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＊ご挨拶＊
挨拶＊
福井市 市民生活部 男女参画・市民協働推進室様から委託を受け、北陸高校 3 年生
の女子に「キャリアデザイン」について講演して参りました。
山内も 20 数年前は高校生だったわけですが、「知っておきたかった事は何か、どんな事
が聞きたかったか」そんな風に考えて今回お話ししました。
人生にはターニングポイントがあります。そのターニングポイントにおいて、自分はどのよう
な選択と決断をするのか。この選択と決断がその人の人生を創り上げていきます。
良い選択をするためには『未来思考』を持っている事が必要です。『未来思考』とは、目の
前の事だけを見るのではなく、ちょっと視点を上げて先に広がる風景を見てみる事です。
「自分の未来」は自分の心から生まれるもの。もっと自分に期待して、今後の人生を歩んで
欲しいものです。話をしながら自分にも言い聞かせてきました。
今後、女子短大生、社会人と続きます。若いって、それだけで素敵なことですね。

代表取締役

山内喜代美

★女性社員戦力化セミナー 第 2 弾
女性の力で まだまだ会社は伸びる！
～女性を理解し、力を引き出す～
いま、企業が取り組まなければいけない課題はここにあります。
『女性の
女性の雇用を促進し、
雇用を促進し、女性
を促進し、女性リーダーを育てる
女性リーダーを育てる』
リーダーを育てる』
・なぜ女性を味方
・なぜ女性を味方にすると会社は伸びるのか？
味方にすると会社は伸びるのか？
・男性脳と女性脳の違いとは
・女性社員を戦力化するために欠かせない３つのポイント等
＊＊＊＊＊受講生感想＊＊＊＊＊
●女性を戦力に変えるための 3 つのポイントでの「共感」
「評価」
「納得」は、自分の事や他職員の事も考えながら聞かせて頂き、当て
はまることばかりでした。 頭では分かっていても、実際に行動に移す事が出来ていないという反省もありました。しっかりと自分の考
えや思いを言葉にして伝えていくことを行っていきたいと思います。
●男女共に、または世代を超えて働きやすいと思える環境作りに関して、まずは「違いを知る」
「理解する」ことが始まりになるという
事を改めて確認できました。今後も相手を知る事を大切にしていきたいと思います。

◆(株)カリョー 様 ステップ塾【人生計画
ステップ塾【人生計画セミナー
【人生計画セミナー】
セミナー】
＊＊＊＊受講者感想＊＊＊＊＊
●今回の人生計画セミナーを受けて、改めて目標設定の大切さと楽しさを学びました。人生 6 分野を
見つめ直す事で、各分野において自分自身の強い部分弱い部分がはっきりし、どこを伸ばしていくか
が見えました。人生ポスター作成はとても楽しかったです。
●各部門を見直し、改善点だらけだと認識した上で行動計画を立てることが出来たので良かったと思
います。ここからがスタートだという事を強く意識して、明日から行動していきたいです。

◇大野和光園
大野和光園 様【講演会】
講演会】
＊＊＊受講者感想＊＊＊
●他者を変えるのではなく自分を
変えること。現場で働く職員が、気
持ちよく前向きな気持ちで働ける、
楽しく働きがいのある職場にして
いきたいと思います。

◆九頭竜ワークショップ 様【新人研修】
【新人研修】第
研修】第 1 講
＊＊＊受講者感想＊＊＊
●接遇とは対人なので、自分の事で
はなく、相手の事を思いやり、考え
や立場をくみ取ってこそ、より良い
関係が築けると思いました。何事も
丁寧に接し関わっていきたいです。

◇さくら荘 様【接遇研修】
＊＊＊受講者感想＊＊＊
●ご利用者様の立場に立った介護
を実践する為にも、接遇マナーに気
を付け、常に自分と向き合っていく
必要があると感じました。実技もあ
ってとても分かりやすかったです。

◆光道園 様【主任研修】
【主任研修】第
研修】第 1 講
＊＊＊受講者感想＊＊＊
●自分を知る事で自分の価値観が
見えました。自分と相手の視点は違
う事を忘れず、相手の気持ちを大切
に「なぜ」その様になったかなど考
えながら関わろうと思いました。

◇田中段ボール工業(
田中段ボール工業(株) 様 【社員研修
社員研修】第
研修】第 1・2 講 ◇藤島会 様【幹部
様【幹部研修】第
幹部研修】第 2 講
＊＊＊受講者感想＊＊＊
●会社全体できちんとコミュニケ
ーション・報連相が出来る職場づく
りをしていきたいと思います。そう
する事で、ストレスからくるうつ病
や病気も予防していきたいです。

◆青い鳥 様【若手
様【若手研修】第
若手研修】第 1・2 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●リーダーとして人間関係を築く
ことが必要であり、常にこちらから
コミュニケーションを取り、意見を
引き出し、職員の意識アップに繋げ
ていきたいと思う。

◆鷲巣苑 様【リーダー
様【リーダー(
リーダー(課題集中)
課題集中)研修】第 1・2 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●まずは自分から笑顔で挨拶や、落
ち付ける空間作りを意識して、毎日
の支援をしていきたいです。
●職員一人一人が意識する事で、大
きな力になると感じました。

◇泉の郷 様【研修】第 1・2 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●自分のマイナスな性格をプラス
に転換する事により、心構えや考え
方が変わる。それが行動にも繋がっ
ていくという事を、研修を受けて気
付く事が出来ました。

◇悠和園 様【リーダー
様【リーダー研修】第
リーダー研修】第 1・2 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●結果を出せない人は、自分自身に
期待をしていない。結果を出す人は
自分自身に期待している。自分の考
えだけに凝り固まらず、考え行動し
もっとレベルアップを目指します。

◆(株)ドラフト 様【幹部研修】
幹部研修】第
研修】第 4・5 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●ご利用者様・ご家族様に接する時
には、挨拶や正しいお辞儀などで満
足して頂ける接遇、相手の思いに寄
り添った優しい接遇に努めたいと
思います。

◆すのうどろっぷ 様【幹部
様【幹部研修】第
幹部研修】第 4・5 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●ビジネス分析の中で、強みと課題
の把握が印象的でした。改めて書き
出すことで、普段意識していない部
分がいかに重要かに気付く事が出
来ました。

◇湯寿園 様【リーダー
様【リーダー研修
リーダー研修】
研修】第 4・5 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●職場が相談しやすい雰囲気であ
ると、仕事もはかどり、目的意識、
仲間意識も強くなるのではないか
と思います。周囲の人のストレス反
応に気付けるようになりたいです。

◇北陸トラック運送(
北陸トラック運送(株) 様【幹部養成研修】第
幹部養成研修】第 6・7 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●リーダーとして職員の胸の内に
秘めた思いや考えを引き出してい
く事が大切であるし、課題には全員
で共有し、共に向き合っていかなけ
ればいけないと思いました。

◆(株)サーブ 様【チームシップ研修】
チームシップ研修】第
研修】第 9・10 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●組織の目標に関しての障害・解決
策については考える事が多く、今ま
でを振り返る良い機会になりまし
た。目的・目標に近づけるように動
いていきたいです。

◆ヘアメイク パリエ 様【社員
様【社員研修】第
社員研修】第 9・10 講

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●最終目標に達成する為のやり方、
順序を学び、目標達成により手に入
るものや起こる障害を考える事で、
より具体化出来ました。毎日する事
を書き出して仕事していきます。

◇めぐみの里
◇めぐみの里 様【リーダー研修】
リーダー研修】第
研修】第 7・8 講
修了しました

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●接遇マナー・自己分析・コミュニ
ケーションと、研修の中で色々考え
させられたり、納得する事が多くあ
りました。リーダーとして職員の手
本となるようにしていきたいです。

◆(株)ファーム大伸 様【リーダー
様【リーダー研修
リーダー研修】
研修】第 8 講
修了しました

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●一つ一つ目標を作って一歩ずつ
向上していける様に、自分も社員も
自信やプライドを持って仕事して
いける環境を作っていきたいです。
目標は全社員で共有出来るように。

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●全体的に報連相が出来ていなか
ったので、細かい部分もみんなが把
握できる環境を作りたいです。
●スタッフ同士、お互いもっと理解
し、気にかけていく事が大事。

◇(株)リーフハウス 様【営業
様【営業研修】第
営業研修】第 9 講
修了しました

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●会社として目指す具体的な目標
を改めて確認し、努力が必要な部
分、見直す部分が明確になってきた
と感じました。段階を踏んでレベル
アップしていきます。

◆小林興業(
小林興業(株) 様【リーダーシップ研修】第
【リーダーシップ研修】第 8・9 講
修了しました

＊＊＊受講者感想＊＊＊
●挨拶の仕方からクレーム対応の
仕方まで学んだことを今後実践し
ていきます。他の社員にも教えるな
ど人材育成にも力を入れ、仕事の幅
を増やしていきたいです。

