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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。

エフアイ オンライン全体研修

プロトタイプで いざ、
始動！

三方よし事業部 マネージャー 奥村千恵

社員全員が集まる機会をつくれない今、いかに士
気を高め、
チームワークを強化するか。
オンラインでも
リアルに近い温度感が作り出せないか。経営陣、三
方よし事業部が策を練り、幹事役スタッフも巻き込ん
で一緒に企画し、
オンライン研修＆望年会を実施しま
した。同じ場所にいなくても同じものを同じ時間に一
緒に味わいたい！ということで、
トラットリア デラ・メー
ラさんのイタリアンオードブルセットを注文。食後はブ
レイクアウトルームを活用したジェスチャーゲーム大
会で盛り上がりました。相互理解の質を上げ相乗効
果を高め続けるため、今後も様々な取り組みにチャレ
ンジしていきます！

三方よし道場「経営者の幼稚園」
株式会社琵琶湖タイル 専務 森達児 様
＜参加してみて＞
普段はあまりお話をする機会のない業種・職種の
方々のお話が 聞けて有 意 義でした。業 界・職 種は
違っても、教えてくださる内容は不変といいますか、汎
用性が高く誰しもが取り組めて、
自分の仕事に落とし
込める内容でした。当たり前の事がなかなか出来てい
ない中で、当たり前の事を実行し、継続して、習慣化
していく重要さを学びました。

＜今後への生かし方＞
学んだ事を習慣化する、特に
アウトプットする習慣を身に付け、
生かしたいです。周りに伝え、巻
き込んで、会社として良い習慣
を身に付けます。

相乗効果を発揮する組織
わたしたち のしごと ＃20

重なりをつくる
私たちの仕事のひとつに、
「重なりのないところに
重なりをつくる」という支援があります。お互いに関
心の薄いところは、アイデアや意見は普通、重なっ
ていきません。対話も非常に表面的です。今、どこ
にいるのか（現在地）、これからどこに向かうのか（目
的地）をお互いに理解し、関心をもっていないと、そ
もそも相手を心から理解しようとか、自分のアイデア
や経験を相手に伝えようとは思わないのが普通です。
そこで私たちコーチは、現在地を理解し、１年後は
どうなりたいかという目的地を設定し、そのためにどの
ような行動の変容をするのかを自分自身で決めていく
というお手伝いをしていきます。その際、本来、自分
のことは見えていないという観点から、周りの方々か
らのフィードバックも参考にします。この目的地を「漢
字」一文字で表し、それを実現するための具体的な
行動を「ミドルネーム」として表します。これらの進み
具合を定期的に発信、共有することで、重なり、つ
まり、お互いの関心事に関心をもつという「つながり」
がより強くなっていきます。

全従業員の漢字（目的地）とミドルネーム（行動）が
重なり合うことで、思いもよらぬアイデアが生まれたり、
苦手だったことがわずかな期間で得意になったり、一皮
むけるきっかけになったりと、組織のあらゆるところで相
乗効果が発揮され、望んだ以上の成果が生まれます。
重なりをつくることは、従業員が共に育ち、組織が健康
になり、一人ひとりの幸
IDEA
せが実現する、
「健幸共
HIRAMEKI
育業」を実現します。

WAKUWAKU

VISION

三方よし事業部
ビジネス演劇プロデュース総監督

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。

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

〒520 - 3015 滋賀県栗東市安養寺 6 -1 - 44
エフアイビル 2F Fax. 077 - 551 - 2536

料金後納
ゆうメール

sanpo yoshi

［差出人・返還先］
アド・ダイセン東住吉分室
〒554-0041大阪市
東住吉区桑津1-11-2
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「 Here we go！」

今月のテーマ

3 月 の セミナー・イベント

Information

コーチング力強化セミナー

www.efuai.co.jp

エフアイ

検索

健幸体操セミナー

3月1

日（月）16:30〜19:00

2021

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

奥村千恵

3月4日（木）・22日（月）

2021

17:00〜18:00

講師：

河 合未 寿 季

講師：

米国NLP協会認定NLPコーチ

5,000 円（税込）

参加費：

健康運動実践指導者

会場：エフアイビル４F

参加費：

（オンライン参加もOK）

1,000 円（税込）

（Zoom）
会場：オンライン

信頼関係の構築、傾聴・質問・承認のマインド等、
コーチング要素を取り入れ、
日常のコミュニケーショ
ンをバージョンアップしましょう！

良いサイクルを習慣にし、
自分で整えることが大事。
1日の始まりは良い睡眠から。運動＆良い睡眠で気
持ちよく過ごす準備をしましょう！

北野裕子の「今こそ！」シリーズ第３弾

三方よし道場

3月13日（土）

2021

10:00〜12:30

申込締切 3月2日
（火）

北野裕子

谷 迫秀 行 氏 ･ 樫 村 晴 夫

講師：

第１講：2021

3,000 円（税込）

会場：オンライン
（Zoom）

不確実性の高い今こそ、原則を学び実践しよう！ス
ティーブン・R・コヴィー博士の「完訳７つの習慣」の
書籍を用いた実践を前提とした学びの場です。

5月14日（金）
17:00〜19:30

講師：

参加費：

経営者の幼稚園

5月〜12月、全8回、
毎月第2金曜日開催。
（※8月のみ第3金曜日の予定）

66,000 円
（税込・全8回）

参加費：

※スポット参加は1回 9,350円（税込）

ハッピートライアングル読 書 会

〜 輪読 ＆ 意見交換で原理原則を共に学ぶ 〜
2021

3月10日（水）・24日（水） 朝6:30〜7：30
参加費：

500 円（税込・1回）※Paypay使えます

会場：オンライン(Zoom)

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）

『日本一の健幸サービス業』から
『日本一の健幸教育業』へ
拝啓 梅花の候 皆様におかれまして
はますますご清栄のこととお喜び申し上
げます。
激動の時代、皆さんはどの様に進化さ
れますか？私は「日本一の健幸サービス
業」から「日本一の健幸教育業」へと進化
させることを決めました。
これまでのサービス業とは、お客様の
ニーズに合わせた物品やサービスを提供
します。
「腰が痛くなったから整体に通う」
といったふうに、慢性的であればあるほど
リピートし売上に直結します。しかしなが
ら人やモノに依存しており、根本的な課
題解決にはなりません。それに比べ教育
業では場所やモノに帰属することなく、自
らの力で健幸になる方法を考え・決め・
習慣にする。知識やスキルを教わり、分
からなければ質問する双方向性、自らの
意思で健幸になろうと情熱行動を起こす
ので、根本的な課題解決へと向かいます。
「日本一の健康教育業」を実現するには
社員教育が必要になります。正しい運動
習慣・セルフケアをお客様に伝えるため
の知識・スキルを常にバージョンアップし
なければなりません。そこで鍵となるのは
「アウトプット」です。アウトプットには、
話す・描く・行動するなど様々ありますが、
アウトプットを前提とした学びをすること
で、受動的な脳が発信側へと進化します。
さぁ、新しい時代に向かってあなたはど
んな一歩を踏み出されますか？
敬

感じることから学び、 実践 を重ねることで人間力
を磨く、大人のための実践道場。自分の価値観や
理念を発見・見つめ直し、
どう 在る か、相互啓発
で共に学びます。

具

代表取締役

無料お試し研修

生き残りをかけた激流の時代…以前にも増して、個々
の潜在能力・組織のチーム力の高さが問われていま
す。激流を乗り越える
「しなやかな組織風土」に必要な
要素をたっぷりお伝えする体感型セミナーです。

社長からおたより

無料
お試し研修
実施中！

北野裕子
proﬁle
２００９年１２月株式会社エフアイ代表取締役社長に就任、
経営資源「人・モノ・金」のうち最も重要なのは
「人」
であると、
数々の失敗の中から確信する。以後、社員教育に力を注ぎ、
『ハッピートライアングル＝相互理解・相互支援・相乗効果』
を自ら実践し、世の中に広げることを使命としている。

