしれません。これから
の社会活動はどの様に変化していくの
か？また組織はどの様に形を変えていく
のか？同じ志を持った多種多様が集まり、

講師：

国家資格２級キャリアコンサル
ティング技能士 / ㈱ワーク・ライ
フバランス認定コンサルタント

協力し合える…そんな組織しか生き残れ
ないのではないか？今は組織に守られて
いる様で実は自分らしい生き方が出来て

3,000 円

参加費：

会場：エフアイビル４F

人生の意義を発見し、使命に燃え命輝か

セミナールーム

（オンライン参加もOK）

変化の激しい時代に女性のチカラは必要不可欠！
採用・育成・マネジメントにお悩みの経営者・管理職の
方向けセミナーです。女性社員のご参加も大歓迎！

いないのではないか？そんなことを自問
自答しています。皆様、共に良い人生に
しましょう！
敬 具

すっかりエフアイ名物！ オンライン スナック イベント！【Zoom開催！参加無料】

online

９月のテーマ「心と身体と組織の健幸」
変化が激しい時代、社員さんの心と身体、組織そのもの
の健康に不安がある組織は生き残れません。
「健幸＝健や
かで幸せ」な組織を目指して。様々な業界の方とざっく
ばらんな語り合いの中で、共に経営のヒントを見出して
（木） いきましょう！

9月24日

19:30〜21:00
定員６名

【参加に必要なもの】 お飲物・おつまみ、筆記用具（白紙用紙とマジックペン）
【参加方法】 お申し込みの方に個別にZoomIDをご案内いたします。

代表取締役社長

北野裕子
profile
1992年4月1日父一郎が株式会社エフアイを設立、DPE
店舗を10件出店。1993年4月1日姉有紀（現在専務取締
役）
と入社。同年11月DTP出力センターをオープン。2008
年3月カーブス事業開始、2009年12月代表取締役社長
に就任。現在カーブス7店、
カラダファクトリー１店、三方よし
事業を営む。

