「リーダー」
体験者を

― 昭和アルミニウム缶の変革

この冊子は、組織革新研究会

』を引き継

号まで発

のＯＢ会である「人と組織の会」
によって、第一巻が
刊されてきた『

かっていく、というリーダーで

下の先頭に立って困難に立ち向

た中村照美が、組革研で学んだ

紹介します。製造部長をしてい

長とだんだん輪が広がって今、

ことを職場で実践し、課長、係

二つめは、
「対象」から発想す

工場内に改革の流れができつつ

す。

ることを学びたいのです。抽象

彼は小山工場の設備課長をし

あるという事例です。

の事実を徹底的に観察し、問題

ていた１９９１年に、組革研に

的、観念的にではなく、対象状況

を見抜いていくようになってほ

メンバー参加し、その後、間も

彼が担当したチームは、上期

た。

なくリーダーとして参加しまし

しいのです。

八人の常勤役員のうち、組革

研の体験者が五人おります。た

だ、いずれもが親会社の時代の

体験であり、残念ながら、
「リー 「Ｆ１」（当時の仕事モデル。現在

」
）で好業績をあげまし

なかむずかしい、というのが実

る組革研流の「リード」はなか

ん。したがって、役員自らによ

うです。しかし、そのペアを分

始不安な気持ちを抱いていたそ

らも、一組のペアに対しては終

た。その業績に気をよくしなが

―

ムリーダーを数回、ブロックリ

体であります。したがって、そ

は「Ｓ

当社の社員が組革研に参加し

ーダーも二回ほど体験しており

割するとかの具体的な手は打て

ダー」体験はほとんどありませ

始めましてから、今年で、十六

の中心になっておりますのは部

人たちが企業変革の担い手とな

置したのです。そして今、この

体験者を、組織の要所要所に配

のペアが、仕事
（Ｆ１）
を途中で

が的中することになります。そ

案の定、彼の抱いていた不安

らいいものか、とんとわからな

ゴールにいた彼は、どうした

てきてしまったのです。

放棄して、勝手にゴールに帰っ

大牟田工場の挑戦についてご

これが「リード」か

っているわけです。

その際に、組革研の「リーダー」 たわけです。

まいました。けっきょくは放任

ます。最近の派遣は、課長のチ

どういうリーダーに育成したい

２００２年の１月、当社は組

年目を迎えております。途中に

参加は全社員の２０％強、これ

のかということですが、まずは

したままでやり過ごしてしまっ

ず、下期のスタートを迎えてし

に「リーダー」参加が加わりま

使命感に燃えていること、その

織機構を大改革いたしました。

課長クラスなのです。
人）
を中心にしてお
組革研に派遣している目的は

ります。
ように変わってきているのかを、

と、二つの柱になります。

す。私自身は、今から二〇年前

うえで、
「変革」の旗を立てて部

一つは、リーダー育成です。

に初参加しました。その後チー

これまでの組革研「メンバー」

きます。

何か、私の考えを大きく分ける

10

事例によって紹介させていただ

ます。それによって会社がどの

ーム、係長のチームといったチ

ここに焦点を当てていきます。

う展開されているか、第二巻は

場です。それが企業の現場でど

組革研は「変革への原体験」の

四〇四回を数えております。

豆高原に移りました。今月で第

誕生、二〇〇四年九月からは伊

組革研のキャンパスは箱根で

ぐものです。

54

かなりの空白期間がありました

年
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ーム参加
（

20

http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

そして

同社 常務取締役

松浦正明

が、昨年からまた再開しており

伊豆 高原

組織の要々に

①

こんな状況下、建設工事スタ

しない、ということだったそう

彼がこれを毎日、意識してず

になりました。通産省（経済産

っとくり返していくうちに、新

い。問題に直面しながら、呆然

たのです。工事は昼夜兼行、彼

規採用した部下も、自立した行

です。

新工場の建設となると一年ぐ

自身も建設現場にほとんど泊ま

動で生き生きと動き始めてくれ

ッフと工場要員の百数十人の先

バーに引き返せのひと言が言え
らいはかかるのが通常ですが、

り込み、マンションを借りては

ました。昼も夜も関係なく、み

業省）の産炭地域復興という誘

ないのか！」と、怒鳴り声がと
竣工式までの工事の期間はたっ

いたものの、とてもじゃないけ

んなが自分の力で動き始めてく

とその場に立ちすくんでいる彼

び込んできたというのです。キ

たの五か月しかありませんでし

ど帰ってゆっくり飯を食ってい

れたのだそうです。「お陰で、

頭に立って、突貫工事を指揮し

ャンパスリーダーからでした。

た。しかも、竣工式には資源エ

るヒマはない、というありさま

致事業によるものです。

このときに何を感じたかが、

ネルギー庁長官、福岡県知事、

に、「何してるんだ！」
「君はメン

彼のリーダー体験の骨格をなし

やり直しの工事はほとんどあり

ませんでした」と、後に彼から

でした。

本人も会社も非常に大変なこ

大牟田市長など、政界の著名人
や、主要顧客の列席の予定がき

ていくわけです。
そのときのキャンパスリーダ

であろうと思います。問題に直

らず、毅然としたものであった

の工場建設ですから、ほとんど

レーターは、地域振興策のため

そのうえ、工場を動かすオペ

い、ということでした。なにし

と部下も熱い行動はしてくれな

分が熱く燃えて先頭に立たない

何としてもやり遂げる意志、自

には、新工場は順調に動き始め

無事に行なわれ、突貫工事の割

竣工式は予定通り、その日に

聞かされました。

面した時に、間髪をいれず、迷

全員が地元で採用した素人ばか

ろ、全員の連携を密にしなけれ

ました。その背景の一つには、

のとき、彼が心掛けたことは、

わず明確なひと言が出たのであ

りです。その人たちで現場のオ

ばならないわけです。毎日、毎

新工場建設の過程で、彼の部下

ちっと組まれておりました。

ろうと思います。この一連の流

ペレーションをしなければなら

時、極端な場合は毎分かもしれ

ーは、おそらく全く慌ててはお

れの中で「ああ、これがリード

ない、という状況でした。

「対象」に妥協なし

か…」と、心の中に刻み込むこ

その中での中村は、建設本部

として製造課長や製造係長とい
のリーダーとして、いってみれ

彼が言い続けたことは、「明

製造オペレーターの大半は、

ませんが、目標を都度、徹底し

とができたのだそうです。これ

ば実際に現場で工場を建てる責

日ではダメだ、今日やらないと

現地採用のずぶ素人です。この

った人たちが育っていったとい

が今だに貴重な、生きた体験に

任者であり、同時に、工場が完

意味がない！」
。そうやって当時

人た ち は 課 長や 係 長 の こ とを

てゆきました。

なっていると、彼はくり返し語

成した暁にはラインを稼働させ

の部下を追い込んでいったそう
なお彼には、製造現場の責任者

きをしたときには、その場で厳

それにもう一つ、部下が手抜

すが、実際はそれとは正反対、

相当ひどいイメージになるので

ております。鬼、悪魔ですから

うことがあります。

っております。

ていく製造部長になるという、

「鬼課長」
「悪魔の係長」と言っ

「明日ではダメだ！」

二つの役割を担っておりました。 です。
工場に赴任したときに花開くこ

の経験もありませんでした。自

しく叱る、そして直ちにやり直

彼らの職場はものすごく明るい

この体験は、後に彼が大牟田
とになります。

分自身も初体験だというわけで

しをさせる。このことに妥協は

体験四年後の１９９７年、大

す。

牟田市に新工場を建設すること

②

たこともその通りにやっており

彼らは、組革研で勉強してき

見ることもあるのでしょう。そ

けにはいきませんので、止めて

そうです。機械を全部バラすわ

鋭さ、深さを徹底させるという

っているか、そしてその観察の

ことは、どこまでその対象に迫

つまり、最も大事にしている

していきます。

ます。

の見たものを、一人ひとりが、

ところにあるわけです。

りのままを見るようにするのだ

たとえば、大牟田工場の課長

ありありと生々しく描いていく

らのやりかたです。

れ、そこから何を学んだのかと

が私のところへ送ってくれた報

のです。そして次には、個々が

職場です。非常に仲のいい人た

いうことになります。それが、

告には、
「対象をよく見る」
とあ

描いたものを全員で見ていくこ 「気が抜けない」と言っておりま

ちの集団です。

問題に直面したときにどう部下

ります。またその場合は「絵を

とになります。

ングでは「対象」を捉えること

のミーティングです。ミーティ

頂でして、たとえば上司と部下

これこそが大牟田工場の真骨

で観察します。機械の中が覗け

ような場合は、合わせてビデオ

つけないことがあります。この

が速くて、肉眼ではとても追い

対象を見るとき、機械の速度

徹底的に検証し、最後に対策を

説をたくさん立て、この仮説を

にすることです。このうえで仮

見て、その異なった着眼を大切

は、それぞれが異なった対象を

そのときに彼らが着目するの

の意志の強さが、一番のポイン

絶対させないのです。この彼ら

ゃないか」というような妥協は

「この辺まで調べたからいいじ

るのでしょう。彼らは部下に、

言われる所以はこのあたりにあ

す。「鬼課長」
「悪魔の係長」と

に対して真剣勝負が行なわれま

ない場合には、図面を手にしな

トだろうと、私は思います。

長に、いったい何を体験させら

製造課長や製造係長は中村部

を「リード」したらよいか、と

活用する」のだそうです。

部下たちは、
「息が抜けない」

いうことであったわけです。

す。捉えきれなければ何回でも

立てて、実行して効果の確認を

この号の内容

がら、動いている状態の中であ

造部ＡＣ課長・衛藤健氏、三菱重工

やり直しさせる、というのが彼

この号の内容は、昨十一月十一

変わった」について、昭和アルミ

よって『人と組織』の動きがこう

同報告会では、「組革研参加に

ープ・朝霞センター長・笹沼文晴氏

産技術課長・安間覚氏、さいたまコ

氏、ＮＳＫワーナー・生産技術部生

ン ト 事 業 本 部 設 計 部 主 任・和 田 剛

日に東京で開かれた「組織革新研

ニ ウ ム 缶・常 務 取 締 役・松 浦 正 明

の八社九氏からの報告がありまし

同社・業務推進部長 田中留雄氏…………⑥

お客からのトラブルは１／３に
― ―アンリツ／生産技術 〝部隊〟 の意識改革

同社・技術センター 真壁英貴氏…………⑤

みんなが動いて目標の３倍に
「無人化運転」
に向かって
― ―昭和アルミニウム缶／究極の

同社・常務取締役 松浦正明氏……………①

― 昭
― 和アルミニウム缶の変革

業 高
･ 砂製作所総務部企画課長・星
「リーダー」
体験者を組織の要々に
聡氏、横浜ゴム・三島工場設備課係

氏、同社・技術センター生産技術グ

た。この号には下記三氏の報告を

究会／〇五年度／定期報告会」の

ループ・真壁英貴氏、アンリツ・ワ

掲載し、他の方がたの報告は、次

長・舟山敦氏、三井造船・環境・プラ

イヤレス計測事業部業務推進部長・

号から順次掲載してまいります。

一部です。

田中留雄氏、東芝セラミックス・製

③

る製造係長の石島も２００３年

加しております。その部下であ

彼は、２００１年に組革研に参

まず製造課長の阿部ですが、

いてです。

の、彼らの「リード」ぶりにつ

そして、新しいことをやる時

達成感はけっして生まれない。

してのたうち回ったところで、

を立てて失敗し、後始末に徹夜

っております。いい加減な計画

できたら必ず成功する」とも言

割実行２割、「まともな計画が

うことです。それから、計画８

つまり、自分で考えさせるとい

りにしない」ということです。

うにし、できるだけ手取り足と

います。

る、という循環が生まれてきて

へのチャレンジ意欲が湧いてく

て、仕事の達成感が生まれ、次

って き た の です 。 こ れ に よっ

だん自分の力で動けるようにな

に、素人だった部下たちがだん

「リ ー ド 」 をや っ て い く うち

く、ということです。こういう

をつ け て 部 下を 追 い 込 ん でい

厳しく、時に優しく、メリハリ

革だと語っています。

革と仕事への取り組みかたの変

も大事なことは、部下の意識改

新しいことをするに際して最

に取り組んでおります。

ど、会社としての最新のテーマ

い製法のラインを立ち上げるな

デルラインの省人化とか、新し

着任しております。ここで、モ

のキーマンとして、製造部長に

力以上の課題を部下に

に、今度は阿部課長が「おまえ

「どうせ徹夜するのだったら、

イスイといっているというので

といっても、けっして全くス

も行って来い」と言って、行か

計画のためにやります」という

最後に、中村部長の現在につ

せたようです。

新たな挑戦を始めるための２

ているというのが、彼の現在の

っとそういうことをやってくれ

はありません。悩みながら、ず
部下には力以上、今までに自

００２年の組織改革の中で、彼

姿だといっていいと思います。

いてです。

は、新しいテーマに取り組むと

覚、他覚されている実力以上の

は、彦根にある当社の主力工場

のです。

き、部下に、
「目的目標によって

課題を与えて、そのうえで時に

彼らが最も心掛けていること

意図や狙いを徹底的に伝えるよ

④

みんなが動いて目標の３倍に

― 昭和アルミニウム缶／究極の「無人化運転」に向かって

加させていただきました。その

の一環みたいにして組革研に参

私は入社早々、新入社員教育

止まる」などと、それを材料の

した。
「あの材料を使うと機械が

目わからないという状態であり

の課題を進めたらいいかが、皆

トのメンバーは、どうやってこ

当初、小山工場のプロジェク

させるようにするか。

見るようにするか、みんなに見

すが、これをいかにして自分が

相」という言葉を当てているので

に我われはキーワードとして「人

ような特徴があるかなど、それ

全員で抽出し、もう一度メンバ

理に関係すると思われる項目を

機の現物を見ながら、三つの原

次には、現場に戻ってプレス

原理の発見ができたのです。

続けることによって、停止する

そんな中で、次の四つのキー

これを他工場と比較してみると、 くらいのすべてを、自分たちで

数を調べることを始めました。

まず、メンバー全員で停止回

「人相」を見る、見させる

一〇年後に再参加、最近ではチ

せいにしながら、原因を調べよ

入社時に組革研を体験したこ

ワードに沿って、活動をやって

直すことにしたのです。この場

がないと思われるものだけを除

ー全員でその項目を見て、関係

ームリーダーとして参加させて

うともしないのです。

とで、組革研でのやりかたが会

みようということにしました。

実際には悪い材料を使っている

面では、やると決めたからには

三つの原理を発見

いただいております。

社のやりかた、仕事というのは

一つめが「短期集中」
。かかり

工場のほうが停止回数が少ない

外しました。

こういうふうに進めていくもの

始めたら、打ち合わせでも作業

必ずその時にやってしまう。終

わりきるまで絶対に機械を稼働

その結果、残った約五〇項目

なんだなと、素直に受けとめら

ことがわかってきました。

次には、異常停止する瞬間を

でも、丸一日たっぷりかける。
力を一点集中させる。

れたのです。
いま、全社プロジェクトとし

ました。やったことの結果が非

自分たちの問題になってまいり

させませんでした。

くという工夫を入れました。た

常に気になり、
「昨夜はどうだっ

捉えるために五日間、二十四時

三つめは「一覧一望」
。この活

だ見るだけでは、詳細までは見

た」などの声がよく聞かれるよ

二つめが「発表会の利用」
。こ

このプレス機は、一日平均七

動の内容や現物の不良缶など、

ません。絵に描くということで

うになってきました。

て「プレス機安定稼動」の取り

回くらい止まっておりました。

そういった全てを、プロジェク

初めて、
「対象」をよく見るよう

仕事のすすめかたも変わり、

自分たちで、徹底的に対象を

これを、日に一回、月で二十回

トメンバー、工場メンバーの全

になりました。

対象を「捉える」とか「見る」
な

間のビデオを設備に仕掛けまし

以下にする、ということを目標

員が見られるような場所のボー

この描いた絵を停止現象別に

どが、他の打ち合わせでも、よ

のプロジェクトの定期的な発表

にしました。この課題の延長上

ドに張り出し、全てがひと目で

層別してみますと、十五回ほど

く聞かれるようになりました。

組みを展開しております。その

には、わが社の生き残りをかけ

わかるようにする。

発生していた停止の現象が同じ

業績としては、目標の三倍の

た。そして、そのビデオを見て、 見て、直しましたので、全ては

た究極の「無人化運転」があり

四つめに「対象をよく見る」
。

原理によるものがあり、最終的

停止回数削減をすることができ

会までに、先にテーマを決めて

ます。安定稼動はその第一ステ

たとえば、機械が停止するとき

には、三種類の原理にしぼるこ

ました。

小山工場での事例について紹介

ップになるわけです。私はその

の現象として、不良の缶はどの

とができたのです。対象に迫り

停止する瞬間をみんなで絵に描

全社プロジェクトのメンバー兼

ような形になっているか、どの

必ずそれを仕上げる。

同社 技術センター生産技術グループ

アドバイザーであります。

させていただきます。

真壁英貴

⑤

お客からのトラブルは１/３に
― アンリツ／生産技術“部隊”の意識改革

「対象」の延長

造も、あるいは資材をも変える
ことができる、と確信するにい
たったのです。
私は二年半前にこの部門にま

定した製品を提供していくとい

開発し、すばやく立ち上げ、安

や機能を持った製品を短期間で

た。つまりは、顧客が望む性能

しかしこれでは、なかなか顧客

位置づけであったと思います。

化をはかる機能、というような

は従来、開発と製造の間の最適

生産技術というマネジメント

ト活動の意識を、顧客とＱＣＤ、

そこでまず、この対顧客満足

の活動を進めるために、当時の

四つの開発プロジェクト活動に

対応して、四つの製品実現プロ

ジェクトチームを発足させまし

た。上左図のように、チームリ

ーダーを生産技術グループのメ

うな状況を、生産技術グループ

び、経費もかさむ。こういうよ

とかが起こるたびに、納期が延

のバラつきだとか、設計の変更

に受けてしまうことです。性能

ず、開発の仕事の影響をまとも

うことからなかなか抜け出られ

きて初めて活動を開始するとい

す。たとえば、開発から降りて

をちっとも変えられないことで

象徴的なことは、待ちの姿勢

てしまいました。

の定、いろいろな壁にぶつかっ

こうして始めたのですが、案

自分はどこまで本気か

な体制にしたのです。

バーがそこに集う、というよう

りにかかわる全ての部門のメン

るいはサービスといった製品作

クトリーダーとか、製造のメン

ンバーが務め、開発のプロジェ

バーとか、資材・品質保証、あ

製造

開発

我われの事業部は、携帯電話
に代表されるワイヤレス通信機
いりました。そこでその年の暮、

出したのです。それが、
「お客様

器の計測器を開発・製造してお

製品高度化の要求は今日、ま

が満足する製品、たとえば機能・

生産技術グループのメンバーに

すます激しくなっております。

性能、ＱＣＤの実現を、あなた

ります。その生産技術 〝部隊〟の

この中にあって、製品開発には

がた の 責 任 でや り と げ て ほし

向かって、一つの大きな命題を

少なくとも一年を要し、他方で

い」ということであったわけで

改革についてご報告します。

は品質面でのトラブルが後を絶

う、我われのビジネスの根幹を

への満足度を発揮していく活動

す。

なす課題が、山積みにされてい

にはなりえない。そう思った私

たない、という状態でありまし

たのです。
えば、開発であれば開発部門、

あるいは性能・機能に大きく変

は、生産技術部門のマネジメン

物作りであれば製造部門という

え、延長していくということが

この課題の主体的役割はとい

のが、通常の落としどころであ

最近の組革研参加者にはお馴

非常に重要なことだと考えたわ
を握っているのは生産技術部門

染みの「対象トライアングル」

ります。しかし私は、この課題

であると考えてみました。その

で示せば、右下のようになるわ

けです。

結果、自部門の一部をなすこの

けです。

の解決にあたって、重要なカギ

〝部隊〟 が変われ ば、開発 も製

生産技術
生産技術
生産技術グループ
チームリーダー

機能・性能
ＱＣ Ｄ

顧客

メンバー
開発プロジェクトリーダー、マーケティング、
生産計画、製造、資材、品質保証、サービス

同社 ワイヤレス計測事業部業務推進部長

田中留雄

業務推進部長

製品実現
プロジェクト
チーム

⑥

一．デザインレビューでの部品

ダーを、数か月に渡って生産し、

納期を一〇〇％守ることができ

という仕事モデ

評価では遅い、回路図を描

ました。たとえば、当初の原価

―

ルの実践や全体ミーティングを

き始めた段階で、平行して

の予測よりも二〇％も上回るコ

ました。Ｓ
通して、「真の問題の捉えかた

使用部品の信頼性、バラツ

ストダウンを実現しました。こ

の連中は全然うち破れないので
製造ラインに対しては、物作
や創造的な行動とはどういうこ

キ、過去のトラブル事例の

す。
りをするための工程づくりで精
となのか」
、あるいは「人間の持

二．回路の設計検証は開発の仕

我われが一番気にしているお

一杯。そこに必要な、ラインリ

後手後手、ラインだけつくって、 のはどこまであるのだろうか」

事としていたが、生産技術

客様に納めて一、二か月の間に

のような成果が少しずつ、あち

などを体験してきたのです。そ

部隊が同時に検証しよう。

発生する受入れ時トラブルは、

検証をやろう。

さあお願いします、という状況

してその中から、自分自身は本

三．新製品評価では、規格を満

〇三年対比、〇五年度は１／３

つ可能性、自分の可能性という

でし た。

当にどうなりたいのかを、自分

足するかの評価ではなく、

こちに出始めております。

とても顧客満足を実現できる

に問いかけることとなったので
最終的には、自分はどこまで

した問題点は、即時に「情

四．製造プロセスにおいて発覚

これらの成果は、もちろん生

性能の余裕度を見極めよう。 と顕著に減っております。彼ら

え、なんとか彼ら自身の力でこ

本気でやろうとしているのかと

報ＵＰ」される仕組みをつ

産技術部隊だけによるものでは

した。

の大きな部厚い壁を乗りきらせ

いう、いわば本気度が、非常に

くり、問題対策のＰＤＣＡ
私は、メンバーが帰ってきた

書にまとめ、どのプロジェ

ームの活動要件を共通手順

五．新製品実現プロジェクトチ

大きいといえます。

の動きの変化によるところは、

たものであるわけですが、彼ら

いる状態にあります。

は、かなり手応えを感じ始めて

たい、自分たちが目指す最終の

重要なポイントになってまいり

かわっていけばよいのか、その

この瞬間が重要だと思い、この

クトでも同質の活動が展開

目標を実現させたい、そのため

なく、関係部門全体がもたらせ

そう考え、そのきっかけとして、 タイミングを利用して、目標の

かかわりかたを体験させたい、

実現に向け、問題点や阻害要因

できるようにしよう。

ました。

彼らの組革研への派遣を決めた

を一つひとつ書き出し、それを
参加形態はチーム参加、生産

「一覧一望」し、そこから新し

すでにいくつか変化が見えてき

活動の途中ではありますが、

ています。そして、彼らの力は

隊〟 に非常に大きな期待をかけ

もっともっとできる、と堅く信

い行動や要件を見出していく、

たとえば立ち上がりコストで

じております。彼らが、人間ら

技術グループのリーダークラス

は、期間が従来よりも半分ぐら

しく創造的にチャレンジしてい

まだまだこんなもんじゃない、

いで実現したプロジェクトが出

くよう、厳しく見守っていきた

ました。

その中から浮かび上がってき

現しております。たとえば、特

いと思っております。

もっともっとできる

た具体的な活動として、次のよ

別なお客様からいただいたオー

ということをさせました。
強い開発部門のリーダークラス
５人を、一チームとして参加さ
せました。
伊豆高原から帰ってきたメン
バーから、いろいろと話を聞き

うなことが出てきました。

５人と最もパートナーシップの

ります。けれど私は、この 〝部

まだまだ課題は山積されてお

のでした。

に、一人ひとりが仕事とどうか

を早く回そう。

そこで、これをチャンスと捉

レベルではなかったわけです。

ーダーやメンバーの教育などは

20

⑦

会は、左記の日程で開催されま

二〇〇六年度の組織革新研究
というのが実状ではないでしょ

つつも後者は依然として停滞、

つのミーティングを二〇〇六年

よって相当に異なりますが、三

参加者 リーダーコース参加者

参加会社 複数社

東京ミーティング Ｂ

8月29日～9月2日

第410回

9月12日～16日

うちの一人

時 分～ 時 分

月１回（土曜）

・リーダー参加者
日時
定員

10
人

費用 無料（昼食代実費のみ）

時 分～ 時 分

人

15 10

30

17

30

ーコース参加会社

月１～２回

人

〒一〇〇―〇〇一四
東京都千代田区永田町二・一〇・二
（ＴＥＬ） 〇三・三五八一・一一一一
（ＦＡＸ） 〇三・三五八一・一一一六

事務局

発行所 マネジメントセンター

発行日 二〇〇六年二月十日

第二巻一号（〇六年二月）

組織革新研究会・会報
「はこね そして 伊豆高原」Ｃ

********************

さい。

は、左記事務局にお問合せくだ

ミーティ ングに ついて の詳細

組織革新研究会ならびに東京

□

費用 一〇〇万円（一日あたり）

定員

日時

参加者 チーム参加 ＋ リーダ

参加会社 １社

東京ミーティング Ｃ

費用 無料（昼食代実費のみ）

定員

日時 月１回
（土曜 または金曜）

度から開始します。

人と組織の動きがなかなか変
□

うか。

また、組革研に付設して、企

第409回

人の

す。
業内変革へのサポートとして、
わらないのは、ごく自然なこと

「東京ミーティング Ａ Ｂ Ｃ 」

参加会社 複数社

東京ミーティング Ａ

ちの今までのものの見かたや意

です。それは、自分の、自分た

が、以下のように新たに開始さ

参加者

7月11日～15日

・チーム参加企業

識、発想に疑問をもち、あるい

第408回

15

れます。

6月27日～7月1日

30

は否定してみるところから発す

2月20日～24日
第414回

□

第407回

17

定員
100名

ることだからです。これこそ、

6月6日～10日

30

参加費
￥221,950（税込）

言うは易く行なうは難しの典型

第406回

20 10

会場
伊豆高原セミナーハウス
静岡県伊東市

例でしょう。

第413回 2007年1月23日～27日

「変革」実践のバックアップ
東京ミーティング Ａ Ｂ Ｃ

2006年度 会期

企業内変革をバックアップす

第412回 11月14日～18日

企業変革の二大大黒柱の「事

５日間
（いずれも火曜～土曜）

べく、変革のためのヒントから

第411回 10月17日～21日

業展開」と「人と組織」―― 先進

5月16日～20日

実践まで、その程度はＡＢＣに

第405回

企業にあっても、前者は進展し

「変革」への原体験
組織革新研究会

2006年度の組革研 ◇
◇

⑧

