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＊＊＊＊ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶    

ゆるやかに春めいてきた今日この頃、皆様におかれましてはますますご清栄の事とお喜び申し上げます。 
この度、「サクセス通信」から「ドリーム通信」へと名前を改めました。 
サクセスパワー福井の代表になって４年。３年前には新しく（株）ドリームワークスを立ち上げました。 
日々変わっていく社会状況の中、私たちも変化していかなければなりません。 
地域・社会から必要とされ続ける会社であるために、これからもどんどん新しい取り組みをしていきます。 
いつも信頼し応援頂いている皆様に心より感謝申し上げ、共に成長していきたいと祈念いたしております。 

今月は㈱コバック 小林憲司社長にご講演いただきます。【訳あってリベンジ講演会】「なんとしても福井の 

皆様に貢献したい」と並々ならぬ想いでいらっしゃいます。ぜひ、会場に足をお運びいただき、ご自身の夢・目標達成の
力にして頂きたいと思います。当日、会場にて皆様にお会い出来ますことを楽しみにしております。 

 代表取締役 山内 喜代美 

【【【【特別特別特別特別講演会講演会講演会講演会】】】】 【【【【人生計画講座人生計画講座人生計画講座人生計画講座】】】】 

    地方の小さな自動車整備工場の2代目経営者が 

全国407店舗を展開し、業界№1企業に飛躍させた秘密を公開！ 

 

～わたしが日本一を実現した実話を、赤裸々に公開します～～わたしが日本一を実現した実話を、赤裸々に公開します～～わたしが日本一を実現した実話を、赤裸々に公開します～～わたしが日本一を実現した実話を、赤裸々に公開します～    

全国407店舗を展開し、業界№1企業に上り詰めた社長に学ぶ、 

必ず叶う夢の描き方 

 

 

～～～～SMISMISMISMI のちょっとした活用法で、誰でも理想の人生６分野を実現できます～のちょっとした活用法で、誰でも理想の人生６分野を実現できます～のちょっとした活用法で、誰でも理想の人生６分野を実現できます～のちょっとした活用法で、誰でも理想の人生６分野を実現できます～ 

 

    

 

【講師プロフィール】【講師プロフィール】【講師プロフィール】【講師プロフィール】    
愛知県豊田市出身 （株）コバック 代表取締役社長 小林 憲司 氏 
昭和59年、父が創業した小林モータース（現コバック）に入社。独立系車検工場として豊田市内でナンバーワンとなる。 
その後、SMIプログラムを採用。 
「全国の整備工場経営者の成功を支援しよう！」と日本で初めてのフランチャイズチェーン展開に挑戦。 
専門家から不可能と言われたが、平成 4 年、「車検のコバック」フランチャイズ 1 号店をオープン！その他にも車検の
業界常識を廃し、お客様満足向上と共に車検 8,000 台という業界平均10 倍以上の台数を実現。現在は全国に407 店舗
展開中。鈑金のモドーリー、オイルロニーズ、保険のアンジェと新業態を開発し、業績拡大し店舗展開中！ 
又、トータルパースン実践として愛知県倫理法人会 副会長として活動されています。 
好きな言葉は「心に描いた夢は必ず実現する」 

 

◆新春特別講演会     平成25 年1 月26 日 開催 
エンジンエンジンエンジンエンジン倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

成功者から学ぶ成功習慣形成講座    

◇◆◇◆受講者感想◆◇◆◇ 

★今、仕事の事などで悩んでいるので

すが講演を聞き、今の自分の考えを見

直すことが出来ました。今何を大切に

思っているのか。今迄の 自分はどうだ

ったのかということをもう一度考え直

し、これからどうやって生きていくの

か、どう想いを発信していくか考えよ

うと思いました。(20代 男性 T．Ｍ 様） 

★宇野さんは心が強い!その強い心が病

気に負けない体にしているのだなと思いました。その強い心は夢をしっかり持って実現させた

いという強い意思、願望が創りあげているのですね。【 夢を持つ → 強い意志、願望、欲求 → 

強い心 → 強しい身体】この方程式が分かったような気がします。（60代 男性 Ｋ．Ｓ 様） 

★これだけすさまじい人生をさらっと話せてしまう所、本当にすごいです。説得力ありすぎて

講演に迫力が感じられました。「未来の自分は生きていく力になる」 その通りだと思います。

しっかり目的を持ち、自分にとって価値ある目標を1つずつ達成していきます。 

                        (30代 男性 K.A 様) 

 ◇◆受講者感想◆◇ 

★「継続は力なり」

この言葉が好きな

のですが、門嶋さん

が、こんなにも多く

の事を日々続けら

れていることに驚

きました。続けられ 

ないことに、いつも自分に言い訳していたと反省しました。 

★続けるには、「人と約束する」「公表する」。そしてもったいな

い精神で取り組む、行動に移すや日々の繰り返し等の重要性に

気づきました。 

★イメージするだけでなく、行動し続ける事。今から自分の思

い描く、「どうなりたいか？」「お店は？」どんな人生にして

いくか資料を集め、毎日見て脳に刺激を与え続けていきます。 

（２ヶ月に１回発刊） 

【【【【    日日日日    時時時時    】平成２５年】平成２５年】平成２５年】平成２５年３月２９日（金３月２９日（金３月２９日（金３月２９日（金）受付）受付）受付）受付11118888：：：：33330000    

講演会：講演会：講演会：講演会：19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000／懇親会／懇親会／懇親会／懇親会21212121：：：：00000000～～～～    

【【【【    会会会会    場場場場    】ユニオンプラザ福井】ユニオンプラザ福井】ユニオンプラザ福井】ユニオンプラザ福井    3333階階階階301301301301    

【【【【    参加費参加費参加費参加費    】】】】講演会：講演会：講演会：講演会： 3 3 3 3,000,000,000,000円円円円    / / / / 懇親会：懇親会：懇親会：懇親会：5,0005,0005,0005,000円円円円 

【【【【    日日日日    時時時時    】平成２５年】平成２５年】平成２５年】平成２５年３月３０日（土３月３０日（土３月３０日（土３月３０日（土）受付）受付）受付）受付8888：：：：33330000    

講座／講座／講座／講座／9999：：：：00000000～～～～11115555：：：：00000000    

【【【【    会会会会    場場場場    】】】】サクセスパワーサクセスパワーサクセスパワーサクセスパワー福井福井福井福井    4444階階階階    

【【【【    参加費参加費参加費参加費    】】】】講座：講座：講座：講座：5555,000,000,000,000円円円円    （昼食代（昼食代（昼食代（昼食代    希望希望希望希望者者者者別途）別途）別途）別途）    

美容室ディンプル 代表 門嶋ミチコ氏 

宇野 佳代 氏 

訳あって 
リベンジ!! 



＊越前市男女共同参画センター 様 ・・・１講座 定員２０名のところ、５０名以上の方に参加いただきました 

� 『相手の心を動かすコミュニケーション術』『相手の心を動かすコミュニケーション術』『相手の心を動かすコミュニケーション術』『相手の心を動かすコミュニケーション術』    � 『『『『「結果を出す人」と「結果を出せない人」との違いは何か「結果を出す人」と「結果を出せない人」との違いは何か「結果を出す人」と「結果を出せない人」との違いは何か「結果を出す人」と「結果を出せない人」との違いは何か』』』』    

▼△▼△ 参加者感想参加者感想参加者感想参加者感想 △▼△▼ 

◆今まで人がどうこうと思って

いましたが、今日の講座で先

ず自分が人に対して耳を傾け

るということを知り、今後の

仕事や家庭で実践してみま

す。（40代 女性） 

◆コミュニケーションが無くて 

はならない日常ですが、今日のように、改めて学ぶと今すぐに、家族や社会

で意識していこうと思いました。（30代 女性） 

◆セミナーの内容どおり、先生ご自身が笑顔で間もきちんと取られており、声

のトーンもとても聞きやすかったです。私も私と話す相手の方に、「この人と

話すと楽しい」とか「元気になる」と思ってもらえるような話し方、聴き方

を心掛けたいです。（30代 女性） 

◆自分の癖というところで、反省する点が沢山ありました。会話中に、話をさ

えぎることがあり、自分では更に話題を掲げているという思いでいたが、や

はりそれは良くない傾向で改めたいと思います。ぜひ、職場で皆に広めてい

こうと思います。（40代 女性） 

▼△▼△ 参加者感想参加者感想参加者感想参加者感想 △▼△▼ 

◆お話を聴き、夢リストの大事さ

を改めて感じました。時間が無

い、めんどくさい、意味有るの

か…って思って、やっていませ

んでしたが、目で見ると楽しく

なるし、心がワクワクするので、

一度のんびりやってみようと思

いました。（20代 女性） 

◆夢を書き出すということは前々からやりたいと思っていましたが、なかなか

出来ずにいました。今日その体験が出来てよかったです。一歩踏み出せまし

た。改めて夢ノートを作って書き出していこうと思います。（30代 女性） 

◆大変楽しかったです。やりたいことが見つかりました。自分を見つめ直す時

間になりました。感謝します。（30代 男性） 

◆ぜひ、帰って家族と夢リスト書いていこうと思います。自分も夢を持って目

標に向かって生活していこうと思います。（40代 女性） 

◆子育てから手を離れる段階で、パートから今の仕事について4年。職場から

色々なことを求められることも多いので、やれないと思うことより、先ず自

分の意識を変えて取り組んでいこうと思います。（50代 女性） 

＊社内研修が終了しました…お疲れ様でした ＊社内研修が始まりました 

� 瀬戸生花 様【ステップアップ研修】 � アニス松岡 様【ステップアップ研修】 

▼△▼△ 参加者感想参加者感想参加者感想参加者感想 △▼△ 

◆自分自身の置かれている立場

に疑問を感じ、日々悩みなが

ら、でも何も出来ない、しよう

ともしない自分に腹が立って

いました。研修を受けて、何で

も良いから実践しようと思い、

少しずつ行動できるようにな

りました。自分が何をすべき

か、自分の立場の有り方が少し 

理解できました。 

◆5講座を振り返ってみて、あっという間でした。一緒に働いている仲間の気

持ちや想いを少しは分かったかなと思うし、気付けなかった事を改めて気

付けた気がします。入社して 1 年、社会人としての自覚を持ってこのセミ

ナーで得たものを忘れずに取り組んでいきます。 

◆自分が伝えられなかった事をちゃんと伝えてくれました。回を重ねるごと

に皆の仲が良くなり、聴く姿勢も良くなったと思います。みんなが、学ぶ

大切さを分かってくれたし、今自分が何をしなければいけないかが明確に

なりました。                             （代表取締役 瀬戸誠市 様） 

▼△▼△ 参加者感想参加者感想参加者感想参加者感想 △▼△ 

◆自分を見詰める事には時

間がかかったのに、今はス

ラスラ出てきました。段階

を踏んだから出来るんだ

なと思いました。しかも

「仕事を知る」では５人そ

れぞれに考えがあって、似

ているところもあったり、 

商品を何に設定したかで変わってくる事が、とても面白かったです。さっそ

くミーティングで今回習ったものを使おうと思います。今後も改善の為にこ

のシートを使っていくつもりです。 

◆ 問題として考えていた事を、自分の中で留めず他者と会話をすることで解

決への道が見つかるかも？と気付きました。今日話し合った内容が実現す

れば日々モヤモヤしたものが解消できると思います。職種間での話し合い

は今後も続けたいと思います。 

◆ グループワークは人の考えが聴けるので、為になった。目標を立てるとそ

のためにどうしていったら良いのか道が開けてくる。目標を簡素化するこ

とで全員が分かりやすくなった。ユニットでも活用していきたい。 

� エイティーンス電子工業㈱ 様【ステップアップ研修】 � ヘアメイク パリエ 様【ステップアップ研修】 
▼△▼△ 参加者感想参加者感想参加者感想参加者感想 △▼△ 

◆自社の強みを理解出来て

いないと、営業する時に自

社を売り込むことが出来

ないと思うので、自社のこ

とを皆でもう一度 意見を

出し合い、皆の共通認識に

したい。 

◆会社の強みと改善点が思いつかないという事は、会社の良い所も改善すべき

所も分かっていない事に思い当たり、自分は仕事を理解出来ていないと改め

て知りました。１つ１つ問題意識を持つように心掛けてみたいと思います。 

◆仕事を知ることで、今まで以上に仕事を正確にし、お客様にも満足していた

だけると思いました。目標設定を具体的にすると、目標への道順が分かり達

成することの喜びが、その人のやる気を起こさせるものだなと感じました。

頭の中でぼんやりさせておくのではなく、紙などに書き出してみることが大

事だと思ったので、実践してみようと思いました。 

▼△▼△ 参加者感想参加者感想参加者感想参加者感想 △▼△ 

◆夢があると生き生きする

し、叶えたいと想い、行動

に移る。それが成功の一歩

だと感じた。周りの皆も幸

せにしたいと思うし、毎日、

充実した人生を送りたい。

今迄は描くことが無かった 

ので、思いで終わっていたが、描くことが大事と思い、ノートを持ち歩きます。 

◆他の人がどーのこーのではなく、先ず自分から意識を高めていこう。ありの

ままの自分で自分の限界突破しよう。思ったら先ず行動！！失敗してもそれ

も自分の経験値。恐れずに前に進もう。 

◆自分のしてみたいことは、「口にする、言葉にする、書く」事でモティベー

ションが上がるので、表現していきたい。これから生活していく上で活気と

なるいい機会になりました。 
 


