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１．参加お申込み方法
・申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お手数ですがＦＡＸにて送付願います。
・ホームページからのお申込みも受け付けております。（５月７日開始）
・申込締切日：２００９月６月１２日（金）
・定員になり次第締切とさせていただきます。お申込み時の締切状況はファミリ会
ホームページをご覧ください。
・申込締切日が過ぎましても定員に満たない場合は引き続き受付を行います。
申込締切日を過ぎてのお申込みの場合は、あらかじめお電話にて参加申込状況
を ご確認ください。
ファミリ会九州支部HP → http://jp.fujitsu.com/family/sibu/kyusyu/index.html

バランス感覚溢れる次世代リーダー
育成支援プログラムのご案内

２． 参加証・請求書の発行
・参加のしおりと請求書は、お申込日より１週間以内に受講者様あてに発送いたします。

３．参加料金のお支払い方法
・請求書がお手元に届き次第、指定銀行口座へお振込みください。
・開催日前日、６月２４日（水）までのお振込みをお願いします。
・なお振込手数料はご負担ください

銀 行 名 ： 西日本シティ銀行 福岡支店
口座番号 ： 普通 ０７５２３１９
口 座 名 ： ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会九州支部

参加対象

４ ． キ ャ ン セ ル 規 定

・ファミリ会九州支部会員企業の次世代を担うリーダーの方

研修形態

・参加予定の方がご都合が悪くなった場合は、事務局までご連絡のうえ、ぜひ代理の方
のご出席をお願いします。代理の方も都合がつかない場合は、キャンセル料を申し受け
ますので、何卒ご了承ください。
・開催７日前～開催日前々日（開催日は含まず）
・開催日前日 および開催日当日

参加料の ３０％
参加料の１００％

・１泊２日合宿研修

参加費用

・￥１１,０００／１名（内消費税 ￥５２３）
※２日間の食事・宿代含みます

参加定員

・３６名（１会員２名まで。但し定員に余裕のある場合は
３名様以上のご参加ができます）

開催期間

重 要 な お 願 い

・２００９年６月２５日（木）11:30集合 11：45開講
～２６日（金）17：00終了

事務所移転作業のため、お申し込みは5月７日以降にお願いいたします。
開催会場

参

加

申

込

先

・休暇村 志賀島（きゅうかむら

しかのしま）

http://www.qkamura.or.jp/shikano

ご質問・ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会九州支部事務局
岩崎・山下

TEL：092-411-6554 FAX:092-411-6433
e-Mail：family9＠sales.fujitsu.com

ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会
ﾌｧﾐﾘ会九州支部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもお申込みが可能です。
http://jp.fujitsu.com/family/sibu/kyusyu/index.html

Leadership Development Course
ファミリ会リーダーズフォーラム開催ポイント

ソフトパワーを磨く!リーダーシップ強化
ファミリ会九州支部では、バランス感覚溢れる優れたリーダー育成の助成と会員間
の交流を図る事により、ファミリ会支部会員企業様・団体様の活性化にお役に立ち
たいと考えております。

・テーマを絞り少人数で深く学ぶ事で、内容の理解を深めます。
・ カ リ キュラムに 演習を多く取り 入れ、単なる基 礎知識の習得に とどまらない
修了後職場での即実践を現実的なものとします。
・演習と交流会 により、普段仕 事で知り合う機会の少ない異業種や他地区の
方々 との交友を深める事により受講者の視野を広げる事ができます。
・富士通社内研修や、富士通グループ会社のセミナー実績の中から特に受講評価
の高い選定テーマ、講師をセレクトします。
・宿泊代・食事代のみのご負担で、市場価格７万円以上少人数制の実践的な
合宿研修を受講いただける、ファミリ会ならではのお得な企画です。

権威、命令などの手段を駆使するハード・パワーに対し、ビジョンやコミュニケーションなど魅力を駆使するソフト・パワー。
環境変化が激しく、多様な価値感をもつ部下を指導し、牽引しなければならない、現代におけるリーダーには、ハード・ソフトの2つの
パワーを的確に使う、スマート・パワーを駆使したリーダーシップが求められます。
本研修はチームとしての目標達成（マネジメント力）にフォーカスしたカリキュラムです。グループコーチングを学習し、様々な場面での
ファシリテーション能力を身につけることで、リーダーに求められる管理統率力を強化します。チーム全体の意見を引き出し、かつ、
それらを集約して共通の方針としてまとめ、全体の成果を最大化するために必要な技能を様々なワークショップを通じて習得します。

専門分野および教育研修実績
もりと

ナレッジネットワーク株式会社
代表取締役

ゆういち

森戸 裕一
裕一
森戸

経歴
第１回（2005年度）：２６名ご参加
第２回（2006年度）：３０名ご参加
第３回（2007年度）：３６名ご参加
第４回（2008年度）：３３名ご参加

チームマネジメント研修
リーダーのためのコミュニケーション
スキルアップ研修
リードマネジメント研修
リーダーが導く 自分と部下のキャリアビジョン

回を重ねる毎にリピーター企業様が増え、毎年内容の濃いリーダー育成プログラム
として好評のリーダー合宿研修です。

Ａさん（情報ｻｰﾋﾞｽ業）
会社が求める人間はリーダーであ
り、作業員では無いと思っている。
そういう意味で今後の自分の成長
に役立った

今回の学び
にも期待
しましょう

Ｂさん（流通業）
リーダーをロジカルに整理出来
たことが大きい。自分のやるべき
事が明確になった

1990年大手システム会社入社後、システムエンジニア、営業、教育
部門を経て、2002年に独立し、ナレッジネットワーク㈱を設立。
創業後は、全国の中堅・中小企業を中心に人材採用、人材育成、
情報化支援など経営支援に関わる分野で、全国でも群を抜く実績を
誇るコンサルタントとして活躍中。
特に全国展開している経営者セミナーでは、創業以来1000回を超え
る講演実績を持ち、その受講者は3万人を超えている。
また自らのブログで次世代リーダーについて熱い思いを寄せている。
「次世代リーダー育成の考え方」（http://knowledge.yoka-yoka.jp/）

Ｅさん（運送業）
参加者でひとりだけの異業種で
入りにくいのではと懸念してい
たが、そうではなかった。

時 間

カ リ キ ュ ラ ム

会場受付開始
JR博多駅前集合

送迎バス迎え

会場集合

事務局説明

11:30

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

13:00

環境変化とリーダーの
役割

・自己紹介、意見交換
・スマートパワーの台頭
・部下のモチベーションをあげ
る手法

14:00

マイクロソフト／日本ヒューレッド・パッカード／デル／富士通／
日本電気／東芝／NTT東日本・西日本／ソフトバンクBB／九州電力／
都市銀行／地方銀行／商工会議所／商工会連合会／
雇用・能力開発機構 ・・他多数

チームビルディング基礎

６月２６日（金）
時 間

会場集合

事務局説明

09：00
09：30

1日目研修の振り返り

※グループワーク

09：30

チームビルディング応用

・合意形成
・対立の解消
・リーダーとしての意思決定

12:00
昼食
13:00

・シミュレーション・ゲーム

効果的な会議
18:00

夕食

グループ・コーチング
基礎

・メンバーの価値観
・様々な視点でのディスカッ
ション

グループ・コーチング
実践

・グループ・コーチング実践

14:00

・会議の場づくりと進め方
・メンバーの意見を引き出す
には

16:00
16:00
17：00

まとめ

・研修の振り返りと学習を踏ま
えた目標設定/質疑応答

参加者懇親会

17：20
18：30

会場出発
JR博多駅前

送迎バスにてJR博多駅へ送り
解散

休憩、入浴
19:00

カ リ キ ュ ラ ム

08：50

14:00

個人情報の取扱いについて
本申込書に記入された情報は、今回のセミナー運用における会員間および富士通（関係会社、富士
通パートナー会社含む）との間における交流活動の目的のために利用させていただきます。
記入された内容についての照会、削除あるいは修正については下記までご連絡ください。
FUJITSUファミリ会事務局の個人情報保護ポリシーについてはこちらをご覧ください。
(URL) http://jp.fujitsu.com/family/privacy/
問い合わせ窓口 ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会本部事務局 TEL：０３－６２５２－２２５３

研修・講演実績企業

６月２５日（木）

昼食
Ｄさん（マスコミ）
意識を持つことが大事、部下
に見られている意識、ビジョ
ン・モチベーションが上がるよ
うな空気つくりが大切であると
学んだ

◆BUSINESS PROFESSIONAL SCHOOL 主宰
◆サイバー大学 ＩＴ総合学部 客員教授
◆著書：「人と組織が動く中小企業のＩＴ活用」（日経ＢＰ社）

※ 実習中心の内容です （ワークシート記入、少人数グループワーク、全体ディスカッション・・等）

10:30

Ｃさん（農水業）
研修は間があくことなく、
考えることが多かったの
で充実していた

・人材育成支援（組織情報共有化、戦略立案、リーダー育成）
・中小企業ＩＴ経営支援（組織改革、ＩＴ導入、セキュリティ）
・ベンチャー企業支援（企画、マーケティング、営業戦略）
・営業システム導入支援（販売戦略、営業システム構築）

※カリキュラムの詳細は変更が生じる場合がございます。 ※カリキュラム内のお食事は全て施設内でご用意します
※ＪＲ博多駅までの交通費は各自ご負担ください
※ご宿泊は原則４名様／１室の和室を予定しています

