
2019

社員教育活動
全国研修・交流会
　　in 岡山

社員と共に、人間らしく 生きる

今、 中小企業に求められる
教育力と は何か

岡山県中小企業家同友会
〒700-0936 岡山県岡山市北区富田29

TEL： 086-222-7473 FAX： 086-225-3662

http://www.okayama.doyu.jp/

中小企業家同友会全国協議会
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-16 市ヶ 谷KT ビル 3F

TEL： 03-5215-0877 FAX： 03-5215-0878

https://www.doyu.jp/

ANAクラウンプラザホテル岡山
岡山市北区駅元町15‐ 1 Tel 086‐ 898‐ 1111

11.28木
13： 00～20： 00

11.29金
9： 00～12： 00

2019年

主催 設営

申込
締切

11 月 14 日（ 木）
※11 月 15 日（ 金） 以降のキャンセルは、 会費の全額を

ご負担いただきます。

会 費 20,000 円（ 懇親会費含む／宿泊費別途）
※消費税法基本通達 5-5-7 に該当する共同行事につき、

課税仕入処理は行わないよう お願いし ます。

会 場

同友会の社員教育のあるべき姿

各同友会の活動の成果・ 教訓を交流し 、 同

友会と し てのあるべき社員教育活動の姿を

確認し 、 今後の活動の展望を描く 。

労使見解と共に育つ関係

労使見解と 共育の関係を学び、 人

を生かす企業づく り の実践につな

げ、 労使見解に謳われる「 正し い

労使関係」 を築く 。

中同協50 周年

中同協設立 50 周年を迎え、 こ れまで学び、 積み重ね

てきた同友会の社員教育活動の意義と 理念を再確認し 、

教育機関や行政と の連携も深めながら、 地域、 同友会、

企業において共に育つ土壌づく り を進める契機と する。

本交流会開催の意義目的
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※お申込は所属の同友会事務局までお願いします。

※運営の都合上、スケジュールが変更になる場合がございます。予めご了承く ださい。

※本登録内容は行事運営のため中同協の管理のもとに参加者名簿等に活用し、それ以外に使用すること

はありません。

「 職場はあなたの晴れ舞台

―その舞台裏を支える経営実践と 人材育成」

（ 公財）操風会 岡山旭東病院 院長 土井 章弘 氏（ 岡山同友会常任相談役）

事務部次長 諏訪 仁一 氏

診療技術部次長・ 人材育成センター長 河村 武人 氏

1965年、鳥取大学医学部を卒業し岡山大学

脳神経外科に入局。その後、岡山国立病院・ 香

川県立中央病院勤務を経て、88年に岡山旭東

病院院長に就任。91年度から2011年度まで

岡山同友会代表理事。2011年、瑞宝双光章

保健衛生功労受章。

土井院長のもと 、1990年以来一貫して経営指針に基づく 理念経営を実践してきた岡山旭東病院。

しかし当初は職員からの反対も根強く 、業界では異端視されるなど、その30年に及ぶ歩みは決して平

坦なものではありませんでした。それらの障壁を乗り 越えて現在の「 共に育つ学習型病院」を可能にし

たのは、土井院長の経営者としての思いと職員一人ひとりの主体性を引き出す人材育成、そして全員参

加型の指針書づく りでした。同院の事例から、人材育成と企業づく りの関係について考えます。

「 共に学び、 共に育つ企業づく り をめざし て」

神戸大学 名誉教授 二宮 厚美 氏

1947年、愛媛県生まれ。京都大学経済研究

科修了。経済学専攻。大阪外国語大学助教授

を経て、神戸大学教授、現在は神戸大学名誉

教授。主な著書「 生活と地域をつくりかえる」

（ 労働旬報社）「 円高列島と産業の空洞化」（ 同

上）、他多数。

若者の就業観・ 労働観が大きく 変わりつつある現在、社員が自身の将来像を描きながら生き生きと

働き続けること ができる企業となるためには何が必要なのか。人間にとっての労働の本質、理想的な

労使関係のあり 方、経営者の役割とコミ ュニケーショ ンの重要性などについて二宮氏の講演から学

び、同友会がめざす「 共に学び、共に育つ社風づく り 」に不可欠な経営者の姿勢を深めあいます。

※本行事の模様を撮影・ 録音し、記載されたものを印刷物やインターネット 上で公開させていただく こと

があります。参加者の皆さまの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら所属同

友会事務局までご連絡下さい。
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オプショ ン企画

参加・ 不参加

2019 社員教育活動全国研修・ 交流会in岡山 参加申込書

オプショ ン企画のお申込締切も交流会参加申込期限と同日（ 11月14日）です。なお定員上限に達した場合は期限に関わらず締め切ります。

岡山同友会「 社員共育大学」 見学
県外からご参加の希望者を対象に、

交流会前日に岡山同友会の「 社員

共育大学」をご見学いただきます。

11月27日（ 水）17： 15～21： 00日 時

500円（ 当日お支払いいただきます）会 費

17： 15 事前説明会

18： 30 第21期社員共育大学・ 第7講見学

「 職場で求められるリ ーダーシッ プと は」

（ 株）ヤマシタ 代表取締役

山下 英一 氏

岡山国際交流センタ ー８ F

（ 岡山市北区奉還町 2-2-1）
※Ｊ Ｒ岡山駅運動公園口（ 西口）から徒歩3分

会 場

オプショ ン企画

定員25人

1日目
基調報告

2日目
基調報告

●社員教育委員会および

共同求人委員会の委員

●社員教育活動に取り 組む会員

参加対象 11月28日（ 木）

予
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

12： 00 受付開始

13： 00 開会 全体会・ 基調報告①

「 職場はあなたの晴れ舞台

―その舞台裏を支える経営実践と人材育成」

グループ討論

18： 00 全体会終了

18： 20 懇親会開始

20： 00 懇親会終了

11月29日（ 金）

9： 00 全体会・ 基調報告②

「 共に学び、共に育つ企業づくりをめざして」

グループ討論

12： 00 閉会

土井 章弘 氏

二宮 厚美 氏

オプション企画については
定員に達しましたので、
お申し込みを締めきりました。


