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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。

エフアイコンベンション

良い循環で学習の新陳代謝をUP！

三方よしコーチ 河合未寿季

今年のエフアイコンベンション(通称:エフコン)は、
なんとオンライン開催！
前例がないため、実行委員会も初めは戸惑いがあ
りました。
しかも来期は節目の30期。
『 30期を最高の
ものにするために、今何が必要だろう？』
ということを
考え、何を残し、何を新しくするのか…何度も会議を
重ねました。
方針を深める取り組みとして、
ムービーで方針発表
したり、方針のキーワードからグループで物語を作り、
紙芝居で発表！それぞれ即興力を発揮しながら、最
幸の物語を披露。
リアルで会えないからこそ、
イメージを握りあったり、
コミュニケーションを増
やすことが 大 切だと実
感できるエフコンでした！

株式会社加陶 ＋ＧＡＲＤＥＮ 事業部長 加藤恵子 様
＜参加してみて＞
『ビジョンを実現する』
という題に惹かれました。目
標・ビジョンを見失っていた私は、受講が進むうちにた
くさんの気付きがあり、アウトプットすることによって
考えがまとまります。一段一段、階段を上るように、思
考がステップアップしている実感があります。

＜今後への生かし方＞
家庭・仕事・人付き合いなど、
どれも大切にバランスよ
く、濃く、効率よく生
活して、
目標に行き
着きたいものです。
この本はその道中
に不可欠な参考書
であり、力強い味方
ともいえます。
写真：かまーとの森

わたしたち のしごと ＃22

潜在意識を味方にする
私たちの仕 事のひとつに会 議や研 修のファシリ
テーションという支援があります。参加者一人ひとり
の意見、アイデアなどを引き出し、それぞれをかけ合
わせた第三の案を生み出していくことです。ときに、
本人すら意識していなかった本音が思わぬアイデア
や問題解決の切り口になったりします。こうした、目
に目えない小さな知的財産にこそ目を向けるべきで、
これらを疎かにすると、取り返しのつかない事態や価
値観の相違が生まれ、組織が崩壊することもありま
す。このように考えると、顕在意識以上にパワーを
秘めた潜在意識をいかに味方につけるかが激流を乗
り越える鍵となりそうです。

状況を観察する力があるので、違っていれば瞬時に修
正し、新たなアウトプットを生み出す即興力があります。
さらに、セッション中にリーダーが入れ替わっても、音を
紡ぎ出すことができる相乗効果的なチーム力を発揮す
るのです。皆さんも一 度、ジャズ・プレイヤーとして会
議に参加してみてはいかがでしょうか。

ジャズバンド型組織
では、どのような組 織を醸 成していけばいいので
しょうか。ひとつの答えを探す時代から、複数の答え
を自ら創り出す時代に変わったという時代背景のも
と、一人の指揮者の意図や価値観を理解し、それを
忠実に表現するというオーケストラ型の組織では、こ
の激流を乗り越えることはできなくなっています。こ
のような時代に適応できる組織とは、ジャズバンド型
の組織であると言えます。プレイヤーはお互いの性
格、能力、スキルなどを理 解し、お互いの長 所を活
かすべく支 援 方 法を知っています。また、その場の

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。30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
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〜自発的に吸収しよう〜
「 Pump up 」

今月のテーマ

5 月 の セミナー・イベント

Information

三方よし経営道場

プレ講座

5月1日（土）

13:30〜15:30

講師：宇宙一の健幸コーディネーター

北 野裕子
参加費：1回

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
７つの習慣

エフアイ

実践回

検索

プレ講座

5月8日（土）

10:00〜12:30

講師：７つの習慣 実践会ファシリテーター

北 野裕 子
3,000円

参加費：

3,000円

会場：オンライン
（Zoom）

先行きの見えない激流の時代、
リーダーとしての基礎力
をアップし、
チームを成功へと導く
「三方よし経営道場」
に
興味がある方へのプレ講座です。

会場：オンライン
（Zoom）
テーマ：第２の習慣

「終わりを思い描くことから始める」

「自らの使命＝命の使い道」
を考えたことはありますか？
全ての役割において生涯目標を設定し、人生脚本を書
き起こすことで、
より充実した
「今」
を送ることが出来ます。

７つの習慣

三方よし経営道場

5月14日（金）

17:00〜19:30

谷迫秀行 氏
副道場長 樫村晴夫

講師：道場長

66,000

実践会 ⑦

5月15日（土）

10:00〜12:30

講師：７つの習慣 実践会ファシリテーター

北 野裕 子
3,000円

参加費：

参加費：
円（税込・全8回）
※スポット参加は1回 9,350円（税込）

会場：オンライン
（Zoom）

実践 を重ねることで人間力を磨く、
リーダーのた
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、相互啓発で学びます。

誠実とは自分自身に価値を置くこと、成熟は勇気と思いやり
のバランスがとれていること、豊さマインドとはこの世には全
ての人に行きわたるだけのものがたっぷりあるという考え方。

会場：オンライン
（Zoom）

デザイン思考セミナー

テーマ：第４の習慣

「Win-Winを考える」

無料お試し研修

社長からおたより

自立社員から自走社員へ
拝 啓 緑 風の候 木々の緑が美しい季
節になりました。皆様におかれましても
益々ご清栄のことと存じます。
目先の利益や効率だけを追い求める時
代が終わり、社員満足を超える「社員の幸
福度」、顧客満足を超える
「顧客の幸福度」
を求める企業や経営者が増えています。ど
うすれば企業が中長期的に発展しながら社
員と顧客の幸せを実現することができるの
でしょうか？新型コロナ禍の影響もあり、ど
のように会社を舵取りしていくか難しい局面
を迎えています。
また、これまで支持されてきたのは『正答
を見つける能力』でした。しかし、どうやらこ
れだけではまずいことになるぞ、ということに
世の中が気づき始めています。世の中が
変化するたびに、その都度「新たな正解」
を見つけていくのは、もはや不可能であり、
無意味といえます。
だからこそ今、
『正解を見つける力から答
えをつくる力へ、数学から美術へ、ロジック
からアートへ』右脳を強化する社員教育が
重要になっているのです。
私たちの脳は普段、全体の３〜４％しか
使われていないと言われています。残りの
９６〜９７％の無意識の脳には、抑圧された
エネルギーが詰まっています。私たちの「本
当はこうしたい」
「挑戦したい」を閉じ込めて
います。
潜在能力の開発を目的とした研修を通じ
て、激流を乗り越える最強の組織づくりを
目指しませんか？
敬

5月20日（木）

15:30〜17:30

講師：宇宙一の健幸デザイナー

河 合未寿季

4,000 円
（3回シリーズ10,000円）

参加費：1回

会場：オンライン
（Zoom）

刻一刻と変化する激流の時代、生き抜くには柔軟
な発想と
『気づく力』
が大事！妄想を形にすることで、
今までにない新しい答えを創造しませんか？

無料
お試し研修
実施中！
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。

具

代表取締役

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。

