全国社会福祉法人
経営青年会 専門講座

全国社会福祉法人経営青年会 平成２５年度研修企画事業

全国社会福祉法人経営青年会 専門講座（第１回）開催要項

「次代のリーダーに期待されるやりがいの提供と
人が育つ組織文化をつくるノウハウ」
お お か る

と し ち か

講師：大軽俊史氏

ビジネス ディベロップ サポート代表 パッションクリエーター

【講師紹介】

同志社大学卒業後、マーケティング会社での営業・企画を経て、日本総研ビジコン、日本
総合研究所にて経営コンサルティング活動に従事。その後、独立、研修・講演回数は 700
回を超え、事業戦略からマーケティング戦略・組織戦略・人事戦略という経営戦略の一連の
プロセスをワンストップで構築支援する数少ないコンサルタント。
「人を惹きつける情熱を持った人材を養成する」 を指導モットーとしている。
本講座のポイント


経営活動と福祉活動の違いとは？



マネジメント職に求められる役割とは何か？



やりがいの向上と人が育つ組織文化の形成とは？



採用・育成・定着のため、部下に対するモチベーションマネジメントとは何か？

開催趣旨
福祉サービスを提供することを主たる事業としている社会福祉法人にとっ
て、「人」は欠かすことのできない存在です。しかし、今も昔も福祉現場では
人材難が叫ばれており、今後も大きな課題として福祉現場に直面すると
予想されます。次代の社会福祉法人経営を担う私たちが、人材の採用・育成・定着について、基
礎的知識を身につけ、着実に実践していくことが人材難を解消していくための第一歩といえます。
本講座では、人材マネジメントの機能と役割について体系的に整理し、特に「やりがいの向上と
人が育つ組織文化を築くことの意義」を再確認します。そして、
部下やチームメートに対するモチベーションマネジメントの考え
方やコミュニケーション技法を学び、人材の採用・育成・定着
を確実にすることを目的としています。

期日・会場
平成 25 年 10 月１日（火）~平成 25 年 10 月２日（水）
全国社会福祉協議会 第３・４・５会議室
東京都千代田区霞が関 3‐3‐2 TEL03-3581-7819

FAX03-3581-7928

参加定員／対象
４５名

①全国社会福祉法人経営青年会 会員
②経営協会員法人及び本会会員が所属する法人の 50 歳未満の役職員で
当該法人代表者の承認のある方
③上記以外で社会福祉法人に所属されている 50 歳未満の方

参加費
会員 25,000 円

非会員 30,000 円

（資料代、２日目昼食代含）

※参加対象②③の方は、非会員の参加費となります。
懇親会
研修会の初日プログラム終了後、９０分程度（１7：３０～19：００）の懇親会（申込制）を予定し
ています。
※参加費は別途 8，000 円必要となります。 （会場：東海大学校友会館『霞の間』）
※参加を希望される方は参加申込書により併せてお申し込みください。
申込方法
参加申込書に必要事項をご記入のうえ、平成 25 年 9 月 17 日（火）までに、名鉄観光サービス（株）新霞が
関支店までＦＡＸ（03-3595-1119）にてご送信ください。
※申し込み時の注意点は 3 頁にございます。ご確認ください。
プログラム内容

内容については、一部予定変更となる場合がございます。

【初日〔10/1（火）〕】

1 日目プログラム概略
13:00

開講挨拶
■オリエンテーション（雰囲気作りと研修の目的）
１．企業組織を取り巻く厳しい競争環境変化の本質とマネジメントの変化
（１）経営の究極の目的とは何か？
（２）変化に対応するために管理者に求められること
（３）「社会福祉法人」という業界を魅力的な仕事にすることこそが、人材採用の最短の道
～我々の成長こそが業界の成長～

２．そもそもマネジメントの役割とは何か？
（１）役割を鳥瞰し、レクチャー
（２）個の強みを生かす適材適所のマネジメントの重要性理解

（適宜休憩等
あり）

（３）チェックリストによる現状チェック

３．部下はあなたに『心の支援』を求めている！
（１）皆さまのモチベーションは？！
（２）モチベーション理論からの考察
（３）厳格上司？ＯＲ優しい上司？
（４）人材育成の傾向と今、必要なアプローチ
（５）メンタリング機能の重要性とＯＪＴ機能との相違点
（６）昭和の上司？／メンター制度導入企業？
（７）本年度（2013 年４月）の新人セミナー＆新人研修より
（８）今、若年層からの信任の厚いマネジメント職の姿勢＆行動
（９）上記の結集として、人材育成＆人材定着⇒結果、採用数アップ

17：00

初日閉講

【2 日目〔10/2（水）〕】

２日目プログラム概略
9:30

４．早期に部下を育成する為の OJT 教育の実践
（１）部下育成とは？
（２）人材育成３つの手段とＯＪＴの有効性
（３）ＯＪＴの基本５つのステップとフォーマット活用の効力
（４）ＯＪＴの実践ポイント①：「山本五十六」の名言の実行
（５）ＯＪＴの実践ポイント②：1 分間コミュニケーションの意義

５．部下のやる気を引き出す上手い聴き方
（途中昼食休
憩等あり）

～コーチングエッセンスの「傾聴」「質問」のスキル～
（１）そもそもコミュニケーション（能力）とは？
（２）部下のハートをキャッチする傾聴とは？
（３）傾聴の実習と傾聴力を高める「質問」の効力

６．「なぜ、あなたの話は通じないのか？」部下の納得感を高めるための、具体性
あるわかり易い「伝え方とは？
（１）あなたの話・説明は、「質」と「情熱」の２つの視点で、しっかり部下に伝わっています
か？「伝える力」とは何か？
（２）「伝えるチカラ」で最も重要なスキル

■本研修全体のまとめ～４つの採用方式とその特徴～
14:35

閉講挨拶

本研修の申し込みにあたって
＜申込時の注意点＞
①

全国社会福祉法人経営青年会会員の方は、参加申込書の所定欄に、会員番号を必ず記載してください。な
お、会員番号は、郵送時の封筒に記載してあります。

②

会員外で参加される方は、参加申込書の所定欄に、理事長承認署名 および 生年月日の記入 が必要とな
ります。

③

参加される方が複数にわたる場合は、コピーしてお使いください。

④

参加申込書は、必ず控え（コピー）をお持ちください。

⑤

変更・取消等の連絡については、原本コピ－を訂正のうえ、ＦＡＸにてお願い致します。
※参加取り消しの場合には、9 月 23 日（月）までにお申し出ください。それ以降の申し出につきましては、参
加費等の返金はいたしかねます。

⑥

お申込の内容に基づき、開催の１週間ほど前に「参加案内書」を郵送いたします。

⑦

定員に達し、お申込できなかった場合には、事務局より、ご連絡いたします。

＜個人情報の取り扱いについて＞
研修会の申込者、受講者、修了者にかかる個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシーポリ
シー）」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的で使用することはありません。なお、本会プライバシーポリシ
ーはＷeb サイトに掲載しています。
（http://www.zenkoku-skk.ne.jp/privacy.html）

（1） 「参加申込書」に記載された個人情報は、本研修会にかかる企画、各種資料の送付、修了台帳の作成・管
理等、本会研修事業関連のみの目的で使用し、他の目的で使用することはありません。
（2） 参加者相互の情報交換、交流を円滑に行うことを目的として「参加者名簿」を作成し、当日参加者に配布
します。参加者名簿には、都道府県、氏名、所属施設のみを掲載します。
〔講座内容に関する問い合わせ先＜事務局＞〕
全国社会福祉法人経営青年会 事務局〔担当：駒井、福山、園崎〕
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル４階
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 法人振興部内
Tel.03-3581-7819 Ｆax.03-3581-7928
〔講座の申し込み・ご宿泊に関する問い合わせ先〕
名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店〔担当:下枝〕
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルロビー階
Tel.03-3595-1121 Ｆax.03-3595-1119（土・日・祝日は休業日）

名鉄観光サービス㈱新霞が関支店行 ＦＡＸ：０３-３５９５-１１１９添書不要

全国社会福祉法人経営青年会

平成２５年

月

日

専門講座（第１回）

（１０月１日[火]-２日[水]）
参

加 ・ 宿

泊

等

申

込

書

◎参加申込所定欄にもれなくご記入又は○印をお付けください

都道府県

法人名

ご担当者名

施設名

〒

－

※郵便番号・住所は正確にご記入ください。

連絡先
案内書類
送付先

参

TEL:
FAX:

（フリガナ）
加 者 氏 名

役 職

宿

泊 希望日

10 月

日より
泊

懇親会
会員有無
○印をお付け
下さい⇒

お一人様 8,000 円
申し込む
・
会

員

非会員

申し込まない

宿 泊 費

禁煙
・
喫煙

11,800 円×
泊
＝
円

備考欄

会員番号

（

禁煙有無

）

理事長署名

生年月日

年

月

日生

※ご注意……………… ☆必ずＦＡＸにて参加者氏名・役職はご記入の上、お申込ください。
☆お申込の内容に基づき、参加券、宿泊案内書、振込用紙、を送付いたします。
☆１名様１枚ご記入頂きお申込ください。申込書を控えとしてお取り置きください。
☆お部屋の禁煙・喫煙有無は、ご希望にそえない場合もございます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
☆取消をされた場合、宿泊・懇親会については下記の取消料を申し受けます。
研修開始後
取消日
13 日前～8 日前迄 7 日前～2 日前迄
前 日
当 日
無連絡不泊
宿

泊

無

料

３０％

懇親会

無

料

５０％

４０％

５０％

１００％

１００％

お申込先
名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店
〒100‐0013 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル ロビー階
ＴＥＬ：０３－３５９５－１１２１
ＦＡＸ：０３－３５９５－１１１９
担当:下枝(しもえだ)
※土・日・祝日は休業日とさせていただきます
お申込締切日

平成２５年９月１７日(火)必着（先着順により定員になり次第締め切りになります）

全国社会福祉法人経営青年会
専門講座（第１回）
講座

参加・宿泊等のご案内

１．参加費用
参加費

会員：２５，０００円

非会員：３０，０００円

懇親会費 お一人様 ８,０００円
参加ご希望の皆様は事前にお申込みください。
会場斜向かいの霞が関ビル 35 階 東海大学校友会館にて予定しております。
（基本的には当日受付は致しかねます）

２．宿泊のご案内
（１）宿泊日
平成２５年９月３０日（前日泊）
・１０月１日（当日泊）
（２）宿泊施設および宿泊料金
宿泊ホテル名

部屋タイプ

宿泊料金

所

在 地・アクセス

東京都港区愛宕 1-6-6
会場より徒歩にて約 15 分です。
又はタクシー利用にて約 5 分です。
※宿泊を希望される方は、申込書の該当欄に宿泊希望日をご記入ください。
※上記宿泊料金は、お一人様あたり１泊朝食付・サービス料・税込の価格です。
（３）宿泊についてのお願い
＊宿泊ルームは、数に限りがございます。お早めにお申込みください。
＊禁煙希望の場合所定欄に○印をおつけください。

新橋愛宕山東急イン

シングルルーム
（１名１室）

11,800 円

３．申込手続のご案内
参加申込、宿泊等、別紙「申込書」にご記入の上、ＦＡＸにて名鉄観光サービス㈱新霞が関支店まで
お申し込み下さい。参加のみ（宿泊・懇親会のお申込み無し）の皆様も申込書ご記入の上お申込ください。
また、｢申込書｣は必ず、お控えをお取置きください。
事務手続き上、９月１７日(火)を締め切りとさせて頂きます。
＊変更・取消等の連絡につきましては、原本コピ－を上書き訂正の上、ＦＡＸにてお願い致します。
お申込の内容に基づき、参加券、振込用紙、宿泊案内書を開催１週間程前に送付いたします。
お手元に届き次第、同封の振込用紙を利用の上、ご送金ください。
参加券は切離して、当日必ず受付にご持参ください。

４．個人情報の取扱について
○参加申込の際にご提出いただいた個人情報は参加者との連絡の為及び参加者名簿作成等に利用させていた
だきます。また主催者事務局に提供致します。
○参加申込みと合わせて宿泊をお申込みの場合は、宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための
手続きに利用させて頂く他、必要範囲内にて当該機関等に提供致しますが漏洩等安全性の確保に努めます。
○上記の他、当社の個人情報の取扱に関する方針につきましては、お電話又は当社ホームページでご確認く
ださい。 名鉄観光サービスホームページ
http://www.mwt.co.jp

お申込・お問合せ先
〒100－0013 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル ロビ－階
名鉄観光サ－ビス㈱新霞が関支店 TEL 03-3595-1121 FAX 03-3595-1119
担当：下枝(しもえだ) 営業時間 9:30～17:30※土・日・祝日は休業日とさせて頂きます。

