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企業担当者 各位               ＱＣサークル九州支部  

北部九州地区 地区長 

日産自動車九州（株） 

貝嶋 幸一 

                        

ＱＣサークル北部九州地区 

問題解決型ＱＣストーリー研修会（実践編）のご案内 
 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より、ＱＣサークル北部九州地区の活動に格別のご支援、ご協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

さて、北部九州地区では問題解決型ＱＣストーリー研修会（実践編）を北九州国際

会議場にて開催致します。 

開催に当たり新型コロナウィルス感染予防対策を確実に実行致します。 

各企業における改善活動の活性化に、お役立て頂けるよう企画し研修は、グループ

活動を中心に、遊び感覚を取り入れた『紙コプター演習』を問題解決型ＱＣストーリ

ーに沿って実践的に進めていきます。  

尚、会場手配の関係上、定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申込

み頂きますようお願い致します。 

 

＜参加者様への注意事項＞ 

 下記に該当する方は当日のご来場はご遠慮願います。 

・過去２週間において、37.5℃以上の発熱があった。 

・過去２週間海外へ渡航・滞在歴がある。 

・過去２週間において、発熱・咳・倦怠感など風邪の症状があった。 

・過去２週間において、同居家族に発熱・咳・倦怠感などの症状があった。 

※上記症状において、ワクチン接種の副反応であることが明らかな場合は除く 

 

＜参加者の皆様に以下のご協力をお願いします＞ 

・手指の殺菌消毒、手洗い、うがいの励行 

・「咳エチケット」の励行、マスクの着用（必須） 
 

＊参加申込み宛先 

研修会受付担当者：   日鉄物流八幡（株） 松尾 智子 

℡： （093）-777-0055 FAX： (093）-881-0044 

  

  

敬具         



＊と　き ：2022年11月10日（木）・11日（金）
　　　１日目： １１月１０日（木）　9：00開始　～　17：00終了
　　　２日目： １１月１１日（金）　9：00開始　～　17：00終了

＊ところ ：北九州国際会議場　２Ｆ 国際会議室
　〒802-0001　北九州市小倉北区浅野3-9-30

TEL:(093)541-5931　

　※車で来られる方は最寄の公共駐車場をご利用ください。

＊定員 ：52名
＊参加費 ：15,000円／人（会員会社）

：17,000円／人（非会員会社）
（テキスト・参考資料・昼食含む）

★ 会員会社：　北部九州地区会員会社として登録し年会費を納入されている会社
非会員会社：上記以外の会社

★ 宿泊（11月9日および11月10日）が必要な方は、各自で手配をお願い致します。

主 催：ＱＣサークル九州支部 北部九州地区
後 援：一般財団法人 日本科学技術連盟・ＱＣサークル本部

☆サークルリーダー
☆これからサークルリーダーとして育って欲しい方

～ ＱＣサークルリーダーの役割と重要性、問題解決力を学ぶ ～

ＫＡＩＺＥＮ活動は、第一線の現場で働く人々の「能力の発見と向上」また、「働きがいのある
明るい職場づくり」を実現し、「企業の体質改善・発展に寄与する」という基本理念のもと、国内
はもとより広く海外にも展開されております。

この基本理念を実現するためには、管理・監督者やリーダーがＫＡＩＺＥＮ活動の基本理念を正
しく理解し、その役割と重要性を深く認識する必要があります。

＊本研修会は講義・問題解決事例演習とグループ討議により

１．ＱＣサークル活動及び問題解決型ＱＣストーリーの理解を深める

２．問題解決力と共にサークル、グループの運営力の更なる向上を目指す
３．企業参加者との交流を通じて、視野を広げ相互啓発を図る

特に参加して頂きたい方

研修のねらい

ふるってご参加下さい。

・ 申込み用紙に必要事項を記入のうえ、下記申込み先までお送り下さい。

・ 募集は先着52名で締め切ります。また参加者は１企業４名までと致します。

・ 申込み受付後､不参加の場合、参加費の返却は致しませんのでご容赦ください。
＜代理の方のご出席をお願い致します＞

・ 参加者へのテキスト・栞などは、２０２２年１０月下旬頃迄 に連絡担当者様にご送付
致します。

注）新型コロナウィルス感染拡大防止に備え（別紙に記載）にて、また対応へのご協力をいただいた上で

行事を開催いたします。ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

注）締切日前でも、参加者が定員になり次第締切らせて頂きますのでご了承下さい。
注）問題解決型ＱＣストーリー研修会（実践編）を北九州国際会議場にて開催致します。

参加申込み締切日 ２０２２年 ９月３０日（金）

2022年度

問題解決型ＱＣストーリー研修会（実践編）

★☆ 運営事務局 ☆★

運営１：日鉄テックスエンジ㈱

高尾 勝利
℡：093-285-3906

運営２：日鉄物流八幡㈱
松尾 智子

℡：093-777-0055

＊何かございましたら遠慮なくお電話下さい＊

・申込み先： ＱＣサークル九州支部北部九州地区11月研修会運営事務局
〒804-0004 北九州市戸畑区大字戸畑464-24
日鉄物流八幡㈱ 物流技術部 技術企画管理課

松尾 智子 ℡： （093）-777-0055 FAX： (093）-881-0044

・振込み先： 銀行名・・・福岡銀行 戸畑支店（店番号：417）
口座番号・・（普） ２３００３０９
口座名・・・キユウシーサークルホクフ゛キユウシユウチクケンシユウカイ カイケイ マツオトモコ

ＱＣサークル北部九州地区研修会 会計 松尾 智子

※ 振込期限：20２２年1０月３１日（月）迄 に振込みをお願い致します。
※ 領収書は銀行発行の「振込み受取書」にて代行させて頂きます。

誠に恐縮ですが「振込み手数料」は御社にてご負担頂きますようお願い致します。

申込み先・参加費振込先

＊＊参加申込み要領＊＊

研修テーマ
『紙コプター演習を体験して自職場の実践活動に活かそう！』

2022年度 ＱＣｻｰｸﾙ北部九州地区事務局

日産自動車九州㈱ 人事・渉外部 人事課

貝嶋 幸一、川島 英昭、山本 佳子

TEL：093-435-1266

FAX：093-435-1511

《２０２２年度ＱＣサークル北部九州地区スローガン》

たゆまぬＫＡＩＺＥＮ！ 変化に負けない現場力の強化！！

tel:(093)541-5931　


日　付 時　　　間

　８：３０～　９：００ 受　付：　国際会議場入口

　９：００～　９：１０ 開会挨拶　：　北部九州地区　地区長　　貝嶋　幸一

［日産自動車九州㈱　人事・渉外部　次長 ]

　９：１０～　９：２０ オリエンテーション、スタッフ紹介

　９：２０～１０：２０ 品質管理活動の基本と演習の進め方　：　北部九州地区　幹事　猪原　啓介

［㈱ブリヂストン北九州工場 ]

１日目 １０：２０～１０：３０ 休　憩　　（１０分）

11/10 １０：３０～１０：４０ 班別討議の準備

(木) １０：４０～１２：００ 班別討議（注）

班別オリエンテーション、自己紹介、役割分担

活動計画、テーマ選定背景と理由

１２：００～１３：００ 昼　食　・　休　憩　　（６０分）

１３：００～１７：００ 班別討議 （現状把握、目標設定、要因解析、検証）

１７：００ 解　散

　9：00 集　合

　9：00～１２：００ 班別討議 （前日の続き：対策立案、対策実施、効果確認、歯止め）

１２：００～１２：４０ 昼　食　・　休　憩　　（４０分）

２日目 １２：４０～１３：００ 班別討議 （反省と今後の方針）

11/11 １３：００～１４：４０ 発表準備

(金) １４：４０～１４：５０ ミックス討議準備

１４：５０～１６：４０ ミックス討議　（演習内容の発表）、　閉会式準備

１６：４０～１６：５０ 修了証授与

１６：５０～１７：００ 閉会挨拶　：　北部九州地区　幹事長　　川島　英昭

［日産自動車九州㈱]

１７：００ 解散

　（注）班編成は9人／班＊6班（予定）とし、各班毎にインストラクターが指導いたします。

研修プログラム（予定）
内　　　　容

　(注)　研修会のタイムスケジュールは、変更になる事もありますのでご了承願います。
　　　 最終的な研修会タイムスケジュールは、受講者の方への参加者案内時にご連絡致します。

会場までの ご案内

新型コロナウィルス感染拡大前のグループ討議

◆ミックス討議

●ＪＲ・小倉駅北口より徒歩5分、動く歩道で来場頂けます。

●車 ・北九州都市高速小倉駅北ランプより1分（199号線）。

●バス・小倉駅バスセンターより徒歩8分。

● 北九州国際会議場 北九州市小倉北区浅野3-9-30 TEL.093-541-5931

インストラクター名簿

・駐車場のご案内

① 西日本総合展示場

本館 駐車場

収容180台

100円／30分

（600円／24時間）

① 西日本総合展示場

新館 地下駐車場

（AIM地下駐車

場）

収容：427台

150円／30分

（上限:800円※１

宿泊は1,200円）

注)※１深夜０時まで

ﾄﾗｽﾄﾊﾟｰｸ小倉駅北

150円/30分

（500円／24時間）

P1P1

P2

P3

P1

P3

P2

北九州国際会議場アクセス QRコード

新型コロナウィルス感染対策でグループ討議（予定）

●感染拡大の高い「グループ討議」での感染を防ぐため、以下の対応を行います。

① 休憩を 1 時間に一回程度取り、その間ドアや窓を開けるなどの換気を行います。

② グループ討議など、近距離での会話や発声につながる為、十分な座席間隔

（1.5～2 メートル程度）を取れるよう工夫する。

PCで演習内容を記入し内容をプロジェクターで投写してグループ全員で確認しな

がら討議を進めていく。

●参加者の皆様に以下の協力をお願いします。

（1）手指の殺菌消毒、手洗い、うがいの励行

（2）「咳エチケット」の励行、マスクの着用（必須）

氏　　名 会 社 名

原田　政実 (公財)小倉医療協会三萩野病院

牧野　美紀 ㈱ﾃﾞﾝｿｰ九州

佐藤　晃貴 日本製鉄㈱九州製鉄所

水野　泰恵 彦島製錬㈱

猪原　啓介 ㈱ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 北九州工場

折原　正明 ㈱安川電機

川﨑　孝幸 ﾀﾞｲﾊﾂ九州㈱

齊木　康弘 ﾄﾖﾀ自動車九州㈱

野下　博文 ㈱山本工作所

村上　早百合 TOTOアクアテクノ㈱

秋吉　建丞 ㈱安川電機

大庭　英利 安川マニュファクチャリング㈱

古賀　秀信 ㈱麻生　飯塚病院

山田　茂幸 TOTO㈱

田上　俊二 豊田合成九州㈱

鹿野　智 ㈱ＴＭＪ

戸田　優 日本製鉄㈱九州製鉄所

森永　成郎 豊田合成九州㈱


