
会社名

住　所

所属： 氏名：

TEL：

　 E-mail：

申込人数 名

・会　員 × 名

・非会員 × 名

合計

【請求書】 　希望　　・　　不要 （いずれかに〇印）

※10月31日までにお振り込みをお願い致します。

　　※切り取らずに、そのまま メール か ＦＡＸ でお送りください。

連絡欄

第６１５８回　QCC山梨地区　改善事例チャンピオン大会

0 円

4,000 円

5,000 円

申込責任者

お支払方法

参加費

・『銀行振込』でのお支払いにご協力をお願いします。

〒

主催：ＱＣサークル関東支部 山梨地区

後援：ＱＣサークル本部

(一財)日本科学技術連盟

山梨県品質管理研究会
山梨県商工会議所連合会

ＱＣサークル山梨地区では、「第６１５８回 改善事例チャンピオン大会」を開催致します。
山梨地区の会員会社様から、５企業 ８サークル の発表となります。

本大会は、職場における問題点をあらゆる角度から観察・分析し、一つ一つの問題解決を図り、
改善した成果を発表する山梨地区としては最高位となる大会です。

また、関東９地区から選抜された優秀サークルが発表する関東支部大会の山梨地区代表を決める
選考大会でもあります。
つきましては、ご多忙とは存じますが、サークル活動の成果をご覧いただくとともに、企業のトップ
の皆様をはじめ一人でも多くの推進者、サークルリーダー・メンバー、今後導入を考えている皆様の
ご参加をお待ちしております。

〔個人情報の取り扱いについて〕
本申込用紙による個人情報は、ＱＣサークル関東支部山梨地区主催の
当該行事の運営管理のみに利用させていただきます。

第６１５８回 QCサークル山梨地区 改善事例チャンピオン大会

《参加申込書》

■ 募集人員：２００名 ■申込締切：２０１９年 ９月 ３０日 (月)

特別企画のご案内

10：45 ～ 11：05 受付
11：05 ～ 11：20 オリエンテーション・開会挨拶等
11：20 ～ 12：00 発表－2件・質疑
12：00 ～ 13：00 休憩
13：00 ～ 14：00 発表－3件・質疑
14：00 ～ 14：10 休憩
14：10 ～ 15：10 発表－3件・質疑
15：10 ～ 15：25 休憩
15：25 ～ 16：25 特別企画 講演
16：25 ～ 16：45 審査結果発表・表彰式
16：45 ～ 16：55 閉会挨拶・大会終了

大会プログラム

参加のおすすめ

■申込方法：
①参加申込書に必要項目を記入の上、メールかＦＡＸでご連絡願います。
②参加費は下記の口座にお振り込み下さい。

■振込先：山梨中央銀行 小笠原支店 銀行コード：0142 支店コード：403
口座番号：（普）831386 口座名：ＱＣサークル山梨地区 事務局 三村 和佳子（ｷｭｰｼｰｻｰｸﾙ ﾔﾏﾅｼﾁｸ）

③参加券はお送り致しません。銀行振り込みの控えを参加費の領収書に代えさせて頂きます。
④お支払いについて、当日は混雑が予想されますので、『銀行振込』でのお支払いにご協力をお願いいたします。

（ 参加申込書： お支払方法 【請求書】 希望 ・ 不要 のいずれかに ○ をしてください ）

■日 時： ２０１９年１０月１８日(金) 11：05 ～ 16：55 (受付 10：45 ～ )

＊詳細は「会場案内図」をご覧ください

■SGH(製造・技術・品証)部門

◇コニカミノルタメカトロニクス㈱：飯島ファミリー サークル

◇㈱コニカミノルタサプライズ：フューチャー サークル

◇日立オートモティブシステムズ㈱ ：ジャイアントベイベー サークル

◇パナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱：壱弐参 サークル

◇山梨積水㈱：マルチアングル サークル

◇日立オートモティブシステムズ㈱ ：CLA加工 サークル

■JHS(事務・販売・ｻｰﾋﾞｽ)部門

◇日立オートモティブシステムズ㈱：Let's S&S サークル

◇コニカミノルタメカトロニクス㈱：CHANGE サークル

発表企業 サークル （※順不同）

■参 加 費： ◇会 員 ４,000円 ◇非 会 員 ５,000円 （お弁当・お茶代が含まれます）

■場 所： 中央市立 玉穂生涯学習館 山梨県中央市下河東1-1 TEL 055-230-7300

◆HPからも見る事ができます。 https://www.juse.jp/qcc/kanto/yamanashi/

■ 申込先 ：QCサークル山梨地区 事務局 三村 和佳子 E-mail：w-mimura@uf.jp.nec.com

NECプラットフォームズ㈱ FAX：055 - 243 - 4220 TEL：055 - 243 - 4120

■持 ち 物： 筆記用具をご持参ください ＊投票 および アンケート へのご協力をお願いいたします。

■テーマ：笑顔のある組織（チーム）が一番強い！！

・能力を発揮できる環境をみんなでつくる
・適度なストレス（緊張感）が力となる
・当たり前の思考と行動のレベルを上げる

改善も品質管理も各自が能力を発揮できる環境にチーム力がプラスさ
れて初めて成果に繋がります。特に品質管理においては現実に妥協す
ることなく、変化を恐れずに発言し行動できる環境が不可欠です。

本講演では、仕組みやルールではなくチーム力の本質である人間関係
について、組織マネジメント改革を通して絶対に知ってほしい３つの
ポイントを解説します。

☆ ご講演のポイント ☆

■講 師：
NK総研 代表
活き活き組織構築支援
コンサルタント

せがわ ひろゆき

瀬川 裕之 様

☆ 瀬川 裕之様のご紹介 ☆

1988年 半導体メーカー等を経て現場改善コンサルタント会社に勤務
2010年 NK総研を設立
組織が独自に持つ当たり前のレベルを認知、向上する組織改革メソッド『活
き活き組織構築プロジェクト』（Autonomous Creativity & Activity-
Project)を開発。国内外に展開する。
現在は、日本産業カウンセラー協会の認定講師も務めながら、組織改革プロ
ジェクト支援、企業研修、講演、執筆活動など多方面にて活躍中。
著書「当たり前のレベルを上げれば組織は必ず強くなる～組織管理から組織
マネジメントへ～」ギャラクシーブックス
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玉穂南小学校

～電車を利用される方へ～
駅から「中央市コミュニテｨバス」がでております。

（行き）乗車時間 ６分 （帰り）乗車時間６分

09：17発 東花輪駅 17：53発 中央市役所玉穂支所

09：23着 中央市役所玉穂支所 17：59着 東花輪駅
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★会場★
中央市立玉穂生涯学習館

～お車を利用される方へ～
会場： 「中央市立玉穂生涯学習館」 住所：中央市下河東１-１

ＴＥＬ： 055-230-7300

指定駐車場： ①玉穂合同庁舎 ②玉穂総合会館 ③ふれあい広場南

の順の優先順位でご利用ください。
※中央市立玉穂生涯学習館には停められませんのでご了承ください。

山梨大学病院

至南アルプス
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③ふれあい広場
公園側 駐車場（約10台）

住所：山梨県中央市乙黒1-1

※生涯学習館まで

徒歩で約20分

②玉穂総合会館
駐車場（約20台）

住所：山梨県中央市河東620

※生涯学習館まで

徒歩で約 7分

①玉穂合同庁舎
駐車場（約30台）

住所：山梨県中央市成島2266

※生涯学習館まで

徒歩で約 5分

◎

中央市市役
所玉穂庁舎

(大)

文


