寒い季節になりましたが、体調管理をしっかりして

カインズマンシップ通信

元気に仕事しましょう！

第22号

新年を迎え、皆さんまた気持 ですが、 「失敗を しな い」傾
ちを新たに 日々 の仕事 に取り組 向 は上 の世代からは物 足りなく
感 じられます。
まれ ている ことと思 います。
失敗をおそれ て行動せず経験
「去年 のミスや失敗を繰り返
さな い」そんな 目標をた てた方 を積まな い のではなく、 「失
も いるかも しれません。 日々、 敗を して注意されれば 何が 失敗
努力や 工夫を重ね ていても、と だ ったかが わか る」、 「言 っ
き に失敗とは してしま うも の … てもらえな いと気づ けな いこと
。
もあ る」と、考 えを切り替 え て
ひとくちに失敗とは い っても みるとど う でし ょう。
「や った失敗」と 「やらなか
注意されるうちは見込みが あ
った失敗」が あります。また、 ると いう こと。見込みが な いと
そ の人に経験値を残す失敗もあ 何も言われなくな ってしま いま
ります。そ こで、今 回は 「失
す。何も言われなくな っては終
敗」と 「経験を積む こと」に
わり。気づ かせ てくれた、と受
ついて代表にお伺 いしま した。 け止め て、まずは行動に移 して
今や交換 した名刺が、 引き出 みては いかが でし ょうか。
しい っぱ いにな るほど の代表。
また 一方 で、注意す る側に つ
そんな代表も、社会人と して いて考 え てみま し ょう。先輩社
員や上司 の立場 であ る人たちが
の新人時代には、 「営業 ツー
ルと して外部に見せ ては いけな 、 も っと後輩や部 下に注意 でき
い資料をお客様 に見せ てしま う るようにな ると職場も変わ って
」と いう失敗を した ことが あり いきます。そもそも、代表に直
接注意させ てしま うほうが、 よ
まず確 認 ——
兎
ま した。 ——
に角、確 認。失敗を身を持 って り相手を萎縮させると考 えた こ
経験 したから こそ得られる習慣 とはありますか。会議 の席など
でも、先輩社員や上司が自分 の
が どれだけ貴重な財産か …
、
代表 のお話を聴 いて学び直 した 役割や立場を意識 して注意 した
瞬間 でした。
世 の中、社 長 の肩書きを持 つ
方 々と言えども、初めからうま
く いく ことば かり ではありませ
ん。経営 面など 頭を悩ませたり
苦労す る ことが 多 いも のです。
そ してそれは代表も同じ。も の
づ くり の会社にと って 「商 品
力」が いかに大切か、皆さんは
わかりますか。
昨今、今 の若 い世代は、どち
らかと いえば 失敗をおそれ て動
かな い傾向 にあ ると言われ てい
ます。危険を察知す る のもよ い

サイクドウ
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～プライ ベート編 ～

●好 きなスポ ーツはなん ですか？
小 ・中ま では野球をや っていた。
高校時代は遠か った ので通うだけ
でスポ ーツ。ちな みに無遅刻 ・無
欠席。
見る のが 好きな のは フ ィギ ュアス
ケ ート。
ちな みにゴ ルフ歴は 二十年 以上
ですが 「好き ではな い 」
…と の
こと です。
女性社員が も っと参加 してくれ
るとゴ ルフにも熱が 入るかも？

皆さんも一風かわった好き・嫌いがありますか？

ほうが、 より場が まとまりやす
くなりますよ。
新人とは、 最初 に ついた上司
の背中を 見て、 そ の姿を真似 る
も の。社員 の中 では許され てい
る こと でも、直 していかな いと
いざ と いうとき社外 のお客様 に
もにじみ出 てしま うも のです。
失敗を失敗だ ったと気づ ける
のも経験、 それを気づ かせ てあ
げ られる存在 にな る のも経験 。
「行動す る こと」 「経験を積
む こと」 への代表 の想 いは、 こ
のカイ ンズ マンシ ップ 通信 のタ
イト ルでもあ る 「大 用現前 」
と いう言葉 に つなが ります。
～ 大 用現前 規則を存せず～
普段から積極的 に動 いて成功と
失敗を多く経験 している人 こそ
、常識的な ルールを超 え臨機応
変な対処が でき、 そ の能力を存
分 に発揮す る。また改め てカイ
ンズ マンノート の社 是も、併せ
てご 一読くださ い。
記事

●子供 にこれだけは絶対守 ってほ
しいことは？
うそを つかな いこと。
すぐにバレるも のの、驚くほど 巧
みなうそを つく ことが あ る。
年中注意 しては いるが、将来が
心配。上 の子は厳 しく しすぎ てし
ま い、 下の子は甘やか してしま っ
たと後悔。

●某筋 から鶏肉 は好 きではないけ
どケンタ ッキ ー ・フライド ・チキ
ンは食 べられると聞 きましたが？
鶏肉は好ん では食 べな い。
が、 ケ ンタ ッキ ー のチキ ンフ ィ
レサ ンドだけは食 べられるそう で
す。ちな みに 王道 のフライドチキ
ンはお好き でな いと のこと。
共感される方、 いら っし ゃいま
すか？

食べ物の好き・嫌いは本当に摩訶不思議ですね。牛乳はダメだけど、ヨーグルトはOKみたいな・・・。
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『救護訓練』
ＰＪ６危機管 理チーム 「 LinK
」で
す。
カイ ンズグ ループ では、危機管 理 の
観点から、年 間 四回 の防災訓練を行 っ
てま いりま したが、今期は これま で の
避難訓練だけ ではなく、消火活動や救
護訓練を行 い、 緊急時にも行動 でき る
スキ ルが身 に つく訓練を行う ことにし
ま した。
十月に消火器を使 用した訓練をお こ
な いま したが、 十 二月は全社員勉強会
の場にお いて、 三角巾を使 用した救護
訓練を行 いま した。
事前 に金 町消防 署水 元出張所 の方 に
ご指導 いただ いた避難救護責任者が 講
師となり、 止血方法や、 骨折時 の腕 の
釣 り方と い った 三角巾 の使 用方法を学
びま した。
この訓練には、高 一郎代表や 顧問 の
方 々も参加 いただき、 この機会とば か
りに社員たちは、 訓練に託け て、怪我
人役を押 し付け ここぞとば かりに 三角
巾を使 って縛り上げ てま した。
高 一郎代表もまんざ ら でもな い様 子
で訓練に参加され ており、 和やかな ム
ード で訓練は行われま した。
記事 カ ワグ チ

クリスマスパーティー

次号は社員旅行は外せないですね。皆さんからの体験談も聞けたらうれしいです。

新年会

一月 五日、 カイ ンズグ ループ の仕事
始め の日に、木曽路金 町店に て新年会
が 開催されま した。木曽路と言えば 何
と言 っても 「し ゃぶ し ゃぶ」 ですよね
。皆さん、 し ゃぶ し ゃぶは堪能されま
したか？
さ て、新年会 のゲ ームは 「クイズ Ｈ
ＩＧＨ＆ＬＯＷ」 でした。カイ ンズグ
ループ や親和会幹事に関す るクイズ を
出題し、 カイ ンズグ ループ の福 男 ・福
女を決め るべく戦 い、福 男は金 子代表
、福女は鈴木さんとなりま した。
冒頭 の親和会会 長あ いさ つで私 （山
本）が お約束通り （？）シング ルスー
ツ姿を披露させ ていただきま した。

人は生き ていれば 誰 でも失敗を します。
そ の失敗を 反省 し、 二度と同じ失敗を しな
い！と いう意識をも つことが 重 要です。ま
た若 いうちは許され ていた失敗も、年を重
ね ると共に許されなくなります 概
( ね社会
人になり経験が ひと順繰りした ３５歳ま で
だ ろうか 。)また 取締役など の要職に就けば、
社会的 にも公人となり尚 のこと 一つ 一つの
行動に責任が 求められるようになります。
そんな中、 最近 では自分 の行動に責任を持
たな い子供 じみた大人が増 え ている気が し
ます。年齢 に応 じた責任を負わず、 リ スク
を 回避す ると でも言う のでし ょうか。失敗
を しな い程度 の仕事 しか しな いと でも言え
ば いい のでし ょうか。
誰 しも間違 い のな い人生を送 りた いも ので
す。生活を揺 るが すほど のこと であれば 尚
のこと です。 しか しそ の責任に応 じて給与
にも 反映され ていく ことを理解 でき ていな
い人が あまりにも多 いです。そんな大人 の
後姿を 見て今 の若 い人たちは 「管 理職に就
きたくな い」と いうアンケ ート結 果にな る
のです。次から次 へと 入社す る後輩たち の
良き手本とな る先輩と して格好 いい後姿を
見せ ていきま し ょう！

かねこ
親和会
十 二月 三日、全社員勉強会 の後、 Ｕ
Ｐ小岩店 に てクリ スマスパ ーテ ィーが
開催されま した。偶然 （？）にも ３
年連続 でダ ーツバーで の開催となり、
ゲ ームは当然ダ ーツ大会 で大 いに盛 り
上が りま した。今年も激辛罰ゲ ームが
敢行されま した。
さ て、今年も金 子代表が 連絡を 取 っ
てくださり、 サ ンタさんが 来 てくれま
した。皆さん、プ レゼ ントはど う でし
たか？ 来年もサ ンタさんからプ レゼ
ントが もらえるように良 い子に過ご し
ま し ょう。
それ では メリー ・クリ スマス！

今号の裏面は、PJ6活動と親和会イベントの報告です。予告通り写真を多めにしてみました。どうですか？

『木 工教室』
ＰＪ６おせんべ ぇチームでは、今期
全 八回木 工教室を行 いま した。初め て
の試 みと して親 子木 工教室 ・お祭 り の
出 し物 の 一つと しても開催 しま した。
どちらも大変好評 で、 児童館 の方も喜
ん でいま した。各 児童館 によ って雰囲
気が 異なり、また メ モスタ ンド作り へ
の姿勢も違 いま した。小さ い子でも分
か るような言葉を使 い説 明す る のが 難
しか った です。女 の子 ・男 の子によ っ
て出来上が りが違 い、女 の子はカラ フ
ルで可愛らしいも のを、 男 の子はたく
さん穴 の開 いたも のを完成させ ていま
した。メ ッセ ージ カ ードも 「お小遣
いふや して」など 子供らしい内容 でし
た。 一番印象的だ った のが、やはり子
供たち の笑顔 です。完成 した メ モスタ
ンドを笑顔 で見せに来 てくれま した。
八回と いう非常 に多 い開催 ではあり
ま したが、皆様 のご協力もあり楽 しく
無事 に終 える ことが できま した。皆様
、ご 協力ありが とうござ いま した。引
き続き ＰＪ６おせんべ ぇを宜 しくお願
い致 します。
記事 シミズ

PJ6 活動報告

