新たな期が始まりました。良い成果が出せるように、

カインズマンシップ通信

皆さん頑張っていきましょう。
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カイ ンズグ ループ と して新 し
い期を迎え、皆さんもそれぞれ
の目標に向 か って日々努力され
ている ことと思 います。 目標に
追 われなが ら自分 の仕事 に集中
していると、ど うしてもそれ以
外 のことが 意識 の外に追 いやら
れが ち です。そんなとき、 少 し
ば かり の息抜き にカイ ンズ マン
ノートをパ ラパ ラと開 いて、 上
と 下の余白 にあ る数々 のお言葉
に目を通してみては いかが でし
ょう。と ころで、皆さんは これ
ら の 「訓 ・守り」、 日々意識
して過ご され ていますか。
今 回は、今ま でありそう でな
か った 「訓 ・守り」に対す る
思 いに ついて、代表に直接お伺
いしま した。
そもそも 「訓 ・守り」は、
ど のような経緯 で生まれた ので
し ょうか。 これ自体は、 ＰＪ１
１時代からカイ ンズ ノートに掲
載されるようになり、皆さん の
知る こととな った のが 発端 です
。あまりに膨大な量 です ので、
代表 一人 で考 えられたとなれば
き っと大変な時間を 要しただ ろ
うなと思 っておりま した。そ の
予想は当たらずとも遠からず。
これらは代表が 三十 二歳 でカナ
ック企 画 の社 長に就任 してから
、 日々社員を 見ては気づ いた こ
とを ノートに書き綴り、 長い間
蓄積 に蓄積を重ね てきた集大成
だ そう です。今も少 しず つ更新
され ていますから、 十 五年近 い
歴史が あ ると いう こと ですね。
さ て、 「訓 ・守り」 の内容
を 見ていけば わか る のですが、
本当に基本的な こと、社会人と
してあ る意味常識的な ことも多
く記載され ています。そ こま で
して書かなければ ならな い程 の
内容かと思う方も いら っし ゃる
かも しれません。 しか し、 私が
つい３年前そう であ ったように
、新 入社員、特に新卒 で入社す
る社員にと っては、 ノートなど
に文 面で書かれ ていなければ わ
からな いことも多 い のです。お
恥ずか しいこと ではありますが
、 私もカイ ンズ ノート の 「訓
・守り」 で初め て学んだ常識、
社会人と して の心構 えなどはた
くさんありま した。
では、新 入社員以外 の方 にと
っては いかが でし ょう。 入社時
にざ っと 目を通したき り、忘れ
ている方、覚 え ては いるが 実践
していな い方、 そもそも 一度も
目を通していな い方 ・・・人そ
れぞれ色 々な状態が 想定されま
すが、代表は何も新 入社員に対
象を絞 っているわけ ではありま
せん。カイ ンズグ ループ の 一員
であれば 誰 でも守 ってほしいと
いう思 いが 込められ ているから
こそ、普段 目に付くカイ ンズ マ
ンノート の余白 に毎年 記され て
いる のです。
「守り９ 会社 の郵便受け
のふたはきちんと閉め る。風が
強 いと郵便物が 飛ん でいく。」
単純 に、 ふたを開けたら最
——
後ま でし っかり閉め る。それだ
け のことが 言われ ています。 し
か し、 ふたが 閉まりき っておら
ず郵便物が 下に散 乱していたと
ころを代表は何 回も 目撃され て
いるそう です。ふたが 閉まりに
く いならば、 郵便受けを新 調し
たら いい のではな いか？と いう
意 見 ・・・これは 一見合理的な
ように思えます。 ですが、安く
な い費 用を割 いてま で取り替 え

るべきも のでし ょうか。 一人ひ
とりが そ の 一瞬、 少 し気を つけ
れば 済むだけ の問題な のです。
このように、ち ょ っと した心が
けや人と して当たり前 のことが
なかなか でき ていな いと いう の
も現実 です。水 元 の社 長席 の前
に、 「当たり前 のことを、 当
たり前 にや る。 これが け っこう
難 しい。」と いう言葉が 掲げ ら
れ ています。き っと誰 しも心当
たり のあ る こと です。
この機会 に、 カイ ンズ マンノ
ートを 一度読 み直 して、今 の自
分自身と 正面から向き合 ってみ
ま し ょう。自 ら進ん で行動す る
そ の姿は、必ず誰かが 見てくれ
ています。
記事 サトウ

● 守[り４９ ク
] ールビ ズはＮＧな
のですか？
一言 でク ールビズ ＯＫと言 っても
、 ク ールビズ の基準が 決ま っていな
いと各自 の判断とな ってしま い、自
分 （
代表） の許容範 囲を超 えた服装
で業務す る人が 出 てくる。おそらく
ど の会社 でもク ールビズ の服装基準
が 定ま っている。当社 では、 夏場に
上着 （
背広）だけは着なく ても良 い
こと であ る意味ク ールビズ と してい
る。営業職 でも業務中ネクタイを着
用していれば 上着 は着なく ても良 い
のだ 。ちな みに背広は高 いも のも安
いも のも似たようなデザ イ ンに見え
るが、唯 一個性を出 して着飾れると
ころが ネクタイ ではな いだ ろうか。
● 守[り６４ あ
] りがとうカ ードは
今 も残 っているのですか？
以前 のＰＪ の活動 でありが とうカ
ード の発行枚数を競 った ことが あ る
。そ の際 に半ば 強制 のような雰囲気
を感 じた ことが あり、 そ の後やめさ
せたかも しれな い。ただ、感謝 の気
持ちを 見える形 で伝えると いう当初
の目的自体は いいも のだと今 でも思
っている ので、また復 活させません
か。
● 訓[６８ 「
] 出来 ないなら出来 な
いと言 おう。代 わりはいくら でもい
る。」の意味 を教 えてください。
会社にはあなた の代わりに出来 る
人が います。 でもそ の仕事はあなた
に与えられたチ ャンスな のです。そ
してあなた自身 に コストが かか って
いる のも事実。チ ャンスを手放 して
何とも思わな い のですか。求められ
る人材になりた い のなら、 出来 るよ
うにな る方法を考 え て挑戦 してくだ
さ い。特に新人は期待値が 高 い のだ
から、すぐ諦めずに何 でも挑戦 して
ほしい。

･
･
･

・・・代表の造語です。皆さん、分かっていましたか？

何だね

「
訓・
守り」
Ｑ＆Ａ
● 「訓 ・守り」は今後も増 えて
いく のですか？
何か気づ いた ことが あれば 今も
メ モしている。増や していく こと
を考 え ているが、 カイ ンズ マンノ
ート のページ 数 の関係もあり思案
中。自分 の中 でもう この 「訓 ・
守り」は十分 でき ていると感 じれ
ば 外す こともあり得 るが、今はま
だ 早いと感 じている。

ちなみに[訓66]のKYR・KYNとは、空気読める(Kuuki YomeRu)、空気読めない(Kuuki YomeNai)とのことです。
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『かえ るとラクダ』

『Ｌｉ ｎＫ』

消火訓練実施！

１０月２１日に水 元に て防災訓
練 の 一環と して消火訓練を行 いま
した。金 町消防 署水 元出張所 の方
２名 に来 ていただき、消火器 の使
い方 に ついてご指導を いただきま
した。参加者は金 子常務、高倉 課
長、今成 ＧＬ、 山 口ＴＬ、 川 口Ｔ
Ｌ、 山本 の６名。訓練 用 の消火器
（消火剤 ではなく水が 出ます）
を使 い、実際 に水を
噴出させま した。
普段 目にす る消火
器 ですが、意外と
知らな いことが た
くさんありま し
た。後 日、社員に
も体験 してもらう
予定 です。

今号は文字が多くなってしまったので、次号は写真などを多く掲載したいと思います。

『にこざ る』

『カイ ンズ ウォーカー』

ＦＹ１７危機管 理チーム 「Ｌ ｉ ｎＫ」 の
ＦＹ１７カイゼ ン＋５Ｓチーム のリーダ ーを務めま
す、菅 野奈菜 です。チーム名は 「かえると ラクダ 」 リーダ ーを務めます川 口です。活動 目標と し
と致 しま した。 このチーム名 の動物には 【かえる → ては、地 震や火災、 サイバー攻撃や金融危機
、 取引先 の倒産、新型イ ンフル エンザ など会
変 える 改
→善す る】 【ラクダ 楽
→だ 効
→率 ＵＰ】と
いう意味を込め ております。今期は、 ５Ｓ活動や、 社を 取り巻く リ スクに備え、対策を事前 に立
改善提案活動を全従業員が自発的 に実践す る状態を 目 案 し事業継続 に速やかな対応が 取れる体制を
標と しております。 この目標を達成す るためには、ま 整 える ことを 目標と しております。
ず私たち ５Ｓチームメンバー各 々が ５Ｓ の基礎 ・知識 今期活動 の柱と しま しては、
を身 に つけ、学んだ ことを アク シ ョンプ ランを通して ①さまざ まな金融危機、 取引先や協力会社 の
皆様 に５Ｓ活動や改善 活動に積極的 に取り組ん でいた 廃業 ・倒産 に備え、 取引先判断基準や与信管
だけるよう試行錯誤しなが ら何事 にも 取り組ん でいか 理、経営状況 の把握等、事業を継続す るうえ
なければ なりません。そ の結 果が、身 の回り の業務等 で障害とな る事案 に対す る マニ ュアル の作成
を スムーズ 且 つ効率よく行 っていける ことに繋が って を いた します。
いく のだと私は考 えます。みなさま のお力添えを いた ②昨年 取得 した 【事業継続 マネジ メント シ
だきなが ら、 一層 の努力を重ね て参 ります ので、何卒 ステムＩＳＯ２２３０１】 の理解度を高め る
リーダ ー カ ンノ ため、勉強会 の開催や、簡 易 マニ ュアル の作
宜 しくお願 い致 します。
成を いた します。
③ イ ンフル エンザをは じめと した感染症対策
に取り組 みます。
チーム の合 言葉 であ る 「カイ ンズグ ループ
は、 私が 守ります。」を全社員が 言えるよう
活動 していく所存 であります。何卒よろしく
お願 い申 し上げ ます。 リーダ ー カ ワグ チ

始動！
ＦＹ プロジェクト

リーダー 決意表 明

･

ＦＹ１７産学連携 ＋社会 貢献 チーム
のリーダ ーを務めます、 大澤今 日子で
す。チーム名は 「おせんべ ぇ」 です
。老若 男女から愛されるチームを 目指
す為 に この名前 にしま した。今期は新
たに産学連携が 加わり、産学連携を通
して教 える側 のレベルア ップ を 目指す
こと、また社会 貢献 では参加 しやす い
仕組 みにす る為、ボ ランテ ィア休 暇規
定をボ ランテ ィア休 暇 出勤に変 更し
、 取得率 ５０％を 目標と しております
。はなはだ未熟者 ではござ いますがプ
ロジ ェクト活動を通してチーム全体 の
成 長に つなげ ていきた いと考 え ており
ます。そ のためには、皆様 のお力添え
が 必 要不可欠となります。何卒ご 協力
の程宜 しくお願 い申 し上げ ます。
リーダ ー オオサ ワ

『おせん べぇ』

ＦＹ１７ ニコニコ＋新人教育 のリー
ダ ーを務めます、 黒澤 です。チーム名
であ る 「に こざ る」は、今年 の干支
であ る申年、また 「猿」 の器用さ、
すば し っこさ、 世界をあ っと いわせる
天才肌 の側 面が あ ると ころ、災難が 去
るなど の由来から名づ けま した。私た
ち チームでは、新 入社員およびグ ルー
プ 社員が向 上心を持 って仕事 に取り組
め る環境 つくりをす る ことを活動 目標
と して活動 しております。社員 の皆様
が 笑顔 で業務に取り組 み、 そ して会社
全体が 明るく、前向きな環境 であり続
けられるように、 チーム 一丸とな って
努め てま いります。他 ＰＪチームと の
関わりも大切にし、 アク シ ョンプ ラン
を遂行 していく所存 でおります。まだ
まだ未熟な リーダ ーではござ いますが
、 周り の皆様 の知恵や知識を 吸収 しな
が ら成 長していきます。 １年 間を通し
て、皆様と共に前進 していきた いと考
え ております ので、今後ともご 支援、
ご 協力 のほど何卒宜 しくお願 い申 し上
リーダ ー ク ロサ ワ
げ ます 。
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新 しいプ ロジ ェクトチームが 発 足
ＦＹ１７グ ループ 広報 ・新卒採 用プ ロ
『ザビ９』
ジ ェクト のリーダ ーを務め る こととなりま し して最初 の大 用現前 です。今期 の
チーム のリーダ ー の多くには若手社
た。チーム名はひさびさ の復 活 「カイ ンズ
ＦＹ１７伝道師／カイ ンズ ノート／ １Ｓ のリー
ダ ーを務めます、佐藤 です。チーム名 であ る 「ザビ ウ ォーカ ー」 です。今期は広報活動に加 え、 員が 就 いてもら っています。まだ年
９」 （
読 み方 ：ザビナイ ン）は、伝道師 の象徴 であ る 新卒採 用 へ向 けた若者 の考 えを収集 し意識 し 数が それほど経 っていな い のに何故
？と思うかも しれませんが、
た 取り組 みも新たな テー マとな っています。
(?_?)
ザビ エル の名と、今期最大を 冠す るメンバー数 （９
人）を掛け合わせた名称 です。会社 の思 いを伝える役 地域 の人々 へ、 より幅広 い世代 へ、親 しみを 知らな いから こそ生まれる新 しい発
割を担 うチームと して、全社員が自 ら行動を起 こせる も ってもらえるように頭をやわらかく新 しい 想もあ るはず です。各 チームには ベ
仕組 み作りをす る ことを活動 目標と しています。大 用 アイデ ィアも 取り入れなが ら発信を続け てい テラン社員が おります。リーダ ーた
ちは存分 にやりた いことをや ってみ
現前とカイ ンズ マンノート の継続と発展に貢献 し、ま きます。今期 の合 言葉は 「周知心」。周知
た ＰＪ６全 チーム のサブ リーダ ーを擁す る身と して、 させようとす る気持ちをた いせ つに、 カイ ン て下さ い。や った失敗もあり、やら
各 チームが各 テー マに ついて、主体的 に全社員 へ指導 ズグ ループ の知名度向 上に努め てま いります。 な い失敗もあります。 しか し、や っ
でき る仕組 みを作ります。そ の先駆けと して、今期 一 カイ ンズグ ループ で起き ている こと、 取り組 た失敗は経験が 残ります。経験をど
大イベント であ る全 チーム勉強会を主催 します。まさ ん でいる こと、皆様 の日々 の活動ひと つひと んどん積んだも のが多くを 語る こと
に伝道 のチ ェーンをより強 固なも のにす る活動 ですが、つが 広報活動 の支 え です。伝えるべき ことを が できます。やらな い失敗 で多くを
伝えるべき相手 へ、伝えるべきとき に、 より 語る のはただ の御託並 べです。 一時
皆様 のお力が あ ってこそ の取り組 みでもあります。
９ の名 に恥じぬよう、初志 貫徹 の意 思を胸 に職責を よく広め ていけるよう精進 してま いります の 的 には注意される ことが あ ってもど
"
"
務め てま いります ので、今後ともご 協力 のほど宜 しく で、今後ともご 協力とご支援 のほど よろしく んどん経験を積ん でい って下さ い。
いずれ大きな評価 に つなが るでし ょ
お願 いいた します。
リーダ ー サトウ
お願 い申 し上げ ます。
リーダ ー サイクドウ う。頑張 って下さ い。
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今号の裏面は、毎年恒例（？）となりましたプロジェクトリーダーの決意表明です。各リーダーの意気込みに期待します。

