９：００～ ９：２０ （２０）

参加者受付

９：２０～ ９：２５ （０５）

開会挨拶

９：２５～ ９：３５ （１０）

オリエンテーション

９：３５～１０：３５ （６０）

講義 「QCCの基本と推進者の役割」

１０：３５～１０：５５ （２０）

２０１９年度 ＱＣサークル静岡地区

推進者（支援者）研修会のご案内

自己紹介

～推進者（支援者）の役割理解と基礎を学ぶ～
GD-1 （推進者の役割整理）
【スローガン】

１０：５５～１１：１０ （１５）

休憩

１１：１０～１２：００ （５０)

１２：００～１２：５０ （５０）

昼食･休憩

１２：５０～１３：３０ （４０）

GD-1 （推進者の役割整理）

＊相談コーナー

魅力あるQCサークル活動で、人と人との絆をつなぎ元気な静岡になろう！

１３：３０～１５：４５ (1３５） GD-2 （推進者の役割ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ）
１５：４５～１６：０５ （２０）

発表

１６：０５～１６：２０ (１５） 休憩
１６：２０～１７：００ （４０） 講義 「コーチングスキル」
１７：００～１７：３０ （３０）

◆と

主催
後援

ＱＣサークル東海支部 静岡地区
ＱＣサークル本部・一般財団法人日本科学技術連盟

ロールプレイ演習 「コーチングスキル」

連絡事項
き： ２０１９年
７月 ２５日（木） ９:２０ （受付 ９:００から）
部屋移動・自由時間
２６日（金） １６:３５

１７：３０～１７：３５ （０５）
１７：３５～１８：００ （２５）

通いの、２日間研修です

１８：００～２０：００ (１２０) 夕食・グループ交流会

◆ と こ ろ ： プラサ ヴェルデ ３０１・３０２会議室
〒410-0901 静岡県沼津市大手町1-1-4 ℡:055(920)4100
◆ 募集人員： ６０名（先着順）
◆ 参 加 費 ： １２.０００円（含 資料代・食事代・消費税）
◆ 申込み締切り日： ２０１９年６月２１日（金）

研修会の特徴
１．推進者（支援者）として、基本的役割と必要な知識・ノウハウが身につき、
今後の職場展開に活かすことが出来ます。
２．推進者としての行動について、コーチングスキル演習やグループディスカッション
を通して自然に身につきます。
３．問題解決型手順の基本を理解し、発表資料添削や講評の仕方などの指導力を
身に付けることが出来ます。併せて、各種改善手法の特徴とポイントを学ぶ
ことが出来ます。
４．異業種の方との交流が楽しく図れます。

参加をお勧めしたい方々
☆推進者／支援者（管理・監督者）・推進事務局の方々
１．新任などで、推進者/支援者としての役割がよく判らない方
２．ＱＣサークル活動の「現状を打開して活性化を」と考えている方
３．ＱＣサークル活動の動機付けや評価、講評の仕方を学びたいと思われている方
４．他社のさまざまな見方・考え方を聞いて、参考にしたいと思っている方
５．製造部門はもとより,事務･販売･サービス〔含む医療・福祉〕部門に従事している方

情報満載！ 静岡地区ホームページ
ＱＣサークル静岡地区の各種行事（大会・研修会）の情報はこちらからどうぞ・・・
http://www.juse.jp/qcc/tokai/shizuoka/
裏面につづく

会場までのご案内

◆会 場 名：プラサ ヴェルデ
３０１・３０２会議室

◆所 在 地： 静岡県沼津市大手町1-1-4
TEL：055（920）4100

◆交通手段：
①ＪＲをご利用の方
・ＪＲ沼津駅下車 北口徒歩３分
②自家用車で来られる方
・東名高速：沼津ICより１５分
・新東名高速：長泉沼津ICより約１７分
*有料駐車場はプラサヴェルデの東西にあります。
*受付に申し出て頂くと５０円／３０分 上限１.０００円です。

宿泊される方は、お近くのホテルを各自で予約をお願いします。・・お奨めは以下です。
①・②共 【QCサークル静岡地区】と言っていただけると、割引が出来ます。
① ダイワロイネットホテルぬまづ

℡：055-925-8955

② 静鉄ホテル プレジオ沼津
℡：055-927-5500
（部屋数に限りがありますので、早めがお勧めです）

通いの、２日間研修です

《プログラム》
【第１日目】 ７月２５日（木）

【第２日目】

9：00～ 9:20 (20) 参加者受付

8：40～ 8:50 (10) 集合・挨拶

9：20～ 9:25 (05) 開会挨拶

8：50～ 9:50 (60) 講義 「発表事例の指導ポイント」

9：25～ 9:35 (10) オリエンテーション

9：50～10:05 (15) 休憩

9：35～ 9:55 (20) 自己紹介

７月２６日（金）

10：05～11:05 (60) GD-3

9：55～10:45 (50) 講話 ｢QCサークル活動の基本

（ＱＣサークル活動の体験談に学ぼう）

と推進者の役割」

（説明、事例紹介、自己添削）

10：45～11:00 (15) 休憩

11：05～12:00 (55) GD-3 （グループ討議）

11：00～12:00 (60) GD-1（推進者の役割整理）

12：00～12:50 (50) 昼食 ・ 休憩

12：00～12:50 (50) 昼食 ・ 休憩

12：50～13:55 (65) GD-3 （グループ討議）つづき

12：50～13:15 (25) GD-1（推進者の役割整理）

13：55～14:25 (30) 発表

13：15～14:40 (85) GD-2（推進者の役割ロールプレイ）

14：25～14:55 (30) 事例の解説

14：40～15:05 (25) 発表

14：55～15:10 (15) 休憩

15：05～15:20 (15) 休 憩

15：10～15:55 (45) 講義 「ＱＣストーリーの選択と特徴」

15：20～16:50 (90) 講義 「ＱＣサークルにおけるコーチング」

15：55～16:15 (20) 個人作成：私の活動計画

16：50～16:55 (05) 連絡事項

16：15～16:35 (20) アンケート記入/修了証授与/閉会挨拶

参加申込み方法
・別紙「参加申込み書」に必要事項をご記入のうえ、下記申込み先までE－mailでお願いします。
・参加費の振込みは、金融機関備え付けの振込み用紙にて、申込み会社名等を記入して、振込み処理をお願いします。
尚、振込み手数料は参加費とは別にご負担ください。
・金融機関の振込金受領書をもって参加費の領収書に替えさせて頂きます。（必要な方は別途ご連絡願います）
・参加費振込後の払戻し及び振込期限後の人数変更は出来ません、代理の方の参加をお願いします。
・研修会参加証は、研修会１週前迄に一括で申込み責任者にお送りいたします。
お振込先

静岡銀行

吉原北支店 (店番：２７３）

普通預金

キューシーサークル シズオカチク スイシンシャ シエンシャ ケンシュウカイ

口座名： ＱＣサークル静岡地区 推進者(支援者)研修会
お問い合せ先

口座番号 ：０８９１００１
ダイヒョウ

サイトウ マサヒロ

代表 齋藤 正洋

〒417-0023 静岡県富士市吉原宝町１番１号
ジヤトコ株式会社 品質保証部 品質企画課 齋藤 正洋
TEL ：0545-57-2315
ＦＡＸ：希望の場合は電話連絡をお願いします。
E-mail ： masahiro2_saitou@jatco.co.jp

