ハワイ研修旅行について

1． はじめに
社是・経営理念・行動指針の実現に向け、小松社長が先回りしてビジネス設定をされ、
時代背景の中で布石を打って待つということを順序とタイミングをみながら実践され、
創業以来 45 年を迎えました。
現在、門番・水神・研究所は新たな段階を迎え、クラウド時代の世界展開へ向けた新型
門番開発、工場空間価値創造ユニット、トルンプ社加工機、ACS 社シート裁断機、ピー
ベス社塗装ライン導入、ダイフク自動倉庫改修、3DCAD の導入、QR コードを活用した
IoT 化、PEC 協会の研修参加など改革・改善、風除室等への門番設置が進んでいます。
同時に場所を選ばない働き方に向けた環境整備の前段階として V-Cube 導入や大会議室
映像設備更新が進み、今後の働き方改革の世界展開モデルとなるよう、社是・経営理
念・行動指針に共感した方が世界中から是非自分も参画したいと集まってくる流れが生
まれようとしている段階にあります。今後はエクス社、あしたのチーム等とビジネスモ
デルの再構築、仕組みの見直し、新体制に向けた協議も始まっていきます。
日本ビジネスインテリジェンス協会中川氏より提供のありました、「2050 年の世界」に
激変する 21 世紀の行く末を見つめ、変化に対して迅速な対応と曇りない視力を獲得す
ることが私達を成功に導くと書かれています。行く末を見つめるためには、過去を振り
返り、現状を正しく認識し、そして今後の小松グループとして社是・経営理念・行動指
針の実現に向け、チームをつくり、チーム力を高め、一度しかない人生を楽しく生きる
ためのきっかけづくりとして小松社長より今回のハワイ研修旅行についてのご提案をい
ただき、社内外で 40 名が参加させていただく機会をいただきました。尚、今回の研修
旅行では活動資金を活用させていただいております。
2． ハワイ研修旅行社長アドバイス
1） 目的は「社是・経営理念・行動指針の実現、人生を楽しく生きる為」
2） 上記目的を実現するためのチームをつくる。
3） ハワイ研修旅行のプロセスを通じて目的を実現するためのヒントが生まれ、小松グ
ループの共有の財産となっていく。
4） 事業継承と発展
5） チームとして積極的にやっていく。
6） チーム力を高めるために生かす
7） チームとしてやっていくためのコミュニケーション力・リーダーシップ力の向上と
連帯感の強化
8） チームとしてやっていくための専門性と役割、責任の明確化
9） 本格的なグローバル社会を迎え、ハワイ研修旅行はグローバル会社への入口となる
よう広い視野で国内外、社内外に役員・社員の立場を生かして自分自身の居場所を
つくる。そのためには正直・誠実・素直でなければならない。

3． 研修旅行スケジュール

2017 年 6 月 5 日（月）~6 月 10 日（土）6 日間
宿泊先：ワイキキ・パーク・ホテル

日付

時間

出雲空港発

行程

6 月 5 日(月) 16:00 出雲空港集合
18:10 出雲縁結び空港から JAL チャーター便で出発
-------------------------（日付変更線通過）------------------------7:25
着後：入国審査後ホノルル市内へと移動
ホノルル市内観光
(ヌアヌパリ、イオラニ宮殿、カメハメハ大王像等）
夕食

ホテルチェックイン後、懇親会

6 月 6 日(火) 終日

パールハーバー観光
アリゾナ記念館献花、寄付 50 万円
18:30 夕食・聴き合い

6 月 7 日(水) 終日

チーム行動（オプショナルツアー）

6 月 8 日(木) 終日
夕食

チーム行動
懇親会（ディナークルーズ）

6 月 9 日(金) 午前 ホテルチェックアウト後空港へ
10:25 空港到着 JAL チャーター便にて帰国の途へ
6 月 10 日
(土)

-------------------------（日付変更線通過）------------------------14:45 着後：入国審査

4． 参加者一覧（社外：4 名、社内：31 名、その他：4 名）
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小松電機産業㈱
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小松
小松
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名誉団長
団長
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事務局
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総務部

宮﨑
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事務局
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情報システム
取締役

伊藤
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勉

事務局

小松電機産業㈱

西日本営業所
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英信

小松電機産業㈱

東京支社

角

小松電機産業㈱
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西日本営業所
代表取締役

阿部
久保
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隆治
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部長

十河

孝史

15

大昌㈱

取締役営業部長

藤原

進
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製造部

中村

良
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小松電機産業㈱

製造部

稲垣

博行
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小松電機産業㈱
小松電機産業㈱

設計技術部
西日本営業所

佐藤
木次

秋隆
哲也

小松電機産業㈱

製造部

井上

博登

小松電機産業㈱

情報システム

廣江

深

小松電機産業㈱
小松電機産業㈱

製造部
設計技術部

常陸
余村

辰徳
和彦

小松電機産業㈱

大阪営業所

金山

裕一

小松電機産業㈱
小松電機産業㈱

東京支社
情報システム

真野
伊藤

敏行
健太

小松電機産業㈱

製造部

坪倉

鉄平

小松電機産業㈱

製造部

金

小松電機産業㈱
小松電機産業㈱

西日本営業所
営業推進 G

脇田 浩二
川谷 真代

小松電機産業㈱

西日本営業所

杉原

正峻

小松電機産業㈱

営業推進 G

竹下

つかさ

小松電機産業㈱
小松電機産業㈱

製造部
製造部

石倉
髙橋

直輝
拓也

小松電機産業㈱

製造部

金元

祐樹

小松電機産業㈱

製造部

梅田

匡哉

小松
小松

光子
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小松

美佐子
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5． アリゾナ記念館について

アリゾナ記念館・攻撃時資料博物館

アリゾナ記念館は、アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島にある慰霊施設。1941 年に発生し
た大日本帝国海軍による真珠湾攻撃で、乗組員 1177 名のうち 1102 名が死亡し撃沈され
た戦艦アリゾナ及びその乗組員を追悼するとともに、真珠湾攻撃自体を記念する施設と
なっている。現在この施設は沈没した戦艦アリゾナの真上に建設されている。この真珠
湾攻撃を引き金に太平洋戦争が開戦され日米が本格的に第二次世界大戦へと参戦した。
記念館が建設されたのは 1962 年で、毎年 100 万人以上の人々が訪れている。記念館へは
ボートでのみ入ることができ、アリゾナ本体とは交差するような角度で上方に建設され
ている。記念館と陸上との往来や真珠湾攻撃の資料展示のほか訪問客への対応は、アメ
リカ合衆国国立公園局によって 1980 年に開設されたアリゾナ記念館ビジターセンターで
行われている。また、沈没したアリゾナは 1989 年 5 月 5 日にアメリカ合衆国国定歴史建
造物に指定された。

日本軍に撃沈されるアリゾナ

戦争への道博物館

ROAD TO WAR（戦争への道）と題して、アメリカと日本が戦争に入っていく過程を展示。

展示の最初で当時の各国の勢力図を表示。

真珠湾攻撃の日本軍の航路と、各ポイントでの出来事を展示

真珠湾攻撃の日本の空母「赤城」の模型を展示。

真珠湾攻撃のプランを立案した山本五十六についての説明。

USS ボーフィン潜水艦

ボーフィンは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級の一隻。1944 年 8 月 22 日、沖縄から
の学童疎開船「対馬丸」を撃沈した潜水艦。

ボーフィン潜水艦の魚雷発射台。

操舵室の様子。

船員の寝るベッドの様子。

アリゾナメモリアル献花（代表８名）

「WE WILL NEVER FORGET（私たちは決して忘れない）」と記された、沈没したアリゾナ
号の錨。
代表８名による献花の様子

セレモニー

寄付金（50 万円）贈呈の様子。

小松光雄常務による趣意書の朗読（趣意書英訳：白坂副団長）

名誉団長 小松千恵子氏とアルフレッド・K・ロドリゲス氏の握手の様子。

セレモニーに集まってこられた一般見学者（写真撮影もされていました）

戦艦ミズーリ号見学

ミズーリは、アメリカ海軍の戦艦。アイオワ級戦艦の 3 番艦。艦名はアメリカ合衆国 24
番目の州に因む。その名を持つ艦としては 4 隻目。当時の大統領であるハリー・S・トル
ーマンの出身のミズーリ州に因んでミズーリが選定された。日本軍によるパールハーバ
ー攻撃の２年後に造艦され、硫黄島、沖縄など、日本との戦闘に参加。第二次世界大戦
終戦時には日本とアメリカ代表ダグラスマッカーサーをはじめとする連合国の調印式の
場となった（その際、ペリーによる黒船が錨を下ろした場所と同じ場所に錨を下ろし
て、ペリーが日本に来航した時代のアメリカ国旗を掲げて調印式が行われた）。
朝鮮戦争後の 1955 年に一旦退役、その後、1984 年に再就航が決定し湾岸戦争にも参
加している。
1999 年からは、ハワイ州パールハーバーで記念艦として保存されている。

16 インチ主砲を艦の前後に備え、一発の発砲に 300kg 以上の火薬を使用、38km 以上の遠
方の目標を狙うことができる。このとき、次の砲弾を発射するまでの時間は約 30 秒で、
目的の補足からアナログコンピュータによる角度の計算、照準、砲弾装填などをこの時
間で終わらせるように訓練されていた。

日本と連合国の調印式での降伏文書のレプリカ
（右：連合国側降伏文書 左：日本側降伏文書）

戦艦ミズーリに特攻したカミカゼ特攻隊の説明書き。

カミカゼ特攻隊によりへこんだ戦艦ミズーリの甲板の様子。

この直後、戦闘機の主翼が甲板に直撃し、主
翼中の燃料が船長室前で火事を起こした。こ
の時、主翼と一緒に乗員の上半身も甲板に残
っており、ミズーリの乗員はこれを洗い流そ
うとしていたが、ミズーリの艦長は、遺体を
丁重に供養するように指示した。乗員はこれ
に反対したが、艦長は、「彼も我々と同じ兵
隊であり、崇高な志を持って祖国のために使
命を最後まで全うしようとした勇士である」
と言って、翌日に甲板にて乗組員全員で丁重
に葬儀を行った。この日本人が誰だったの
か、アメリカは戦後調査したが、現在でも正
確にはわかっていない。

アリゾナメモリアル（全員）

アリゾナメモリアルでの集合写真
なお、アリゾナメモリアルは予約ができず、当日もチケットを取るのが困難な場所との
ことで、当日は代表８名分のチケットしか確約できない状況だったが、農協観光 永島さ
んと現地ガイドの方のご尽力により全員がアリゾナメモリアルを訪れることができた。

アリゾナメモリアルの下に沈没したままの戦
艦アリゾナの上部と、一般の方により献花さ
れた花。

アメリカ合衆国ハワイ州アリゾナ記念館訪問
趣 意 書
人間自然科学研究所の30年の平和活動の中で、2005年にアリゾナ記念館を訪問、当時
の理事会長 ジョージ・E・サリバン氏の計らいで、献花・寄付をさせていただきました。
2013年9月に世界平和フィランソロピスト20人に選ばれ、カーネギーによって創設さ
れた、オランダ ハーグの平和宮（国際司法裁判所）100周年記念事業に招待いただきま
した。
この時出会ったオランダの芸術家 イングリッド・ロレマ氏は、カーネギー財団の依
頼によりベルタ・フォン・ズットナー（ノーベル平和賞女性受賞者第１号）像を制作さ
れました。ロレマ氏とカーネギーの曾孫であるリンダ・ソレル・ヒルズ氏の賛同を得て、
ズットナー像を朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国の国境にある板門店（国連管理地）
及びニューヨークの国連事務次長に就任された中満泉氏へ送り、ズットナーの念いが現
代に甦り平和の流れが始まることを願っています。
東洋・西洋両文明の恩恵を受けた私たちの世代が、核と情報インフラを背景にした究
極の対立から、※「和譲」を通じて共生の文化誕生を促し、人類進化への道筋をつけた
いと念じ、アリゾナ記念館に献花・寄付をさせて頂きます。
2017 年 6 月 6 日
小松電機産業株式会社 代表取締役
一般財団法人人間自然科学研究所 理事長
小 松 昭
夫
代読 アリゾナ記念館訪問使節団 団長
小松電機産業株式会社 常務取締役 小松光雄
※

「和譲」 ３つのソフトパワー（感情を加味した知恵、使命、会話力）と２つのハ
ードパワー（集団組織力、道理を実現するための方便）から全体の文脈の中で生ま
れる力をいう。聖徳太子の「和をもって貴しとなす」の「和」、二宮尊徳翁の「推
譲」の「譲」を組み合わせ、熊野大社宮司・出雲大社教館長 千家達彦氏がおつくり
になった造語に、お許しを得て小松昭夫が意味付けをした。

以下

３９名の氏名を明記する

アリゾナ記念館訪問使節団 （３９名 ）
名誉団長：小松千恵子
団 長：小松 光雄（小松電機産業株式会社 常務取締役）
副団長：白坂 芳子（小松電機産業株式会社 大阪営業所）
副団長：山本 悠太（小松電機産業株式会社 東京支社）
副団長：寺田 信宏（シートシャッター販売株式会社 代表取締役社長）
事務局：加藤かおり（小松電機産業株式会社 取締役）
事務局：宮崎 聖児（小松電機産業株式会社 総務部）
事務局：伊藤 圭佑（小松電機産業株式会社 情報システム）
Ａチーム
田辺
勉（小松電機産業株式会社 取締役）
足立 英信（小松電機産業株式会社 水神事業部）
角
純一（小松電機産業株式会社 東京支社）
阿部 哲也（小松電機産業株式会社 水神事業部）
久保 隆治（有限会社ニューテックス 代表取締役）
十河 孝史（シートシャッター販売株式会社 部長）
藤原
進（大昌株式会社 取締役営業部長）
中村
良（小松電機産業株式会社 製造部）
稲垣 博行（小松電機産業株式会社 製造部）
佐藤 秋隆（小松電機産業株式会社 水神事業部）
木次 哲也（小松電機産業株式会社 水神事業部）
井上 博登（小松電機産業株式会社 製造部）
廣江
深（小松電機産業株式会社 情報システム）
常陸 辰徳（小松電機産業株式会社 製造部）
余村 和彦（小松電機産業株式会社 水神事業部）
金山 裕一（小松電機産業株式会社 大阪営業所）
真野 敏行（小松電機産業株式会社 東京支社）
伊藤 健太（小松電機産業株式会社 情報システム）
坪倉 鉄平（小松電機産業株式会社 製造部）
金
有辰（小松電機産業株式会社 製造部）
脇田 浩二（小松電機産業株式会社 水神事業部）
川谷 真代（小松電機産業株式会社 営業推進Ｇ）
杉原 正峻（小松電機産業株式会社 水神事業部）
竹下つかさ（小松電機産業株式会社 営業推進Ｇ）
石倉 直輝（小松電機産業株式会社 製造部）
高橋 拓也（小松電機産業株式会社 製造部）
金元 祐樹（小松電機産業株式会社 製造部）
梅田 匡哉（小松電機産業株式会社 製造部）
Ｂチーム
小松 光子・小松 良雄・小松 美佐子

The Statement of Intent
of
Our Visit to the USS Arizona Memorial
During our 30-year activities of the Human, Nature and Science Institute
Foundation, we made our first visit to the USS Arizona Memorial in 2005 in good
offices of Mr. George E. Sullivan, Board Chairman, offering a wreath with some
donation,
In September of 2013, I was chosen as one of the 20 Philanthropists of the
Modern World and invited to the ceremony of the 100th anniversary of the Peace
Palace (International Court of Justice) in The Hague, Holland, built by Andrew
Carnegie.
Ms. Ingrid Rollema, a Dutch sculptress I met then, had created a statue of
Bertha von Suttner, the first woman laureate of Nobel Peace Prize, by the
request of the Carnegie Foundation. With the full approval and support of both
Ms. Rollema and Ms. Linda Thorell Hills, a great-granddaughter of Andrew
Carnegie, I am now planning to donate statues of Suttner by the same artist to
Panmunjom in the Korean DMZ and the U.N. office of Ms.Izumi Nakamitsu who
recently took office of Undersecretary-General in charge of Disarmament Section.
By doing so, we would like to revive the spirit of Bertha von Suttner in our
days to create a new trend of world peace.
Wishing to work as midwives to help create new culture of symbiosis which
leads us to the steady road of man’s evolution through the spirit of “wajo
(ideal give-and-take)*,” we would like to offer a wreath and make some
donation to the USS Arizona Memorial.
The 6th Day of June of 2017
Akio Komatsu
President, Komatsu Electric Industry Co., Ltd.
Chief Director, Human Nature & Science Institute Foundation
The statement read by:
Mitsuo Komatsu, Party Leader
Managing Director, Komatsu Electric Industry Company., Ltd.

※

Wajo: A kind of power which stems from the total context of the issue. It is
basically from the three kinds of soft powers (wisdom accompanied by feelings,
mission and dialectic power) and two kinds of hard powers (group power and the
power to practice reasons). It is a word originally made by Rev. Tatsuhiko
Senge, Chief Priest of Kumano Taisha Shrine and Head Priest of Izumo Taishakyo Religion. “Wa (peace/harmony)”is taken from Prince Shotoku’s “Harmony
is to be valued”and “jo (to give)” is from Ninomiya Sontoku’s “suijo (to
give spared things).” (Akio Komatsu modified the meaning of the word with the
approval and permission of Rev. Senge.

Honorary Party Leader: Chieko Komatsu
Party Leader: Mitsuo Komatsu
Deputy Leaders: Nobuhiro Terada, Yuta Yamamoto, Yoshiko Shirasaka
Executive Secretariats: Kaori Kato, Seiji Miyazaki, Keisuke Ito
31 other members:
A Team: Tsutomu Tanabe, Hidenobu Adachi, Junichi Sumi, Tetsuya Abe,
Takaji Kubo, Takafumi Sogo, Susumu Fujihara, Ryo Nakamura, Hiroyuki Inagaki,
Akitaka Sato, Tetsuya Kotsugi, Hiroto Inoue, Shin Hiroe, Tatsunori Hitachi,
Kazuhiko Yomura, Yuuichi Kanayama,Toshiyuki Mano, Kenta Ito, Teppei subokura,
Yujin Kim, Kouji Wakita, Mayo Kawatani, Masatoshi Sugihara,Tsukasa Takeshita,
Naoki Ishikura, Takuya Takahashi, Yuki Kanamoto, Masaya Umeda
B Team: Mitsuko Komatsu, Yoshio Komatsu, Misako Komatsu

6． 参加者所感
◇団長 小松光雄所感
出発前日にアリゾナ記念館訪問趣意書を複数用意して持って行くようにと社長から指示を受
けていたにもかかわらず、2 部しか用意していなく、幸い出雲空港内の事務所でコピーをし
てもらえたので事なきを得ましたが、指示を受けた段階でたくさん用意する意味、理由を確
認し、自分で納得してから物事を進めないと、効率が悪い上に周りの人に大変な迷惑をかけ
てしまう、場合によってはたくさんの人の生死を分けるような点での判断ミスにつながると
振り返って思いました。同じ頭ですることですので過去の振り返りが必要と感じました。
今回のハワイ研修旅行の大目的である、アリゾナ記念館訪問献花、訪問趣意書、寄付の目録
贈呈を行うということがありました。農協観光永島さんと現地ガイドを通じて、アリゾナ記
念 館 の 責 任 者 （ 女 性 ） の Alleen Utterdyke Vice President and Chief Financial
Officer と真珠湾攻撃の生存者の元兵士の方に趣意書を日本語と英語で発表させていただき、
趣意書、目録、寄付金を受け取っていただくことができました。名誉団長の母も、真珠湾の
生存者の方も双方車椅子のため、並んでいただいて、写真を撮っていただきました。生存者
の方からお礼に、自分のダイアリーを用意されていて、その場で名誉団長あてのダイアリー
には、Chieko Komatsu とサインしていただきました。この贈呈の際には大勢の観光客もこ
の贈呈の一部始終をご覧になっていました。名誉団長もしっかりとしてふるまっていただき
感謝しています。またこういう機会を与えていただいた小松社長に感謝しております。
最初アリゾナ記念館にわたるボートのチケットが、観光客が多く 8 枚しか取れなく、名誉
団長、団長、寺田社長、久保社長、十河部長、白坂副団長、角撮影担当のメンバーで、ボー
トでアリゾナ記念館にわたり献花をさせていただきました。その後は、戦艦ミズーリへ全員
で見学をしました。特攻機がミズーリに接触した場所が生々しく現在も残っているところを
見て、また写真には、特攻機が衝突する寸前が映っていました。結果的に機体は破損し特攻
隊員 2 名の遺体は、多くの米兵の反対を押し切って、勇敢な日本兵の操縦技術と日本兵とて
命令で行った行為であり、米兵と同じ水葬を行ったとの説明を聞き、戦争という極限状態の
中でのミズーリの当時の責任者の判断は、冷静沈着、これでは勝てるわけはないと思いまし
た。物事を緻密に論理的に組立、実行するときに情を加味するという社長からのことばを思
い出しました。逆の立場で日本軍は米兵をそこまで丁重に扱っただろうかと考えさせられま
した。ミズーリ見学が終わって昼食時に、アリゾナ記念館見学の切符が永島さん、ガイドさ
んの努力で全員取れたとのことで、結果的に全員アリゾナ記念館訪問ができて喜びました。
この後、合同夕食会の後、副団長、事務局を中心として計画をされていたグループミーテ
ィングが行われ、自主的に行動をしてもらい、結果として全員元気に研修旅行を終え、帰国
できたことを大変感謝しております。永島さんには名誉団長にも常に気を配っていただきあ
りがたかったです。名誉団長には最終日のホノルル空港へのバスの車内で、全員に対しての
お礼の挨拶をしてもらい、誰も感激しておりました。今回の研修旅行では最初から最後まで
名誉団長の車いすを押しながら、母の偉大さを感ずるとともに、家内に対しても感謝の気持
ちでいっぱいです。
大変すばらしい機会をいただいた小松社長ありがとうございました。

◇SS 販売㈱ 寺田信宏副団長所感
平素は何かとご高配をいただき誠にありがとうございます。
小松電機産業の皆さまと今後の門番について意見を交換したく、門番に対する考え方や仕事
に対する姿勢や思いなど、様々な考えを聞かせていただく絶好の機会と思い参加をさせてい
ただきました。普段話す機会の少ない水神の方々や工場で勤務されている方々と接すること
が出来るこの機会を作っていただき御礼を申し上げます。
また、日々の業務の多忙さから、所感の提出が非常に遅れてしまいましたことに対し、心よ
りお詫び申し上げます。

こうして振り返ると色んな場面が思い浮かび、その時々に思った事や考えさせられる事が
多々あります。
その中でも印象に残っているのは、2 日目の夕食後の懇親会です。
「チームづくりについて」というテーマで少しお時間をいただき、しゃべらせていただきま
した。
私が話している間、小松電機産業の社員の方々は真剣に話を聞き、その熱心な姿に私も時間
を忘れ、そしてテーマからも外れて門番の事を熱く語らせていただいたのをよく覚えており
ます。若い社員の方からは、その後も「もっと話を聞かせてほしい」「質問いいですか」と
積極的に接触してもらい急遽、ホテルの部屋で聴き合いの続きをさせてもらいました。
〇参加者
小松電機産業（梅田殿、高橋殿、石倉殿、真野殿、金山殿、川谷殿、竹下殿、白坂殿、角殿）
ニューテックス（久保社長殿）、弊社（寺田、十河）
一つの部屋にこれだけの人数が集まりました。
ベッド 2 台を久保社長殿と角殿が壁に立て掛け、床のスペースを作っていただき即席の会議
ルームが出来上がりました。お二人には、夜遅くにも関わらず大変な作業と部屋を提供して
いただき、ありがとうございます。
今後、門番はどうすればもっとよくなるのか、ストロングポイントとウィークポイントを混
ぜながら皆で聴き合いをしました。小松電機産業側からの意見（川谷殿と竹下殿の窓口をや
っていて思う事など）やシートシャッター販売からの意見、そして久保社長殿からは、施工
に関することと現場で感じた意見を出してもらいました。
食い違いの意見をぶつけ合い、その打開策を各々が出し合うという、とても前向きな聴き合
いとなりました。
特に印象的だったのは、小松電機産業の若手男性 3 名（梅田殿、高橋殿、石倉殿）です。
ただ、我々の話を聴いているだけではなく、自分達の将来ビジョンを持っておりそれを臆す
ることなく皆の前で発表したことです。打開策の中に自分も貢献したいという気持ちの現れ
だったと思います。
彼らは『島根を飛び出し、もっとお客様の近くで仕事をし、勉強をしたい』『学んだ事を本
社へ持ち帰り先輩達と相談しながら製品開発に役立てたい』『力不足かもしれないが外で学
ばせて欲しい』と強く希望しておりました。
これほど門番の事をそして会社の事を思って語る若い彼らの一言一言に胸が熱くなりました。
思いが込み上げてきて、目頭が熱くなったのを覚えています。
シートシャッター販売として、『彼らのために何が出来るのだろう』『熱い気持ちを絶やさ
ないようにするには、どうすればいいのか』・・気がつけばそういうことばかりを考えてい
ました。
彼らの思いが成就した時、きっと門番にとって貴重な財産になると感じました。若手の熱い
気持ちは、良い刺激になります。負けられない気持ちになります。
角殿、白坂殿、真野殿、金山殿はこの話を聴いてどう思ったのか？
また、この事をベテラン社員の方々に伝えたとき、どう思い、どう行動を起こすのか。
そんなことにも興味が湧いてきました。
寿司詰め状態の部屋に集まった聴き合いは、終わりのない聴き合いとなり、途中、角殿の昔
活躍した自慢話を挟みながら、夜中 4 時ごろに一旦お開きとなりました。
話しは変わりますが、ご存知の通り門番は、お客様の困っていること、悩んでいる事など問
題点を解決してくれる製品です。

言われなくてもわかっているという人が大半だと思います。
しかし、この「困っている事」や「悩んでいる事」に気づくことが出来ない人は、おそらく
多いのではないでしょうか。
身の回りの人たちの普段の何気ない行動や言葉、様子などを少し注意深く観察してみると大
体の人は、何かに困っていたりするものです。
この研修旅行中も、ご高齢の小松社長のお母様の事や体調が優れない様子の小松良雄様の事
を、気に掛けて見ていた人は何人いたでしょうか？
炎天下の中アリゾナ記念館へ行った時、熱中症のような症状で体調を崩されていた様子を見
て、見て見ぬふりの人が・・。
久保社長殿が係の人を呼びにいき、数名が声掛けをする。
また、小松常務をはじめ小松社長殿の身内の方々は英語が話せないため、食事や買い物など、
どこにも行けてないのではないか、と気に掛けていた人はどれだけいたでしょうか。
真っ先に気に掛けて、私たちと久保社長殿に頭を下げ「最終日一緒に付いて来てほしい」と
頼みに来られた白坂殿。
私たちと白坂殿、そして川谷殿、竹下殿、真野殿、常陸殿、中村殿、角殿、皆行きたいとこ
ろや、やりたい事があったと思いますが、最終日の予定を急遽変更して皆でショッピングへ
とお連れすることに決定しました。快く賛同してくれる人たちに、また胸が熱くなりました。
ショッピングモールでは、各自一旦解散となりましたが、小松常務殿、良雄殿の奥様方のご
希望もあり、昼食時に皆でパンケーキを食べると約束をして、待ち合わせをしました。
時間がきて、皆で目的地へ進むが、なぜか十河が先頭に立ちます。
来たこともない土地で先陣を切って歩く速度はまるで目的地に一度来たことがあるかのよう
な、そんな速さでどんどん進んでいく。
「そうか！調べてくれていたのだ」と皆疑うこともなく付いていきますが・・数分後、当然
のように道に迷う。最悪でした・・。
炎天下の中連れ回わされて、ふっとアリゾナ記念館の事を思い出しました。目的地を調べよ
うにも地図も案内板も無く八方ふさがりでした。
しかし、この窮地を救ったのが、川谷・竹下ペアです。
ネットの力を最大限に駆使し、スマホで道案内を始めてくれました。十河のミスを帳消しに
してくれる彼女たちの働きに、十河に代わって心からお礼を言いたいです。
『ありがとう！本当にありがとう！』
一つ舵取りを間違えると、とんでもないことになってしまうのだなと経営者として実感した
出来事でした。
そして、そのミスをきちんとフォローしてくれる、そんな従業員に囲まれて一緒に仕事がし
たと強く思った瞬間でした。
あの時そこに居合わせた皆のチームワークは、本当に素晴らしかったです。
話が脱線してしまいましたが、門番というのはお客様の困っていること、悩んでいる事など
問題点を解決してくれる製品です。
今回の研修旅行中に起こった出来事はほんの一部ですが、自分の能力で周囲の人を助ける
ことが出来れば、一番良いことだと思います。例え、助けてあげられなくても、一緒に悩ん
だり、相談に乗ってあげられるそんな人間味のある経営者になりたいと再確認させていただ
きました。
また、困っている人を自然に助けたり相談に乗ってあげたり出来る社員を一人でも多く育て
たいと思いました。
今こうして、私たちシートシャッター販売が門番に携わることができているのも、小松社長
殿をはじめ社員の皆さま方、施工業者様、販売店様のおかげでございます。
この事を感謝するとともに、大きな目標を達成するため、施策を着実に実行していきます。

経営者としてはまだまだ未熟者ですが、『門番を No1 にするぞ！』という強い気持ちを持っ
て、そして同じ思いを持った人たちと協力し合いながら、これからも日々精進してまいりま
す。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

◇㈲ニューテックス 久保隆治社長所感
この度はハワイ研修旅行に参加させていただき、誠にありがとうございました。
今回のお話しを頂いた時は工事のスケジュールの調整が困難である為に御断りさせて頂こう
かと思っていましたが、当社のみんなの後押しもあり参加させていただきました。
実際参加させて頂いた中で自分自身、沢山の得る事や再認識する事がありました。
普段あまり接点の無い水神チームの方の納入事例や設計のエピソードなどを聞けたり積極的
に若い方々がお話しをして頂き、皆さんの前向きな意見を聞く事が出来、具体的な話を聞い
ていると、しっかりとした考えを持ち共感する所が多数ありました。
将来やりたい事や、これから多くの経験を積んで行きたいという前向きな意思や製造部、開
発の方の品質の向上の意識など興味深い話しを色々お聞きし、私自身の仕事に対する考えを
再認識させられました。
チーム作りの大切さを話す中で、門番取付け施工の仕事でもお互い助け合い、また自分の力
を発揮し、お互いの気持ちを理解する事でより良い仕事が出来る事など深く感じる事が有り
ました。
アリゾナ記念館訪問献花、食事、オプショナルツアーやショッピング、各部署の改善の話し
合いに参加させて頂いた事など同じ価値観を共有し楽しくコミュニケーションをとり行動出
来た事でチーム作りの大切さや人に対する思いやりを感じられた。
今回参加させて頂いた経験を活かし更に大きなチームを作り発展させ仕事に対する
『楽しさ』『達成感』を常に感じられる職場作りに活かしていきます。
アリゾナ記念館訪問、献花、趣意書寄付金の贈呈では皆様と参加させて頂き、平和は日常当
たり前になっている中、改めて平和の尊さを参加者の皆様と共感出来た事が非常に良かった
と感じた。貴重な体験、また特別な配慮を頂き誠にありがとうございました。
改めて、小松社長様はじめ参加者皆様、研修旅行中に仕事のフォローをして下さった方々に
感謝申し上げます。

◇SS 販売㈱ 十河孝史部長所感
この度はハワイ研修旅行に参加させて頂き、誠にありがとうございます。
外部の人間にも関わらず声を掛けて頂いた小松社長初め小松電機社員の皆様方に深い感謝と
御礼申し上げます。
このハワイ研修旅行中には日頃話す機会が少ない水神ﾁｰﾑの方々や、工場勤務の方々、また大
昌の藤原取締役と話しが出来た事は大変貴重で良い経験になりました。また、小松名誉団長
の元気さにも驚かされました。
94 歳と言う年齢にも関わらずハワイ研修旅行に参加され、出雲空港に到着した際の元気な姿
に感心させられました。
小松常務初め、千恵子様、良雄様、美佐子様方にもハワイ期間中は良くして頂き、改めて御
礼申し上げます。
ハワイ研修旅行期間中特に印象に残っている事を 2 つ書かせて頂きます。
① アリゾナ記念館訪問及びミズーリ乗船
アリゾナ記念館に訪問させて頂き、献花、趣意書及び寄付金の贈呈と参加させて頂き、戦
争の悲惨さを改めて実感しました。

ミズーリ乗船の際にアテンドをして頂きましたミドリさんからミズーリに日本軍の特攻機が
衝突、船上に落ち、上半身しかない日本軍パイロットの遺体があった際、米軍の乗組員は遺
体を海に捨てようとした、しかし、ミズーリの船長は『彼も国の為に戦った勇士だ、皆で水
葬しよう』と乗組員を説得し、手作りの日本国旗を作り皆で水葬したと聞きました。
戦争と言う過酷な精神状態の中でも日本軍のパイロットを思う器の大きさに感激し涙が出そ
うになりました。
② 若手社員のやる気、態度
研修旅行中の会食やその後の懇親会時に工場で勤務されている若手社員の方々と話しをする
機会がありました。その中でも梅田さん、高橋さん、石倉さんと多く話しをしましたが、3
名の話しを聞く態度や姿勢、質問時、話しを聞いている時の真剣な目に感心させられました。
また、皆が自分の意見を持っており大変感銘を受けました。
是非、小松電機の先輩方も彼らの意見を聞いてキャリアアップの方向に導いてあげて欲しい
と思います。
4 泊 6 日と長いようで短い研修旅行でしたが、いろいろな方々と接し、いろんな物に触
れ、いろんな景色を見て自分としても有意義で勉強になりました。ホテルの部屋が一緒だっ
た常陸さんとは朝方 4 時半まで語り合い、旅行を盛り上げて頂いた真野さん、段取王の白坂
さん。その他の方々も色々と気に掛けて頂きました。
何事も一人では限界があります。周りに協力してくれる仲間がいる、それがチームになり強
くなる。これからも『チーム門番』として皆で協力し門番拡販の為に努めて行きたいと思い
ます。
小松電機産業の皆様を初め、施工店様、販売店様と協力し、助け合いながら精進しますので、
皆様これからも宜しくお願い致します。

◇大昌㈱ 藤原進取締役営業部長所感
今回、小松電機産業様のハワイ研修旅行に参加させて頂き本当に有難うございました。
小松電機産業社員の皆様、並びに協力会社の皆様とのコミュニケーションの機会を与えて頂
いたことに大変感謝いたします。今回の研修で感じたことは、社是・経営理念・行動指針の
実現に向け、社員様の努力されておられるところがとても勉強になりました。特に社内 LAN
による掲示板や V-Cube を使った情報の共有については、報告・連絡・相談の徹底に対する
意識向上に大きな効果があると感じました。またグループ内外へ行って、職場体験から周り
を知る機会があると聞いて、私もシートシャッターを販売していくうえで、小松電機産業様
の製造現場で修行させて頂き、シートシャッターの構造・特長を体で覚え今後の販売活動に
生かしていきます。小松社長様この度は本当に有難うございました。

◇副団長 白坂芳子所感
この度はハワイ研修旅行に参加させて頂き、誠に有難うございました。1 週間という長期に
わたる旅行だったため、今回参加されなかった方々にその間の業務を滞りなく遂行頂きまし
たことも重ねて感謝いたします。有難うございました。
2 日目のアリゾナ記念館訪問は非常に心に残る行事でした。展示ルームと真珠湾攻撃につい
ての簡単な映画を見た後、実際に攻撃を受けて沈んでしまった船を訪れ献花を行いました。
ホノルルの街中にはアジアからの観光客が非常に多かったのですが、ここには多くのアメリ
カの方たちが訪れていて、特に若い方たちが真剣な表情でツアーに参加されている姿が印象
的でした。船上での献花の際や寄付贈呈のセレモニーでは、一般のアメリカから来られた観
光客の方たちが私たちの姿を撮影されていて、日本人として敵意の的にされているというよ
うな空気の重さはなく、共に歴史を認識した上で未来を歩んで行こうという比較的フレンド

リーな雰囲気を感じました。何かしらの意図を持ったモニュメントを新たに造るのではなく、
沈んだ船をその時の状態で残し、その歴史をありのままにモニュメントにして公開するとい
う記念館の作り方が、アジア人の感覚とは異なるものに感じました。
その他の日は、それぞれグループや個人でいろいろな場所に行き、いろいろなアクティビテ
ィーを体験させて頂きました。オプショナルツアーに参加し、ビーチや潜水艦での海底見学
を楽しんだり、ショッピングモールで買い物をしたり、またハワイの伝統的なショーを堪能
したりと、皆さんそれぞれに日常とはまったく違う時間を過ごされ、感性を磨かれていたと
思います。わたくしもいろいろな場所に行かせて頂き、現地の方たちともお話することも多
かったのですが、やはり長く英語に触れていなかったこともあり、ヒアリング力が相当落ち
ていることに気付かされました。過去に身につけた語学力をどんな時にでも活かすことが出
来るよう、普段から学ぶという姿勢を忘れずにいなければならないと痛感しました。
社外から参加頂いた方たちとは、特に若い社員の皆さんが積極的に交流を持っておられるよ
うでした。製造部の梅田さん、高橋さん、石倉さんに至っては翌朝オプショナルツアーで早
朝出発だったにも関わらず、夜中まで社外の方たちとのミーティングに進んで参加され、ニ
ューテックスやシートシャッター販売の方たちも、こんなにも積極性を持った若い方たちが
おられ、是非今後も互いにコミュニケーションをとっていきたいと、深く感銘を受けておら
れました。わたくし自身も恥ずかしいことに、本社の若い方たちの中には名前と顔が一致す
らしていない方たちもいたので、今回の研修旅行をきっかけに、もっとこちらから積極的に
話を聴く機会を持たなければならないと思いました。
最後に、今回は副団長という役割を任せて頂いたにも関わらず、旅行前の準備、また旅行中
の様々な段取りについては不備が多く皆様にはご迷惑をおかけしたこともあるかと思います。
その件に関しましてはきちんと振り返りを行い、今後に活かせるよう行動してまいります。

◇副団長 山本悠太所感
この度は、通常業務期間中にも関わらず海外研修旅行の機会を頂き誠にありがとうございま
す。この様なチャンスを頂きました小松社長に感謝申し上げます。
また、業務期間中という事もあり研修旅行に参加されなかった社員の皆様におかれましては
業務のフォローをして頂き誠にありがとうございました。
今回のハワイ研修旅行を通じてコミュニケーション能力、チーム力、リーダーとはという事
に関して改めて、体験と同時に考えさせられた研修となったように感じます。
日々の日程についてですが、初日に訪問させ頂いたヌアヌパリ、イオラニ宮殿、カメハメハ
大王像についてですが、ヌアヌパリでは高台から見下ろす眼下の風景の雄大さに驚きを覚え
ましたが、過去の歴史を知ってみることで大きく違って感じることが出来ました。
現在は、観光地として大勢の方が来られておられましたが、その当時、激しい戦いの中で多
くの犠牲があったことを思い浮かべると単純に綺麗という言葉だけでは語れないと思いまし
た。また、夕食の際には、農協観光永島さんの今回のツアーの企画の件や様々な企画につい
て人員の確保等のご苦労のお話をお伺いする事ができました。様々な工夫をすることで多く
の応募が来るのかという事を考えられていると感じました。
2 日目は、アリゾナ記念館訪問、戦艦ミズーリの見学をさせて頂く事が出来ました。記念館
では、まず初めに感じたことは日本人を見る目でした。私だけかもしれませんが、決して友
好的な視線だけだったと思うことが出来ませんでした。それぞれの思いがある中の訪問であ
ったいう事を感じました。また、今回の訪問を通じて改めて知る事になりましたが、戦艦ア
リゾナと戦艦ミズーリは向かい合うように設置してある事、戦争の始まりの象徴（戦艦アリ
ゾナ）と終わりの象徴（戦艦ミズーリ）を置く事でより大きな意味を持つことを教えて頂き
ました。また、調印締結に関しても東京湾で行われた事、その調印式についてもペリー来航
の場所であったことや星条旗の星の数もその当時の個数であったことなど、すべて計算され
ていたことを知り、歴史について本質を知らなければいけないと改めて痛感致しました。ま
た、記念館館長と名誉団長の握手のシーンについては周りギャラリーの方もおられ考え深い

握手になったと感じました。共に戦争を生き抜いた方々が記念館という場所でお会いする事
の意味や重要性について、日本人として誇りをもって生きていくために歴史を知り行動に起
こすことが大切であると改めて感じる事となりました。
3 日目、4 日目のフリータイムについては各人でオプショナルツアーを選択しチームで行動
する機会があり改めてチーム力、コミュニケーション能力の重要性を感じるきっかけとなる
事となりました。ツアーの中で時間に余裕が出来たのでハワイにある出雲大社に訪問する事
をチームで話し合い実際に訪問する事が出来たことや、翌日に関してもプランを作成し観光
地を訪問する事が出来たことは大切な経験となりました。通常では体験できない事が多く、
バスに乗るだけでもどこ行きのバスかどこで降りるのか等チームで話し合い、運転手の方や
乗客の方にお聞きするというコミュニケーション能力も必要となる事もありました。また、
実際に訪問先に行けた際の達成感などチームであったから出来たこともあり、同じ思い、目
的、目標に対してどのようにアプローチをするのかという事、問題があった際にどう対応す
るかなど非日常であるから経験できたことも多くあったと感じました。また、夜の食事の際
には今回研修旅行に参加された社外の方々からチームとは、起業した理由、仕事が楽しい理
由をお話しして頂き、思い、熱意、考え方についてしっかりと芯をもって行動されていた事、
会社人ではなく社会人という事の自覚、目的、目標の達成のために決してあきらめないとい
う事。同じ思いに賛同された方が集まり起業されたことなど今後の私達にとって貴重なお話
をお聞きする事が出来たと感じました。
ただ、今回の研修旅行で自分自身の役割について理解し行動出来ていたかと振り返った時、
反省すべき事も多くあったと思います。
しかしながら、皆様のフォローがあったことに対して改めて感謝するとともに今後の業務に
この経験を活かしていかないと思います。
改めて、皆様に感謝申し上げます。

◇情報システム部 廣江深所感
6 月 5 日から 10 日までの 5 日間、ハワイへの研修旅行へ行かせていただきました。まずは出
勤日にも関わらずハワイへ行かせていただいていること、そして残って業務を行っていただ
いている方々に御礼申し上げます。
現地時間の早朝、ハワイに到着して、まずはガイドの方に説明していただきながらハワイの
市街地を観光いたしました。最初はヌアヌパリ展望台へ行きました。ここへ向う道中は豊か
な緑に包まれた山々が連なっていましたが、ガイドの方の説明によるとこれらの木々は全て
オーストラリアなど別の大陸から持ち込まれたものだということで、それまでは植生の貧し
い島だったということでした。そう言われて見てみると山々の形も日本の山とは全く異なっ
ており、山というよりも切り立った岩という感じで、表層は土が少なく岩が殆どでした。こ
ういった特徴は火山活動が活発なハワイ諸島独特なもので、同じように緑豊かでも、自然と
そうなっていた日本と、わずか１００年ほどの間に人々が意図的にそうしていったハワイと
ではプロセスが全く異なるのだと感じました。こうした、そこにあった自然を人々の力で変
えていく力、意思は、岩山をきり開いた須藤弥兵衛の切り通しにも繋がるものがあるように
感じました。
また、目的地のヌアヌパリ展望台は実際に立ってみると風は強く、高さも非常に高い場所で、
この地でこの場所から落ちて多数の死者を出した戦争が２００年前に行われ、２００年後の
現在の、統一されたハワイ州へと繋がる原点だと考えると感慨深いものがありました。私た
ちの現在の生活にしても様々な歴史的プロセスを経て現在があるということを知っているの
と知らないのとでは、普段の業務にしてもプライベートにしても全く異なったものになるよ
うに感じました。
次はナショナル メモリアル セメタリー パシフィックに行きました。広い面積にアメリカの
ために戦った戦没者が慰霊されており、一部には第二次世界大戦で日系二世だけで編成され
た部隊の戦死者の区域もあり、多くの花が置かれていました。こういった場所というのも、

ヌアヌパリ展望台や自然の植生等同様、現在の人々の生活が様々なプロセス、そして時には
命の犠牲の上にあるものだということを墓地を訪れる人に自然と思い出させてくれる場所だ
と感じました。ガイドの方の説明では、ハワイでは「墓地」という言い方はせず「思い出の
場所」というような言い方をするそうです。こういった歴史的プロセス、今の自分たちがど
ういった経緯で今、ここにあるのかを思い出させてくれる場所は、そこに住む人々の成長に
大きな影響を及ぼすと感じました。これらのことも踏まえ、夕食ではお互いの感じたことを
聴き合いすることができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうござい
ました。
翌日はアリゾナ記念館での献花、セレモニー、そして戦艦ミズーリの見学等させていただき
ました。初めの献花は代表者８名のみということでしたので、この時間に私たちは「戦争へ
の道博物館」「ボーフィン潜水艦」を見学しました。戦争への道博物館では、当時の日本の
状況や、地理的背景など様々な角度から日米両国が戦争に突入していくプロセスが展示され
ていました。戦争関連の展示はその悲惨さを認識することを主目的とすることが多いように
感じますが、それとは異なり、ロジカルに全体の状況とプロセスを記した展示である点が今
までに見た戦争関連の展示とは異なると思いました。もちろん戦争の悲惨さを後世に伝える
ことは大変重要なことですが、一方で文化・経済・地政学など様々な面から客観的に分析す
ることも、２度と戦争を起こさないために大変重要なことだと思います。そういう意味で、
アルフレッド館長がどのような意志のもとでこの博物館を作られたのか、強い思いが伝わっ
てきました。
セレモニーでは小松常務から寄付金を贈呈されたのちに目録が朗読され、この間、アリフレ
ッド館長は何度も深くうなずいておられました。周りの一般の方々も注目してみておられ、
中には写真を撮っておられる方もいらっしゃいました。
その後、戦艦ミズーリを見学しました。ここではミズーリの主砲の威力等、機能的な説明の
他に、第二次世界大戦日本降伏の調印式の様子も説明いただきました。この時、連合国軍代
表マッカーサー元帥はミズーリの調印式の場に、かつてのペリーの時代のアメリカ国旗およ
び真珠湾攻撃を受けた際にホワイトハウスに掲げられていたアメリカ国旗を掲げ、なおかつ
ミズーリの位置もかつてペリーが停泊したのとまったく同じ緯度・経度に停泊して調印式を
とりおこなったそうです。連合国のマッカーサー元帥がどのような意図でこれらの演出を行
なったのかについては色々な考えがあるようですが、今後の聴き合いでお互いの考え方を知
るためには良い題材だと感じました。
翌日のオプショナルツアーでは各チームに分かれての行動でしたが、私たちのチームはハワ
イ島のツアーに参加させていただきました。日程としては報告書にも上がっている通り、ホ
ノルルのあるオアフ島から飛行機で約１時間かけてハワイ島へ移動し、そこでカメハメハ大
王像の見学や日本庭園の見学、レインボーフォールズの見学、黒砂海岸見学、キラウエア火
山の火口の見学等を行いました。
ハワイ島に作られた日本庭園であるリリウオカラニ公園では、鳥居をくぐって入ると中には
狛犬や橋、茶室等がありました。歴史的背景としては、もともとこの場所は王族のための漁
業養殖場があったそうですが、当時ハワイ島に多数いた日系人が開拓に貢献していたことも
あり、ハワイ王国最後の女王であるリリウオカラニ女王が彼らのために日本庭園に作り変え
たとのことでした。私は来る前はハワイに日系人が多いということはまったく知らなかった
のですが、実際にはかなり多くの日系アメリカ人がおられるようでした。こういった庭園ひ
とつとっても遠く異国の地でその国に貢献してきた人々の歴史があるのだと感じました。
その後、キラウエア火山に行きました。ハワイ島は島全体が黒い溶岩で覆われているような
島で、今も新しい溶岩が火山から地表へ出てきているところがありますが、今回の見学では
燃え盛る溶岩までは見られなかったものの、巨大な火口、地中から湧き出る湯気、あたりに
転がっている冷えた溶岩などから大地の力強い活動を感じることができました。そして世界
遺産であるキラウエア火山国立公園で、ハワイ島の方々が崇拝する火の女神ペレに関する冊

子を購入しました。この冊子の著者はハーブ・カワイヌイ・カーネという方で、キラウエア
火山国立公園内の科学博物館ができる時、「科学的アプローチだけでは、火山に関する人間
としての経験を表現できない」と考え、その経験の部分を、火の女神ペレとハワイ島の人々
との関わりを描くことで表現したこの冊子を作ったとのことでした。このような考え方は、
人間・自然・科学研究所の考え方にも通じるものだと感じました。その冊子には、千年以上
前にポリネシア人がタヒチからハワイ島へやってきて移住した様子が神話を交えながら記さ
れており、ハワイ島の方々がキラウエア火山を始め大小の火山活動の中に、災害という面と、
新しい土地を作るという恵みの面の両方を見て畏怖の念を抱いてこられたことがわかりまし
た。日本においても、古事記で登場する神々の災害に通じる面を荒魂（あらたま）として、
恵みに通じる面を和魂（にぎたま）として捉えたりしますが、噴火や地震の多い島国として
の共通点から、どうしようもない自然の力に対して向き合うために、そういった捉え方が必
要だったのではないかと感じました。
今回のハワイ研修ツアーを通じて、今、自分たちが何を為すべきかを知るためには、現代に
至るまでの歴史的背景・プロセス、そしてルーツというものを知っていることが大前提にな
るということを感じました。そしてそれは自分のことだけではなく、一緒に何かを行う仲間
に対しても同様に知らなければならないと感じました。それは小さな単位では各人の自分史
であり、より大きな視点では自分や仲間の生まれ育った土地や国の歴史やルーツということ
になるかと思います。そういったことを知ることで、お互いがどのような流れの中を歩んで
おり、どこを目指しているのか理解することで初めて本当のチームになれると感じました。
今回学んだことは、これからのチーム作りや業務の進め方に活かしていきます。この度は誠
にありがとうございました。

◇情報システム部 伊藤健太所感
この度は、ハワイ研修旅行に参加させて頂きありがとうございます。
今回の研修は自分にとって初めての海外であり、とても大きな経験とチャンスになりました。
研修先では、ハワイの歴史に深いヌアヌパリ展望台、カメハメハ大王像、ナショナルメモリ
アルセメタリー（パンチボウルまたは国立太平洋記念墓地）を周りました。ヌアヌパリ展望
台は、現在では緑豊かで素晴らしい景色を見ることのできる観光スポットとなっていますが、
カメハメハ大王によるハワイ諸島統一時の軍事当時では、緑一つない荒野だったそうで、そ
こから見える崖からは何百人の兵士が身を投げたと聞いてぞっとしました。その場所は断崖
絶壁であり、強い風が吹いていました。ナショナルメモリアルセメタリーでは、走行中のバ
スの中から太平洋戦争時等の戦没者が眠る場所をまわりました。5000 万人以上の人が眠って
いるらしく、今回見てまわった墓地はほんの一部にすぎないが、その数の多さに驚きました。
日本の墓地とは違う墓地の形を知ることができました。
また、チームでの聴きあいの場では、普段お話しすることのない社外の方と聴きあいをする
ことができ、仕事のことから今回の旅行でのことまで聴くことができました。またアリゾナ
記念館、戦艦ミズーリ号、アリゾナメモリアルへも見学させて頂きました。アリゾナ記念館
では、真珠湾戦争で起こった出来事について、後世に残すためにできた施設となっており、
日本語の音声案内レコーダーも付いていて、わかりやすく紹介されておりました。記念館内
では、戦艦の模型が繊細に再現され、ハワイ諸島における傷跡や戦後の活動など伝えており、
知らなかった戦争の裏の様子を知ることができました。特に、アリゾナメモリアルの建造物
について、両端の角が少し上向きに上がっている意味が、真珠湾戦争で傷ついた心が太平洋
戦争で勝利した心の上がりを表していることに驚きました。戦艦ミズーリ号の見学では、実
際に修復された戦艦がそのまま展示物となっており大きな迫力を感じました。日本軍との省
都の跡やマッカーサーと日本軍の調印式の資料など書籍や伝え語りでは目にできないものを
見ることができました、自分にとっては、当時の戦争の歴史を知るいい機会となりました。
もっと深く知っていき、２度と戦争が起きない未来を考えていかなければいけないと痛感し
ました。

今回の研修では、いつもとは違う環境に身を置き、チーム作りのきっかけとなることを目的
に参加させて頂きました。またシートシャッター販売様、ニューテックス様、大昌様より現
場でのできごとや困ったことなどをお伺いする中で、社内外関係なくチームとしてやってい
くための重要性を学ぶことができました。今回の経験を活かして、今後につなげていきたい
です。

◇設計技術部 佐藤秋隆所感
今回は忙しい中、研修旅行に参加させていただきありがとうございます。
・ホノルル国際空港に到着した際、入国審査を受けましたが、昨年夏より、電子機器により
審査が行われるようになり、それと審査官による対面での従来方式によるダブルチェック
が行われた為、非常に時間を要し、改めて国際テロの警戒が厳しくなっていることを痛感
しました。しかし、一方で電子機器により審査をやらずに、従来方式の審査だけ受けた方
もおられ、ずさんな管理であることも感じました。
・パールハーバー観光では、アリゾナ記念館へ全員行くことは難しい為、８人だけ選んで献
花することになったが、地元ガイドの方や、農協観光の方の努力で最終的には全員記念館
に行くことができ、大変感謝しております。記念館周辺では、７０年以上経過した今でも
海の底から油が少しずつ流出しており、これだけの月日を経過しても流出し続けることに
驚きを禁じえませんでした。また、寄付をする贈呈式においては、周りの外国の方も興味
深そうに注視されており、「こういう（寄付）ことを行うことは、非常に良いことです」
とのコメントもあったようで、寄付に対する意義を再確認できました。また、戦艦ミズー
リの見学では、専門の女性ガイドさんの話が、非常に詳しく説明があり、遠い昔の歴史の
一場面に立ち会えたような感覚さえ覚えました。事前に真珠湾攻撃の映画を見たり、歴史
の勉強をして行った為、すんなり頭に入ってきて、事前準備できたことが非常に良かった
と感じました。
・聞き合いの場では、普段話すことが殆どない人との、コミュニケーションができ、新たな
発見や、その人の考え方などを、ある程度深く知ることができ大変有意義な機会となりま
した。

◇設計技術部 余村和彦所感
業務のお忙しい中、ハワイ研修旅行の機会を頂きありがとうございました。社是・経営理念
行動指針の実現の為、一度しかない人生を楽しく生きる為には社内外のチームとしてやって
いくことが必要不可欠であり、普段と違う環境に触れ自身の立場、役割を明確化し自分自身
の居場所をつくるきっかけになった様に感じます。研修旅行全体を通じて特に印象深かった
点を記します。ハワイの気候は日本のようにムシムシした感じではなくサラッとした貿易風
が吹いていて比較的過ごしやすく、また日本の観光客も多く日本語標識もあちこちで見かけ
ます。ホノルル市内をガイド頂きましたが、黄色いハイビスカスはハワイ州の花として定め
られていたり、ハワイの住居は柱が屋根を突き出す構造で日本では考えられない建築が施さ
れていたりと、ガイドを受けながらなるほどと感じる場面がありました。ただ眺めるのでは
なく説明を受けることで同じものを見ていても捉え方が１８０度変わることを再認識しまし
た。チームで活動する際も普段話す機会の少ないメンバーと交流することでハワイの街並み
一つとってもそれぞれの視点（信号機、自動車、看板、植物など）で話しが聴けて刺激があ
りました。アリゾナ記念館献花および寄附セレモニーに参加させて頂き、今も真珠湾に眠る
戦艦アリゾナをまたがるように浮かぶアリゾナ記念館ですが、軍の施設となっており入場す
る際のセキュリティーチェックが厳重でした。また、現地ガイド様のご尽力により、同日に
アリゾナ祈記念と戦艦ミズーリ両方を見学させて頂く運びとなりました。アリゾナ敷地内の
博物館は日本語のオーディオを渡されそこから解説を聴く事ができ、ミズーリではガイド様

による解説を聴かせて頂き、これまでこの地で行われた戦いについて歴史を知ろうとしなか
った自分の無力さを痛感いたしました。この時期、夏休みということもあり両記念館は家族
づれ、観光客が多かったようです。日本人観光客が多いハワイですが、そういった施設に訪
れる日本人は外国人に比べ少ないように感じました。ホノルル市街地を散策することでいろ
いろな人（バスガイド、ツアーガイド、ショップ店員など）の話をきくことが出来ました。
ハワイは観光地ということもあり厳しいルールが存在するようです。特に分かり易かった自
動車ドライバーが歩行者にとても優しい点が挙げられます。ハワイには横断歩道法という法
律があり、歩行者の横断を妨げないようにとあるようです。信号機無視の歩行者横断への罰
金などもあり、日本との交通ルールに相違があるためきちんと把握しておかなければなりま
せん。今回、疑問に思う点はすぐにスマホ等で情報収集できる体制であったため、わからな
ければすぐに調べ、すぐに聴く、翻訳アプリ等を駆使するなどそれぞれチームで力を結集さ
せた活動できたことが最大の成果であったと感じます。

◇営業部 田辺勉所感
この度は、ハワイ研修旅行に参加させて頂き有難う御座いました。研修旅行参加中は、本社
並びに拠点の皆さんに多大なフォローを頂く事となり大変有難うございました。重ねてお礼
申し上げます。今回の研修を通じて、真珠湾（パールハーバ）視察が一番印象に残りました。
USS アリゾナ記念館の視察、ミズーリ―号視察など、書籍、映像などで見ていた物を現実に
この目で見ることが出来た事は、私自身の今後の人生において大きなきっかけになったと認
識しております。戦争に向かっていったその時代背景など、私が想像する以上に日本国が追
い込まれて行く状況など想像が容易に出来ます。その様な状況で真珠湾攻撃を捉えると、
「窮鼠猫を噛む」という事であったと認識しました。巨大な権力がよってたかって弱者を追
い込むとこの様な事が起きるのではないかと想像してしまいます。アメリカは弱者を舐めす
ぎていたとは言いませんが、逃げ道を用意する必要があった。日本も素直に白旗を上げれば
良かったとは言いませんが、ちゃんと落とし所を用意しておかなければならなかった。など、
アリゾナ記念館を視察した際、色々な感情が渦巻きました。ミズーリ―号を視察した際、ガ
イドさんより、この場所で降伏文書に調印した事など、教えて頂きました。その時代の出来
事の中心を見させて頂きました。ミズーリ―号への特攻機の突入時の写真、実際に突入した
際のへ込みなどを見させて頂きました。若者が必死に国のために戦い、命を落としいった。
その現実の中で自分たちは生きているという事、その事を改めて感じさせて頂く機会となり
ました。合わせて、しっかりと歴史と向き合わないと行けないと感じました。
アメリカは夏休みに入っているそうで、本土からも多くの子供達がハワイに旅行に来ておら
れました。親子連れでアリゾナ記念館に訪れておられる方が多くいました。子どもたちも真
剣に視察している光景を見ると、戦争という認識が日本と全く異なっている事を理解出来ま
した。また、ホノルルの町中でも軍関係者の方を多く見かけました。日本と比べて、良いと
か悪いとかを別にして軍隊が近くに感じました。
日本では、ハワイはリゾート地でしか見られていませんが、事実を理解し意識を変えて行か
なければ日本は世界から孤立するという小松社長の言われている意味も理解しました。ハワ
イの旅行ガイドを見て見ましたが、パールハーバーはあまり取り上げられていませんでした。
新婚旅行先の定番となっているハワイですが、一度ぐらいパールハーバーに行こう的な事を
旅行会社はじめ、旅行雑誌も考えた方が良いではないかと感じました。ハワイ研修旅行中は、
若い子たちとも話す機会が多くありました。皆さん素直で真面目な方が多く、尚更、私達の
世代がしっかりと頑張らなければならないなと感じました。これからの人生においても、私
にとってはターニングポイントになったと認識しております。最後に、やるべき事をしっか
りとしなければならない事は当たり前ですが、日本人として、一人の人間としてやるべき事
があると、気づかせて頂く研修旅行となりました。この様な機会を頂き有難うございました。

◇営業部 足立英信所感
この度は 6 日間のハワイ研修旅行に参加させて頂き有難うございます。
出発前の勉強会・資料のお陰で、ハワイの歴史、日米開戦の経緯、背景等も学んだ上で参加
したこともあり、視察、説明を聴く際も、興味深く見聞きできたように感じています。また、
参加メンバー全員が自分史、内省内観、過去の振り返りなどを行い、共有した上で研修期間
を一緒に過ごしたことで、話しやすい雰囲気も産まれ、聴き合い、コミュニケーションも深
まったようにも感じています。
パールパーバーで訪れたアリゾナ記念館ビジターセンターでは、火曜日の朝にも関わらず家
族連れ、グループ、カップル等など来場者の多さに驚かされ、さすが、年間１００万人以上
が訪れる施設だと感じましたし、訪れる人々の服装、楽しそうな様子など、それは日本の同
様な施設の様子とは異なり、まるで遊園地にでも来ているような雰囲気に見えました。資料
館では日米開戦に至る経緯、背景、双方の軍備、1941 年 12 月 7 日攻撃を受けた状況、前後
の様子などが詳しく展示されており、日本語による音声ガイドの助けもあり理解を深めるこ
とが出来ましたが、当時攻撃をした国側である私達が、当時攻撃を受けた国側の人々の中で
同じ展示物を見ているという状況が印象的に感じました。アリゾナ記念館には全員揃ってい
くことはできませんでしたが、農協観光 永島さん、現地ガイドさんの尽力もあり、15 時
00 分発、最終便で、結果的に全員が行くことができ、本当に良かったと思います。
戦艦ミズーリの視察は 35 分コース、短時間でしたが分かり易い説明をして頂いたガイドさ
んのお蔭で有意義な時を過ごさせて頂きました。年号、数字、当時のエピソードを交えたス
トーリー性のある説明に感心し、なかでも降伏文書調印式の時の説明は、当時の様子が目に
浮かび、まるで映像を見ているように感じられたことが印象的です。ガイドさんの経歴を伺
ったところ、ミズーリのガイドは 2 年目、事前のトレーニングは数週間、長いコースの場合
は機関室も廻り 90 分間話し続けることもあるという話を聴き、さらに感心させられました。
パールハーバーの訪問で、日米開戦の歴史について日本側の視点、アメリカ側の視点、双方
から学ばせて頂くことができました。また、ニューテックス久保社長、シートシャッター販
売寺田社長、十河部長、大昌藤原部長等、社外の方々のお話を伺い、門番関係の現状、課題
等についても聴き合う場もあり、日頃つながりが薄い方々と交流を深めることもでき、有意
義な時間を共有することができました。チーム活動の場面では、路線バスを利用するなど、
共通の目的に向けてメンバー間で相談、聴き合いしながらの活動も楽しむことができ、短い
時間ではありましたが、日常とは異なる場所、時間を活用することができたと感じています。
明日からの業務、チーム力を高める行動に、早速活かしていきたいと考えます。
今までも研修旅行として国内、海外等に行かせて頂いていますが、限られた期間の中で移動、
日々の滞在先が変わる方式に比べ、今回のように滞在先を固定したことで学び、聴き合い振
り返り、チーム活動、遊びなど、落ち着いた環境の中で、日々切替えながら有意義な時間を
過ごすことができたのではないかと思っています。このような機会を提供頂いた小松社長、
不在期間のフォローをして頂いた社員の方々に感謝申し上げ、所感とさせて頂きます。

◇営業部 阿部哲也所感
通常業務日で且つ、週のほとんどを海外研修に活用させていただく機会を設けていただきま
した小松社長に感謝申し上げます。また、社に残られた方々に業務フォローいただき誠にあ
りがとうございました。
今回は、ハワイに行かせていただきました、過去には何度も海外研修に参加させていただい
てきました。国内研修と海外研修の多くの違いは言語の壁、文化や生活スタイルの違いから、
国内では現れにくいその人の本質が表にでてくる点にあると思います。今回の海外研修にお
いても、自分の考えで行動できる人、リーダーとして人を率いていく人、誰かに従うことし
かできない人など、その人の本質を見ることができたのではないかと思っています。また、
自分自身の本質についても改めて気が付くことができたようにも感じています。

シャッター代理店の皆さまの現在に至る経緯、チームとは何かについて、特に独立され会社
を興しチームで会社を運営されている方々からの実経験に基づかれたお話を聞くことができ
ました。また、会社から離れた海外であったことから普段では聞くことのできない踏み込ん
だ部分までお話を聞くことができたことは今後を考える意味で大きな参考となりました。チ
ームでの独立採算、独立からの起業となると、不安材料があまりに多く、どうしても躊躇し
てしまうところが私にはあったように思います。しかし、今回参加された独立起業された
方々は、例外なく活力に満ち人生を楽しんでいるように感じさせられました。その理由を考
えてみると、何のために、自分はどうしたいのか、それが明確となっておられる方がリーダ
ーに立ち、それを実現するためにメンバーに声をかけ、賛同し自分も一緒にやると決断され
た方々が集まりチーム、会社として機能していることを知ることができました。寺田様より、
以前の会社で自分の考えを何度も伝え掛け合ってきたが、会社の方針と自分の考えの食い違
いをどうしても埋めることができなかった。であれば独立するしかないと判断したとうお話
を聞くなかで、人脈やルートを持っていれば良いわけではない、信念をしっかりともたれて
いるから、それに賛同する人が集まりチームとなり、継続させていけているのだということ
を知ることができました。最近、社会人ではなく会社人となってしまっていると小松社長が
お話されることは、こういうことなのだと経験談を聞くことで理解できたように思いました。

◇営業部 木次哲也所感
今回は貴重な機会を頂きありがとうございます
非日常の中で今回行った普段できない聴き合いを活かせるよう行動していきたいと思います。
今回は歴史的な箇所の観光が多くありました。これらの場所は一般的な観光地ですので、た
だ行っただけでは、綺麗な景色で終わっていたと思います。しかい今回は社長アドバイスで
事前にハワイの歴史を学ばせて頂きました。今は明るい観光地のハワイも歴史を振り返れば
戦争の歴史があり、今に至るまで様々な経緯がありした。
それらを背景に学ばせていただくことができたのは非常にいい経験だと感じることができま
した。特にパールハーバービジターセンターと戦艦ミズーリ、アリゾナ記念館に行かせて頂
いたのは印象に残りました。パールハーバービジターセンターでは各展示物を見させて頂き
ました。
表記は英語なのですが、事前に研修でどういった歴史なのかを学ばせて頂いたので、概要も
分かり、生々しく感じることができました。また、当日は平日にもかかわらず、沢山の方が
午前中から来ておられ、観光名所となっており、アメリカの方々の根底に意識として有るの
だと痛感することができました。戦艦ミズーリとアリゾナ記念館は当時のままの展示で、こ
こもまた当時のリアルを感じることができ、説明によって心に響くものでした。どこの記念
館でもメッセージでは相手を憎むものではなく世界平和のためにと表記しており、今の現実
はどうあれ、世界のリーダーとしての表現方法であると感じることができました。ガイドの
方も言っておられましたが、普通ではできない体験であり、本当に貴重な体験をさせて頂き
ました。
また、さまざまなテーマに沿って聴き合いを行いました。場所も非日常であり、様々な歴史
の事前に学習した上で現場を感じることで、普段とまったく違うマンネリ感のないムードの
中で行うことができました。また自分史を共有したうえで聴き合いを行うことにより、聴き
合いのスタートが違い、相手の背景も含め深い聴き合いが出来たと思います。それは社内だ
けでなく社外の方と行わせていただくことで、貴重な経験をさせていただいたと感じます。
このような本当に貴重な機会を頂きありがとうございました。

◇営業部 金山裕一所感
この度は、多額の経費と業務時間を使わせて頂き、ハワイ研修旅行に参加させて頂きまして
誠にありがとうございました。私自身、ハワイは初めてでしたが、平日にもかかわらず、昼

夜問わず街は賑わっており、治安も悪いとは想いませんでした。また、ハワイと言えば観光
客が多いのですが、街中では日本人（特に新婚さん)が圧倒的に多くおられましたが、パール
ハーバーでは、逆に日本人は少なく、西洋や中国の方々が多く、歴史に対しての意識の違い
が明らかでした。ミズーリ号でのガイドさんの話も非常に興味が湧きました、今まで、ミズ
ーリ号は名前だけ知っているだけであったが、降伏調印式が行われた場所であり、神風特攻
隊が衝突したというエピソードは全く知らなかった、これが、海外の視点であり、それも含
めて「歴史に盲目」でした。
今回の参加された方々との聴き合いも長時間行いました、参加者は社外の方は門番事業でご
活躍されている代理店や施工店、社内は水神事業中心の方々が多い中で、それぞれの立場で
どのように感じたのか？今後の門番水神の発展のために、win-win のためにどのような言動
そすべきかを考えさせられる研修だったと感じます。
小松電機産業は、門番と水神の両輪がかみ合って初めて社是の実現に繋がると感じています
ので、今回の研修旅行は有意義であり改めて感謝致します。

◇営業部 脇田浩二所感
人生で初の海外となり、小松社長には貴重な機会をいただきありがとうございました。また、
社に残られに業務調整いただいた皆様にありがとうございました。数年振りの飛行機で緊張
してしまい、余計に疲れてしまいました。ハワイ到着後はオワフ軍とカメハメハ軍の最終決
戦の古戦場、公共墓地、カメハメハ大王像を観光し、戦場の険しさと自然の美しさを感じる
ことができました。
アリゾナ記念館では「You are not an American citizen. You are a Jap. That word I Cannot
forget my life time,you know.You are not a citizen,although you were born in Hawaii.
You’are Jap（お前はアメリカの市民じゃない。 ジャップだ。 その言葉私は生涯を忘れるこ
とができません。お前はハワイで生まれたが、市民じゃない。 ジャップだ。）」という当時
のワイキキの日本語学校の校長の言葉が掲示されて、衝撃的でした。
また、シートシャッター販売 十河様とお話しさせていただく機会があり社長より、私が門番
インターロック無線化を担当させていただいている事を申し上げると、ぜひ取り組んで下さ
い。と励ましを頂きました。また、制御は速度が求められるので遅くならないようにとアド
バイスを頂きました。そのほか、営業として、最初から値切る事を前提としているようなの
は営業としてダメで、自分だけがよく、値切りのしわ寄せをメーカー、施工業者に押し付け
ているだけになっているというお話を伺い、なるほど、三方良しになっていないとわかりま
した。 それだけでなく、値切りが先行する営業は相手から信頼されていない、足元を見られ
る営業という事もわかりました。このような貴重な経験を次に活かして行きたいと考えます。

◇営業部 杉原正峻所感
この度は業務期間中にも関わらずハワイ研修旅行に参加させていただきありがとうございま
した。私自身初めての海外であり、文化、言語等普段とは違った環境で生活を送り新鮮な気
持ちになりました。特に海外へ行くとまず初めにぶつかる壁が言葉と感じおり、少々不安を
感じていましたが、現地の方の大半は日本語が話せるということ、店に一人は必ず日本語が
話せる従業員の方がいるということに気づき少し驚きました。レストランのメニュー表、展
示物の説明文、動画の字幕のテロップや通訳等を見る限り、英語の次は必ず日本語訳がされ
ており、それほど日本人の観光地として根付いているのだと感じました。また普段とは違う
メンバーでの行動や聞きあいなどを通じて色んな意見が飛び交いました。門番代理店の方も
交えて自分史の聞きあいや窓口の問題点などの改善にあたって門番、水神関係なく小松電機
の社員であれば、自分の部署に特化するだけでなく他部署のことも把握しなければならない
と感じました。

またパールハーバーでのセレモニーやアリゾナ記念館を訪問し献花や寄付金贈呈等を行い、
周りには外国人の方に囲まれながらのセレモニーで非常に注目を浴びているように感じまし
た。私が生まれ前の出来事であり過去日本とハワイ（アメリカ）でどのようなことがあった
か実際に現地に行き見て触れることができ改めて命の尊さを感じました。今回のハワイ研修
旅行を通じ社内外問わず聞きあいを行い、普段とは違った環境、チームでの行動等新鮮な場
が沢山ありました。社是・経営理念の実現のもとでチームになって何かをするということの
大切さを改めて感じました。今後よりよいチーム作りをするためにもまずは社内からチーム
を生み出し土台を作りそして社外の方も交えて行うことで社是・経営理念の実現に近づいて
いくのではないかと思います。

◇営業部 角純一所感
まず、この度の貴重な機会を頂いた社長をはじめ社員の皆様、関係各社の皆様ありがとうご
ざいました。
本研修旅行は私にとって記憶に残る貴重な機会となりました。
特にアリゾナ記念館への訪問は、入館者が一日 4500 名に制限されている状況下、農協観光、
現地ツアー会社に配慮頂き二回に分け全員入館することが出来た。
先ずビジターセンターの入口前に七つの旗が掲げられていた。星条旗以外の旗は何の旗かわ
からず、ガイドの方に聞いたところ国旗以外の旗はハワイ州とアメリカの陸軍・海兵隊・海
軍・空軍・沿岸警備隊のものであり任務に命を懸けた方への敬意を示しているとのことを教
えてもらった。入場後、資料館で第二次世界大戦がどのようにして始まったかをパネル展示
や、スクリーンで映像を音声ガイド付きで見た後に記念館に訪問する流れで、自分の気持ち
が自然と慰霊の場に赴くように整っていった。海上に浮かぶように存在する、当時ハワイ時
間 12 月 7 日の 7 を表しているといわれている天井と両側に 7 つのあいている窓がある白い
記念館の中から、巨大な戦艦の影が水面から僅かに見えるだけでのアリゾナを観て、そこで
何が起こったのか、今の自分とどのように関係があるのか、何故このようなことが起こった
のか、約 20 分程度の限られた時ではあったが、様々な想いが心に浮かんできた。平和の尊
さが何よりも大切であることを改めて感じた。
次に戦艦ミズーリ号を視察した中で、右舷後方に出来たくぼみについてガイドの方から沖縄
戦参加時に日本の特攻機が激突した時の跡であり「カミカゼ・アック・サイト」と呼ばれて
いる逸話を聴いた。特攻機が激突後に残った遺体を海に捨てようとする乗組員に対して、艦
長が海軍式の水葬で弔うよう指示をされ、星条旗に日の丸を描かせて遺体を包み、全員敬礼
で水葬を行ったとのことであった。国を守るために命懸けで戦った相手に対して最大限の敬
意を表された行為は、もしも私が同様の事態に遭遇した時にどうするだろうか、今まで考え
たことも想ったことも無いようなことが心に浮かんだ。相手に敬意を表す、念う気持ちが高
くなければ同様の判断、行動は出来ないと感じた。戦争で亡くなられた方への悲しみと平和
を切に望む人たちの暖かい心と歴史から学び、尊い教訓を世界平和のために後世に活かして
いる貴重な施設であり、日本人として視察出来て本当に良かったということである。
今回の旅行には社外から、取引先から 4 名の方が参加され、聴き合いの場やオプションツア
ーの中で門番を直接担当していない人も多数交わり、笑顔が多い楽しそう場が多かった。海
外での自由な雰囲気、日頃接する事の無い人たちが自然発生的にグループを創り、日常では
気づかない面が多く見えたように私には見受けられた。
じっくり人の話を聴く、そして質問する人、自らリーダーシップ取る人、進んで協力する人、
今まで気づかなかったことを多く感じた時であり、改めて場の設定が大切であると再認識し
た。私は、ニューテックスの久保社長とホテルが同室に恵まれ、今日に至る経緯を改めて伺
うことが出来た。現在のニューテックスに続く流れは、大阪府八尾市にあるキンキスケール
の若手社員三名が独立・設立したラポールまで遡る。その後、タマー電機を経て現在に至っ

ていること。久保さんが現場で関わってきた施工・メンテナンス、私が窓口や現場で関わっ
てきたもの、互いの経験や失敗を聴き合う貴重な機会であった。現在に甘んじることなく常
に向上心を持ち自己研鑽に取組まれた積み重ねが、周囲の多くの方から認められる存在とな
ったことを学ばせて頂いた。その中で、ニューテックス、シートシャッター販売の方々に代
表される門番に注力して頂いている取引先の方々、試行錯誤の中から新たな物を創り出して
頂いた設計開発の方々、厳しい季節の中で暑さ、寒さとも戦いながら製品を作り上げてもら
った製造の方々、協力会社の方々、多くの皆様の協力あっての今日であること、自分が活か
されていることを感じた。
自分史、内省内観ついて、失敗談を交えた体験談の聴き合いを通して同じものを観、聴きし
ても人によって受け止め方が異なること、確認や質問をしないと勘違いや誤解から、判断を
誤り、ミスを犯す恐れがあること改めて認識した。
ハワイという非日常の中で分けられたチームだけでなく、日頃接しない方との聴き合い、行
動の中で、他者への配慮、心遣い等、知らない内に日常仕事の中では気づかなかった参加者
の新たな面や、様々なことを気づくきっかけになったように感じる。
旅行には、小松常務と良雄さんのご夫婦、お母さんが五人で一緒に行動されている姿を観な
がら、小松社長の心遣い、お母さんの車イスを押されていた常務、良雄さんに寄り添われて
いる奥様の姿や会話を間近で接し、自らはどうであったのかを振返り、亡くなった父親、田
舎にいる家族に対して自分の姿勢・言動を振り返ると申し訳なさばかりが思い出された。後
日談であるが、帰国後さっそく仏壇に手を合わせ、墓参り、家族で夕食を共にしながら旅行
に参加できたお礼と旅の思い出話をした。実家を離れている娘は不在だったが、母、妻、息
子の質問や話を聴き、笑顔の多い楽しい時を過す事が出来た。
最後に本研修旅行を通して、準備段階からアドバイスや指導を頂いた小松社長、本社事務局
の皆さんや副団長の白坂さん、リーダーの皆さん、留守中お世話になった皆様、多様な中で
参加して下さった取引先の皆様、全員のご協力のお蔭で良い機会となったこと、改めて感謝
申し上げます。私は、特に印象に残ったアリゾナ記念館で学んだ振返ることの重要性を活か
すため、内省内観の継続と、聴き合いの成果を職務や日常に活かせるよう関係者の皆様と共
に取り組んで参ります。ありがとうございました。

◇営業部 真野敏行所感
このたびは、ハワイ研修旅行に一週間行かせて頂きありがとうございました。私自身、海外
旅行は二度目、ハワイは初めてということでとても新鮮な気持ちで中身の濃いあっという間
の一週間でした。取引先の社外の方や本社の違う部署の方と接し、聴き、話すことは非常に
自分自身を見つめ直し、今後を考える良い機会となりました。その中で、改めて「自分一人
では何も出来ない」「チームとしてお互いの足りない部分をサポートしながらやっていく」
「自分自身がチームに求められる存在であるのか？」「求められる存在となるにはどうする
べきか」「自分の存在価値をどこに見出すのか」と深く考えました。
小松社長がよくおっしゃられている「能力×熱意×考え方」で考えた場合、自分は全てにお
いて不足している、これでは「おもしろ、おかしく、たのしく、ゆかいに」生きていくこと
は難しいと思います。社是、経営理念、行動指針を具現化するためには、常に内省内観（お
世話になったら御礼とお返し、迷惑を掛けたらお詫びと償いが出来ているのか）を習慣化し
て、正直・素直・誠実に日々取り組んでいくことが最短であると考えました。また、メーカ
ーと門番代理店、メーカーと門番施工店、メーカーと仕入れ先（協力会社）という立場の違
う方々や年齢が一回り以上違う若い社員と今回仕事以外で接することが出来て、自分にはな
い考え方を聞けたり、大きな目標を持って今の仕事に取り組んでいることが非常に伝わって
きました。

現在、営業という仕事で拠点に出させて頂いていますが、その責任と果たすべき役割を再
確認した上で今後の業務に取り組んで行きます。門番の販売増に向けた一過性でない制度や
仕組みの構築や社内体制の在り方などを先輩方のアドバイスを頂きながら、若い社員の力を
借りながら積極的、主体的に進めて行きます。
ハワイでは、働いている人がとても生き生きとして楽しそうにしている印象を受けました。
接した方がサービス業の方が多かったこともあるとは思いますが、日本では満員電車や渋滞
の日々のなか、「おもしろおかしくたのしくゆかいに」生きていけるように仕事に取り組ん
でいきます。
改めて、今回はハワイ研修旅行に行かせて頂きありがとうございました。

◇営業部 川谷真代所感
この度は貴重な機会を頂きありがとうございます。
初めての経験をさせて頂く事が多く収穫の多い研修旅行となりました。特に印象に残ったこ
とを下記にまとめさせて頂きます。
・夕食での聞き合い
参加いただいた協力会社の方々より現場の声や良いチームについての考えなど貴重なお話
を伺う事ができました。中でも印象的だったのはシートシャッター販売様が取引先、お客
様との信頼関係をとても大切にしていらっしゃる事、値引きをして販売するのは簡単だが
営業として不要な値引きをしないよう販売をしているとおっしゃられていた事です。普段
から窓口業務で関わる機会が多く、私自身も信頼を寄せているお二人ですがニューテック
ス様、白坂さん、中士代さんとは比べ物にならない程の強い信頼関係があり、その信頼関
係があってこそ今の門番、お客様だと感じました。また何より皆さんが門番という製品に
愛着を持ってくださっている事が話の節々で感じ取る事ができてとても嬉しく思いました。
今後メーカーとして何ができるか、期待に応えるよう努力しなければと感じます。
・ハワイでの通信手段
ハワイを訪れるのは 2 度目になりますが 1 度目に訪れた 4 年前に比べ、通信環境が整って
きている事に驚きました。キャリア、プランにもよりますが個人で所有しているスマート
フォンが国内使用時と変わらない料金で通信する事が出来ました。（4 年前、データー通
信は滞在時にルーターをレンタルするかホテルの Wi-Fi に接続するのが一般的だったよう
に記憶しています）
これにより、より手軽に素早く国内外問わず連絡を取り合えるようになっていると身をも
って体感することができました。
・パールハーバー、アリゾナメモリアル、戦艦ミズーリ
戦艦ミズーリでは日本軍が船に衝突した跡が残されていました。衝突したカミカゼ特攻隊
のパイロットに敬意を払い、遺体に日本国旗を巻き水葬したこと、終戦の調印をした場所
など当時の出来事を含め船上で案内をして頂きました。戦争は駄目という一言で終わらせ
てはならないが、他にどう言葉に表せば良いかわからない思いでいっぱいでした。
アリゾナメモリアルへは当初 8 人分のチケットしか確保できていなかった所を現地ガイド
さん、永島さんのおかげで当日に全員分のチケットを確保して頂きました。全員が入場す
ることが出来たことに心から感謝します。記念館へ入ると沈んでいるアリゾナから漏れて
いるオイルの匂いが漂っており海面にはオイルが浮かんでいました。奥に進むと慰霊碑が
あり、そこには真珠湾攻撃で亡くなったアリゾナ組員の名前が壁一面に刻まれていました。
圧倒される程の人数で、刻まれている一人一人に人生があり、家族、友人がいて亡くなっ
た本人はもちろん、どれたけの人が苦しみ悲しんだのだろうと込み上げてくるものがあり
ました。
訪れる人は日本人ばかりなのかと思っていましたが予想外に多国籍の方が多く、太平洋戦
争が日本、アメリカだけのものではなかったこと、パールハーバーが他国から見ても注目
される場所なのだと感じました。

・現地の方との触れ合い
ショッピングや食事に行くと現地の方はとてもフレンドリーに話し掛けてくださいました。
現地の方が先に名前を名乗り、こちらの名前を聞かれるので答えると私を名前で呼んでく
れるのです。そのことで不思議と警戒心が溶け、出会ったばかりの相手との距離が近くな
ったように感じました。また相手が楽しそうにしていると言葉があまり通じなくてもこち
らも楽しい気になり自然と笑顔が溢れていました。まず自分からオープンにすること、相
手を楽しませようと思えば自分自身が楽しむこと。このことは良いチームを作っていく上
でも良い手本となると感じます。
全体を通して、今回の研修旅行では貴重な経験を多くさせて頂きました。日本を離れ、海
外の文化に触れ、日本の良い点や逆に見習うべき点を発見することができました。良いと
感じた点は見習うことを今後の課題とします。また同じ職場にいながらこれまで関わる機
会が少なかった方、業務でお話する機会は多くても深い話までできなかった取引先の方と
同じ時間を過ごし、感動を共有することでコミュニケーションを取り、お互いを知る良い
機会となりました。チーム力はすぐに高まるものではなくお互いのことを知り、助け合え
る信頼関係ができてこそだと感じます。その為にもまず自分からオープンにすることで相
手に心を開いてもらえるきっかけにできればと思います。初めて海外への研修旅行という
事もあり行く先々で気が回らず、至らない点が多々ありました。そんな時に先輩方、取引
先の方より外へ誘って頂いてコミュニケーションを測ってくださったり、アドバイスをく
ださったりとリードして頂きました。ありがとうございました。数年後は私自身も後輩社
員を引っ張って行けるような人間でありたいと感じました。最後に研修旅行へ参加させて
いただくにあたり一週間もの間、業務を抜けさせて頂きフォローをしてくださった営業窓
口の皆様、研修旅行を企画してくださった小松社長へこの場を借りて心から感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。

◇営業部 竹下つかさ所感
今回はハワイ旅行という大変貴重な機会をいただきありがとうございました。
日本から出たことのない自分にとって初めての経験であり、道路の広さ、車の大きさ、食べ
物の違いなどすべてが驚きと感動に満ちていました。アリゾナ記念館と戦艦ミズーリでは、
事前に歴史を学習してどのようなことがあったのかを把握していたものの、実際にその場所
に立つと改めて戦争がいかに悲惨であるかを考えさせられました。特に戦艦ミズーリでの、
日本の特攻隊のための最初で最後の水葬のお話は、敵国でもあるにもかかわらず賞賛に値す
るという艦長の想いは素晴らしいと感じました。また、シートシャッター販売のお二人や、
久保社長、藤原様からも多くのお話を聞かせていただきました。十河さんのお話で、まず腹
を割って話すということにもありましたが、チーム力を高めるためには、まず、自分のこと
を知ってもらう、相手のことを知る、そのためのコミュニケーションが大事なのではないか
と思います。最後になりましたが、今回の機会をいただきました小松社長を始め、団長、事
務局の方には大変お世話になりました。ありがとうございました。

◇製造部 中村良所感
大変忙しい中ハワイ研修旅行に参加させて頂いたこと、貴重な体験の機会を頂き大変ありが
とうございました。出雲縁結び空港から約 8 時間をかけ到着。
ヌアヌパリ、イオラニ宮殿、カメハメハ大王像等観光をし、時差の感覚があり戸惑う一日に
なりましたが、観光出来ること嬉しく感じました。パールハーバー アリゾナ記念館、戦艦
ミズーリ記念館訪問では、平日ではありましたが多くの人が見学されていました。子供から
大人までの年代層に戦争について教える場になっており、世界各地から訪れる人に対しても
説明できるようにできていた。寄付のイベントを行う場面では、一般の方々も見ておられ中

での開催であった事、言葉のわかる人たちがうなずいて聴いている感じもし意義のあること
だと思いました。過去を振り返る戦争に関する歴史館があり、日本が行った事実を誰でもわ
かるようにしている現状が世界にあることを強く感じた訪問になりました。
今回のハワイ研修旅行では足腰の事が気になり参加を辞退していましたが、社長より参加を
進められ研修旅行に出かけることにしました。
周りの人に助けられ無事帰られてことに感謝いたします。
また今回の旅行で初めてスマートフォンを海外で使用しました。
街中を歩いていたら帰る方向が分からなくなりましたが Google マップを使用することでナ
ビをしながら帰ることが出来非常に便利で、知らないところでも色々な情報を入れることに
より目的地に行ける事など、過去に経験したことの無い状態もあり技術の進歩により恩恵が
あると感じた旅行にもなりました。

◇製造部 稲垣博行所感
この度は、業務期間中にも関わらず、約一週間のハワイ研修旅行の機会を頂き誠にありがと
うございます。
今回の研修旅行に当たり、自分自身参加させていただく上での目的として、「おもしろ、お
かしく、たのしく、ゆかいに」人生を送る為に、自分の置かれている立場、役割を再認識す
ることが大切であり、社内外の方々とのコミュニケーションを通じて、この体験が今後の人
生の糧になれるようにしていく。
・ホノルル観光（ヌアヌパリ、イオラニ宮殿、カメハメハ王像等）を行い、ハワイの歴史を
めぐり、実際に今日観光した場所は、事前の歴史調査で調べた所にいくことで、事前準備
に得た知識と現場にいくことでの感じ方ととらえ方がより自分自身に得るものが大きなも
のになるのだと感じた。何事も物事を進める上で事前に調査し、現場・現物を見ることの
大切さを感じた。
・パールハーバーでは、アリゾナ記念館にも行くことができ、とても感動しました。また、
献花及び寄付を行うことで周りの外国の方々がとても良いことをされたとお褒めの言葉を
いただいたと聞き、内省内観を行うことの大切さを改めて感じた。
・オプショナルツアーでは、ハワイ島巡りを行いパワースポット等癒しの空間を味わくこと
ができ、ホノルルとは違った自然に触れ合うことが多く自分を見つめなおす良い機会にな
りました。
・聴き合いの中で寺田様、十河様、久保様、藤原様からの体験談をお聞きする中で一番印象
に残ったことは、お客様との関わり合いの中で製品を売るだけではなく人と人との信頼関
係で取引が成り立つことが改めて実感した。
・この研修旅行で聴き合い及び報告書作成等をチームごとで行う時に、自分の立場・役割を
認識し、皆で協力することで物事がスムースに進むことができるようになることを改めて
感じた。最初に述べた目的を踏まえて、それを行う上での要因として事前に自分史・内省
内観・会社で現在進行中の他社（あしたのチーム、エクス社、NET*ASK 等）との資料を
参照しながら聴き合いを行うことでより自分自身を振り返り、今後に生かせる研修旅行に
なりました。
この研修旅行に関わっていただいた農協の永島様及び現地ガイドの皆様に対して感謝いたし
ます。

◇製造部 井上博登所感
この度は業務の中また、長期間にわたりハワイ研修旅行に参加させて頂きありがとうござい
ます。日本時間の 5 日 18 時に予定通り出雲空港を出発しハワイに向かうことが出来ました。

初日は機内泊であまり眠ることが出来ずハワイでの初日を迎えましたが、初めてのハワイと
いうこともあり興奮もあったせいか特に寝不足を感じることもなく初日を迎えることが出来
ました。ハワイでは言語、人種、環境、生活習慣等日本とは異なる点も多く、その場にいる
だけで多くの刺激を受けました。
2 日目には戦艦ミズーリ及びアリゾナ記念館への視察に赴きました。
資料館では記録資料や写真、戦争に至るまでの経緯など多くの展示物と共に説明がなされて
おりました。大日本帝国軍による真珠湾攻撃での戦死者数や破壊された戦艦や航空機など事
実は事実として正確に展示してあるものの、その展示方法は決して反日感情を植え付ける展
示ではなく、一部では攻撃における日本軍の組織力、そしてその計画性を称える表現もなさ
れており、勝ち負けや善悪ではなく、戦争の悲惨さとその事実を風化させないことに配慮が
なされていたことに感心しました。
私がこの記念館及び資料館において強く印象に残っている写真が一枚あります。それはミズ
ーリ号で行われた日本の降伏調印式の写真です。日本の使者数名に対し、マッカーサーを始
め連合軍のメンバーそして大多数のミズーリ号のクルーに囲まれた、または見降ろされてい
る写真を見た時には何とも言えない感情を覚えました。
3 日はオプションツアーとして私はハワイ島巡りをさせていただきました。
広大なハワイ島を一日で回れるわけでもなく当然空港から程近いエリア限定のツアーではあ
りましたが、栄養豊富な土地、そして温暖な気候、大量に降り注ぐ雨により力強く、大きく
育った木々を数多く見るとＢＩＧ ＩＳＬＡＮＤと呼ばれていることにも納得させられます。
ハワイ島の方々は、私達の様な団体の観光客に対してもアロハと笑顔で挨拶をされる方が多
く、旅行者を快く迎えて頂けることにとてもうれしく思いました。逆の立場で自分を含めた
日本人が外国人旅行者を快く迎え入れることが出来るか考えた際、国民性や生活習慣の違い
に違和感を覚え、拒絶する方の方が多いのでは無いかと考えます。日本は少子化が進み、そ
の具体的な対策案もありません。結果、近い将来日本も外国人の移民を引き受けることは必
然になります。古くから多くの移民を受け入れてきた歴史を持つハワイには多く学べること
があると考えます。
ハワイでは多くの日本人観光客ばかりでなく、生活の基盤をハワイに移し現地で活躍されて
いる方とも多く接しました。ミズーリ号でのガイド、ハワイ島でのガイドの方もそうでした。
また、ハワイを代表するお菓子メーカーの創業者も日本人との話を聞き、同じ日本人として
誇りに思うと同時に、今自分はほんとに小さな世界で生きていること、そしてそれに満足し
ていたことに対し、情けない気持ちも覚えました。
今回のハワイ研修旅行では、夜遅くまで又は、移動のバスの中で、日々ハワイで感じた事又
は日頃の業務についての会話が弾みました。これは松江に帰っても続くと思います。
みなさん普段とは違いすぎる環境で多くの刺激を受けておられることと思います。
この度は、この様な機会を頂きありがとうございました。

◇製造部 常陸辰徳所感
業務がある中、1 週間の期間ハワイ研修旅行という貴重な機会を頂き、ありがとうございま
した。また、1 週間という長期間業務を抜けさせて頂き、フォローして頂いた社員の皆様へ
感謝申し上げます。ありがとうございました。
ハワイでは、ヌアヌパリ展望台、イオラニ宮殿、カメハメハ大王像、アリゾナ記念館、アリ
ゾナメモリアル、戦争への道博物館、ＵＳＳボーフィン潜水艦、戦艦ミズーリ号等を視察さ
せて頂き、実際に現地で自分の目で見られた事は、貴重な経験であったと感じました。特に
アリゾナ記念館では、当初全員の視察は難しいとされていた、アリゾナメモリアルを視察さ
せて頂く事ができ、真珠湾攻撃により沈没したままの戦艦アリゾナの一部等を見る事が出来
た事、戦艦ミズーリ号の船内では、1945 年 9 月 2 日に東京湾で停泊し、降伏文書調印式会場
となったデッキ、1945 年 4 月 11 日に神風特攻機がミズーリに向け突入し、衝突した傷跡等
を見る事が出来た事、ＵＳＳボーフィン潜水艦の船内では、最大 80 人の乗組員が狭い艦内

で任務を行っていた実際の状態を見る事が出来た事は特に強く印象に残り、貴重な時間だっ
たと感じます。また、移動、食事、ホテルでの時間で、普段お話しする機会が少ない方とも
時間を過ごす事ができ、中でもニューテックス 久保社長、シートシャッター販売 寺田社
長、十河部長より門番に対する熱い想いを聴かせて頂き、門番に対する愛情・責任感、仕事
に対するプロ意識は、当社社員が学ばなければならない程強いものであり、特に寺田社長、
十河部長とは同年代でもある事から、自分の現状と比較すると反省すべき点が多数あり、自
分を振り返り見つめ直すきっかけとなりました。
今回の研修旅行を通し、歴史について現地において自分の目で見て、触れる事が出来た事、
移動中、懇親会、ホテルでは、普段お話しする機会が少ない方ともコミュニケーションがと
れた事は、貴重な時間であり、刺激的な１週間であったと感じました。この経験を良かった
の一言で終わらせるのではなく、社内に共有する事はもちろんですが、積極的に行動に移し
活かす事が重要であると考えます。
最後に、この様な貴重な経験が出来たのも、小松社長をはじめ、周りの方々が不在時のフォ
ローをして頂き、後押しして頂いたからこそであると認識しております。本当にありがとう
ございました。
メンバーの所感を読ませて頂き、今回の研修旅行のテーマであるチームづくりという視点で、
反省すべき点を感じました。団長、副団長、事務局に無意識のうちに任せっきりにしてしま
った自分がいた事を気づかされました。どこかでそれは団長の仕事、副団長の仕事、事務局
の仕事と勝手に自分で枠をつくってしまっていたと感じ、気配り、配慮が足りなかったと反
省しました。何故この様になったのか振り返り、今後に活かさなければいけないと強く感じ
ました。

◇製造部 坪倉鉄平所感
この度はハワイ研修旅行に行かせて頂き、小松社長はじめ、業務の調整にご協力頂いた方々
に感謝申し上げます。
今回の研修旅行の目的はチーム力を高めるということで、初日はハワイの文化や言葉使いに
慣れない中、チームとしてどう行動するか模索する日になったのではないかと感じます。
2 日目にはパールハーバー、戦艦アリゾナ記念館、ミズーリ号の見学に行かせて頂きました。
パールハーバーの歴史館では太平洋戦争の激しさや悲惨な状況を音声や写真で詳しく拝見し、
改めて日本が加害者であることを認識し二度とこのような戦争が起きてはならないのと忘れ
てはいけないと思いました。また、戦艦アリゾナ記念館ではスーツに身をまとって見学しま
したが、その見学した施設の足元に戦艦アリゾナが沈んでおり、この船を沈めたのは日本人
であり、日本人、そして加害者として謝意を表する思いで足を踏み入れました。今回の見学
は日本人として、また加害者として改めて認識し、これからの行動に活かしていきたいと思
います。
そして、オプションのツアーとしてハワイ島めぐりという約 15 時間かけてハワイ島の観光
スポットをめぐるツアーにも参加させて頂きました。
このツアーはハワイ島の一部地域を回りましたが、一番印象に残っているのがキラウエア火
山で、これは現在も活動を続ける活火山だそうで、火口から数キロの所までバスで行くこと
ができ、火口には煙が上がっていました。また、目的地へ行く道中では高温の蒸気が噴出し
ているところにも立ち寄り、自然の力というものはすごいなと改めて思いました。これだけ
の火山があったり風があったり太陽があったり、この自然エネルギーをもっと有効活用し、
ビジネスにもつながっていくと良いのではないかと思いました。
さてこの一週間、様々な経験をさせて頂きました。
異国の文化、言葉、自然、そして人と触れ合い日本との違いを認識し、とても有意義な時間
を過ごさせて頂きました。現地ではチップを渡す習慣があり、お世話をして下さる方への感
謝の気持ちを表し、日本にはそういう習慣はいっさいないので人として成長できる場であり、
日本人は全員行くべきだと思いました。

この度は貴重な機会を頂き誠にありがとうございました。

◇製造部 金有辰所感
今回ハワイ研修旅行の機会を頂き社長初め社員の皆様に感謝します。私はハワイ研修旅行に
行けたことはとても嬉しかったです。その理由として、ハワイは重要な歴史遺産があり、歴
史的な内容も深いところだと思ったからです。今まで本の中でしか見てない歴史的なことを
自分の目で見られる貴重な機会となりました。今回の旅行内容を下記のように整理しました。
初日はハワイの誕生に関しての歴史遺産を巡りました。ヌアヌパリ展望台はカメハメハ王が
10,000 人の軍人を引き連れハワイ島を統一した場所でした。その次の場所の国立太平洋記念
墓地は第 1 次世界大戦からベトナム戦争や 1986 年にスペースシャトル（チャレンジャー号）
の事故でハワイの英雄になった軍人スタンリー・ダンハム氏などの魂も眠っていました。翌
日にはアリゾナ記念館へ行き、今までの歴史の中でたくさんの人が亡くなったことがわかり
ました。戦争でどれくらいの人が死んでいるのか。そしてその命のおかげで我々は今平和の
上で生きていることが分かりました。
今回のハワイ研修旅行をきっかけで日本内の事情、韓国の事情、アメリカの事情などより広
い視野で見ることが出来ました。これからニュースなどを見るときはもっと広い視野で見る
ことが出来ると思います。そして現在を理解するためには今までの歴史をまず知るべきだと
思いました。現在を社内で 3D の講習会に参加していますが、講習会でも 3D の今までの歴
史やこれからの技術進歩を視野に入れて参加していきます。今回のハワイ研修旅行は自分の
人生の中でもとても感動的な出来事となりました。社長を始め関係者の皆様に感謝を申し上
げます。
今回のハワイ研修旅行では日本の戦争の立場を理解することが出来ました。私は韓国人とし
て日本は加害者であること、韓国は被害者であることを子供の時から習ってきました。その
結果視野を韓国人の観点から理解することしかできませんでした。今回のハワイ研修旅行で
日本人としての立場や条件を理解することが出来ました。特に今回のハワイ研修旅行にいく
前の歴史資料の勉強や映画上映会で見た映画で日本内部の痛みや立場を理解することが出来
ました。特にアメリカ制作の映画と日本制作の映画は完全に違うもので、同じ事実を完全に
違う視線で見ることで自分の歴史観を深く広くする機会となりました。このチャンスを自分
だけのものにするのではなく、他の韓国人にも伝えることで両国の理解が深くなるチャンス
にしてこの研修旅行の意味を高めたいと思いました。

◇製造部 石倉直輝所感
今回はハワイ研修旅行に参加させていただき誠にありがとうございました。初の海外研修で
入国審査からホノノル市内観光までを通し外国人に囲まれた日本語が通じない日常を過ごし、
海外の雰囲気が感じられました。
2 日目ではパールハーパの見学に赴きました。見学では真珠湾攻撃の資料・映像が展示され
ており、イヤホンから通訳の音声も聞こえ真珠湾攻撃の前兆から被害内容まで把握すること
ができました。現地では夏休みと重なっており、多くの家族連れが目立っていました。混迷
の時代の中で、同じような悲劇を繰り返させないためにも現在の子供達に、過去の歴史につ
いて学んでもらい、新しい世代に教訓を受け継いでほしいと感じるとともに、私たち大人が
教えていかなければならない責任があると感じました。
懇親会では渡航前に自分史の更新を行ったものを基に社外、他部署の方も含めたチームで聴
き合いを行いました。自分史の私の過去と上司先輩社員の過去を照らし合わせて考えると、
門番について勉強不足な点があると感じました。技術・知識を深めていかないとこの先の将
来（開発・製造）が見えてこない。アピールができなく人からの関心がない。というケース
にならないように日々の業務から学ぶ意識をして業務に取り組みたいです。

社外の十河様のお話から門番販売をされる現状をお聴きし、お客様にこれからも満足して商
品を扱って頂けるように品質の向上に向けて改善活動又、スキル向上を職場全体で目指して
いきたいと感じました。
今回のハワイ研修旅行では社外・他部署での様々な連携が取れていたと感じます。今回の研
修を今後の業務に生かしていきたいです。ありがとうございました。

◇製造部 髙橋拓也所感
この度、業務ご多忙の中ハワイ研修旅行に参加させて頂き誠にありがとうございました。ま
た、研修旅行につきまして様々な手続き等を行ってくださった社員の方々に感謝申し上げま
す。
今回の研修旅行は社是・経営理念行動指針の実現 、人生を楽しく生きる為の良いきっかけに
なりました。社外・国外の方とのコミュニケーションを積極的に図ったことでチームとして
やっていくためのコミュニケーション力の向上に繋がったのではないかと感じます。また初
海外であり、とても心配しておりましたが、ハワイの独特の文化を肌に感じ、ラフな気持ち
で研修旅行を過ごすことができました。
1 日目はヌアヌパリ展望台やカメハメハ大王像等観光させて頂きハワイの歴史について、多
く学ぶことがありました。1 日目の日程の中で Tesla の最新の電気自動車の展示会場に行き、
自動車を拝見しました。その自動車はカーナビ部分が大型のタッチパネルが搭載させており、
自動車までにもタッチパネルを使用されるようになっており、世界でタッチパネルの需要が
拡大していると感じ、必用不可欠な物だと思いました。
2 日目はパールハーバーを観光しました。そこでアリゾナ記念館に献花致しました。戦中に
日本が真珠湾を攻撃し多くの犠牲者が出ました。また同時に戦艦や航空機等多くの損害が出
ました。その中でアリゾナ戦艦は 1000 人以上の乗組員を乗せ、沈みました。その犠牲者の
追悼するともに真珠湾攻撃自体を記念する施設がアリゾナ記念館でアリゾナ戦艦の真上に建
設されています。今回アリゾナ記念館を訪れたことで戦争、平和について今一度考えなけれ
ばならないと感じました。戦争経験者の方々がだんだんと減ってきている中で私達が経験者
から話を聞き次の世代に引き継いでいく必要があると感じます。研修旅行を通じてニューテ
ックスの久保社長、シートシャッター販売の寺田社長、十河様、大阪支店の社員の方々から
お話を聞く機会がありました。実際に門番が同様に施工されているのか、販売店・代理店に
ついて等たくさんアドバイスを頂きました。将来のイメージとしては門番の設計・開発に携
わっていきたいと考えており、そのために実際に拠点に出て門番について深く知りたいと考
えています。今回アドバイスを頂いたことで将来に向けて拠点に出たいと強く思いました。

◇製造部 金元祐樹所感
この度はこのような経験をさせていただきありがとうございました。自分自身海外に行くの
は初めてで、貴重な体験をさせていただきました。ヌアヌパリ展望台やイオラニ宮殿などを
回らせてもらい、日本とは違う文化に触れる事が出来ました。特に国立太平洋記念墓地では、
第一次世界大戦からベトナム戦争にかけて戦死した兵士とその家族のお墓が数多くあり、戦
争の恐ろしさについて改めて考えさせられました。
また、パールハーバービジターセンターやアリゾナ記念館を訪れ、真珠湾攻撃についての
話や実際に攻撃を受けた戦艦の破片などを間近で見ることが出来ました。研修旅行前に見さ
せていただいた映画に出てくる暗号解読機など、知識でしかないものを自身の目で見ること
が出来ました。私たち日本人が起こした真珠湾攻撃、その被害を受けた現地に行くことで当
時の状況と言うのを肌で感じることが出来ました。
懇親会では、会社の先輩方や門番代理店の方と失敗談や経験談、チーム作りにおいて大切
なことについて聴き合いをさせていただきました。また、部署を超えて普段余り話をしない
方と話をする事が出来、とても良い経験になりました。

社是・経営理念・行動指針の実現にはチームとして行動していかなければならないと感じ
ています。今現在、部署内の方とはコミュニケーションを取る機会が有るのですが、部署外
の方と話をする機会が有りませんでした。今回の研修旅行でそういったコミュニケーション
を取ることが出来て、とても良い経験になりました。ありがとうございました。

◇製造部 梅田匡哉所感
今回このような貴重な機会を頂きありがとうございます。
海外旅行は久々のことで 8 時間のフライト、また時差ボケで現地についたときには疲れてい
まいた。そんな中でしたがヌアヌパリ展望台、イオラ二、カメハメハ大王像、などハワイ観
光名所にいきその土地の歴史や文化に触れたことはとても自分のためになった。
パールハーバービジターセンターでは、この土地でどんな出来事が起きたか説明を聴き展
示物を見て回りました。ハワイ旅行の前に映画「トラ トラ トラ」「永遠の０」など動画
を拝見していたことより理解がとても深まりました。実際の魚雷や飛行機、船の模型などは
リアルでこの土地でおきた出来事の恐ろしさを肌で感じました。また、アリゾナ記念館にも
行くことができて良かったと感じます。大きな船が沈没しているのを目の当たりにし船と一
緒に亡くなった人たちが眠っていると思うと悲しい気持ちになりました。この戦争によって
多くの人が亡くなり多くの人が悲しんだことがよくわかり戦争は恐ろしいものだと改めて感
じました。
戦艦ミズーリでは見てまず感じたことは大きくてとてもかっこいいと思いました。攻撃準
備をするにも 90 人近くの人で火薬を詰めること、飛距離は約 30 ㎞、玉の重さは約 1 トンな
どスケールの大きさに驚いたと同時に当時の船の中でとても優れた機能があり大きな船で当
時は他国から恐れられていた船であったのだろうと感じた。ミズーリの説明の中で印象に残
っている話は神風特攻隊の襲撃があった際の話でした。敵の遺体をみて普通なら敬意を表す
ことはまずないともいますが、この時の船長は国のために任務を随行した兵士に対して敬意
を示した。この話を聞いてとても感動できる良い話であると感じましたし、人としてそして
また船長として立派な人でありとても尊敬されていた人だったのだと感じました。この話を
聞いて私も尊敬される人へと成長していきたいと感じた。
全体を通しては社内の今まで関わりのなかった人や社外の方々のコミュニケーションをと
れたことが非常に良かった。普段聞けない事や一歩踏み込んだ話などとても自分のためにな
りました。代理店の方々と話をする中で自分のモチベーションもとてもあがりました。仕事
に関しても世間のことに関してもまだまだな部分がありますが失敗を恐れずどんどん挑戦し
ていきたい。また、失敗しても助けてくれる先輩たちがいることがとても心強いと感じまし
た。今は不安なことがありどうしていけばいいか分からない部分もありますがいろいろな人
から意見を聞くこと、分からないこと疑問に思う事はどんどん聴く、教えてもらうことこれ
がとても重要なことだと感じました。色々なお話をさせて頂きアドバイスも沢山頂きました
代理店の皆様、先輩方々とても感謝しておりますありがとうございました。また今回このよ
うな貴重な機会を頂きありがとうございました。この機会を今後に活かせるように業務に励
んで行きます。

◇小松光子所感
今回ハワイ研修旅行に参加させていただく機会を頂きありがとうございました。
アメリカが直接攻撃されたのは９．１１とパールハーバーだけといわれます。
パールハーバー訪問では、その言われ方から冷たい視線を想像していました。
スーツ姿の集団は何？という感じでは見られていましたが、決して冷たい視線ではなかった
ように思いました。

日本人の見学者が少ないのが、気になりました。気の重いところもありますが、戦争を起こ
した日本国民として、戦没者の冥福を祈り、してよい戦争などないということを再確認する
ためにも訪れなければいけない場所だと思いました。
社員の方はじめ施工店の方には大変なお心づかいを頂きました。また、母（名誉団長）も皆
様方の温かいご配慮を頂き無事大役を果たすことができました。
心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

◇小松良雄所感
世界各国でテロが相次いで起こっている。常夏の夏、リゾート地ハワイに降り立つにはおお
よそ似つかわしくない入出国時のセキュリティーチェックの厳しさから、その影響をひしひ
しと感じた。テロの増加とともに、トランプ政権を代表とする閉鎖主義を掲げる一国のリー
ダーが増え、このままではまた、過去の過ちが起きてしまうのではないかと懸念される。
パールハーバーでの日米双方の苦しみや、広島・長崎での原爆をはじめとした戦争の悲劇は
今日も絶えることなく続いていることを忘れることなく、二度と同じ悲劇を起こさぬよう、
今後も、何事も思慮深く考え、行動していかなくてはならない。パールハーバーでの式典の
最中、そのような思いが込み上げてきた。
異文化に触れて感じたこととして、日本にはないチップ制度は、貧困格差の大きいアメリカ
社会の中では、貧困層の生活費確保となっているように感じた。今日の日本における若年層
の収入格差や、高齢化、貧困層の拡大などを考えるとき、今後日本でもチップ制度の導入も
あり得るか、と心配に感じた。このように異文化に触れ、また、悲惨な過去とそれを乗り越
えてある今日の平和について再考できたことが、この旅での最大の収穫だった。
このような機会をいただけたことを心より感謝いたします。

◇小松美佐子所感
今回の研修旅行において、異文化に触れることで初めて学ぶことのできた経験が、何よりの
収穫でした。
パールハーバーを訪れ、式典に参加させていただきました。式典までの間に、展示などを見
て回りました。神風特攻隊をはじめとした一連の攻撃について、大勢のアメリカ人が亡くな
ったことに対して、日本人として罪悪感を感じながら、同時に、勇敢に戦い散っていった日
本兵を誇らしく思う気持ちもありました。しかし、アリゾナ記念館の足下には、戦艦ととも
に没した兵士たちが今なお眠っていることを思うと、いたたまれない気持ちになりました。
このような複雑な気持ちを抱えながら、厳粛な式典に臨みました。そして式典が終わったと
き、このような複雑な気持ちこそが、このような惨劇、悲劇を起こす戦争を繰り返してはな
らないと、我々に教えていることに気づきました。二度と同じ悲劇が起こらない平和な世界
になることを願う気持ちが一層強くなりました。
フリータイムでは、ダイヤモンドヘッドやワイキキビーチなど、これぞハワイといった、青
い海と爽やかな風を感じたり、慣れない英会話を交えながらのショッピングや、圧倒される
ほど大ボリュームの食事、ショーや踊りを楽しみました。
異文化に触れることで、この歳になっても新たな経験や学びができ、歴史や平和について再
考することができ、充実した気持ちで帰国しました。
誰しもができない貴重な経験をさせていただき、有難うございました。

◇事務局 加藤かおり所感
まずは業務多忙の中、このような貴重な機会をいただいたことに、感謝申し上げます。あ
りがとうございました。また、私事ですが、出発前より小松社長には多くのアドバイスをい
ただき、そして、関口さん、事務局の皆さんには準備等で大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。
初日には、カメハメハ大王がオアフ島を統一した古戦場、ヌアヌパリ展望台をはじめ、イ
オラニ宮殿やカメハメハ大王像など、歴史にゆかりのある場所をいくつか見てまわることが
できました。また、移動の車中では現地ガイドさんが、私たちが到着したホノルル空港は今
年の 4 月 27 日に、ダニエル・K・イノウエ国際空港と改名されたことを教えてくださり、こ
れは、第二次世界大戦で米陸軍日系人部隊の一員として戦って右腕を失い、その後、日系初
の連邦上議員となり日米友好関係に多大に貢献したダニエル・イノウエ氏（現在は死去）に
ちなんだことであると知り、ハワイの歴史とハワイは日本との関わりが深い地であることを
学んだ上での、よい研修旅行のスタートとなりました。
2 日目はアリゾナ記念館、戦艦ミズーリ記念館を訪問。アリゾナ記念館の真下には当時、
日本軍が真珠湾を攻撃し、沈没した戦艦アリゾナが引き揚げられないまま眠っていて、水面
から突き出した錆びた艦体の上方の一部を見ることができました。ちょうど私が記念館の上
から沈んでいる艦体を見ていると、艦体から漏れ出た油が水面に浮いてきて、とても油臭か
ったのが強烈に印象として残っています。戦艦アリゾナの死者は、1,216 名のうち 1,177 名
と言われており、真珠湾攻撃は、アメリカ海軍はじまって以来の最大の奇襲で、これからも
ここまで規模の奇襲はおそらくないだろうと言われているとのこと。当時から 75 年以上経
った今でも、未だに艦体から漏れ続ける油のにおいと、多くの方がこの中で亡くなれた沈ん
だ艦体の上に実際に立つことで、より深く、なぜ日本はだまし討ちと言われるような攻撃を
したのだろうか、私よりずっと若い年齢で自国のために犠牲となった方々、そしてその家族
はどのような思いだったのだろうかなどと考えさせられたのと同時に、自分が今の戦争のな
い日本に生きていることへの感謝の思いが涌いてきました。そして、現地の方々も見守る中
での、真珠湾攻撃による生存者、アルフレッド氏への国立記念碑前での寄付金贈呈という大
変貴重な場面にも立ち会わせていただくことができました。
ハワイでの 4 日間をチームというテーマのもと、門番関係の社外の方々と年齢も部署も異
なる社内の皆さんと一緒に行動させていただき、お話を伺うことができました。今後、社長
に頼ることなく私たち自身がチームとなりやっていくためには、きちんと目標、計画を立て
実行し、そこに数字の管理をリンクさせて考えることは避けてとおれないことであると感じ
ています。社是、経営理念をチームで実現していくために、数字の管理をどのように制度化
していくのか、これから聴き合いを進めていかなければなりません。

◇事務局 伊藤圭佑所感
この度はこのような機会を頂きありがとうございました。
情報誌等によると日本語も通じやすく、海外旅行としては行きやすい場所との情報もありま
したが、現地では看板やメニュー等も日本語で表記されており、またアナウンス等も英語の
次に日本語で説明が入るなど、日本人旅行者が大多数を占めているということも知ることが
できました。また、ホノルル市の市長、副市長が日系人であり、日系人の工場も多数あるこ
とも知り、日本とハワイの関係の親密さを情報誌等では感じられないくらい感じ取ることが
できました。やはり百聞は一見に如かずというように、現場でしか分からないことがあると
いうことを改めて知るきっかけとなりました。
アリゾナ・メモリアルセンターと戦艦ミズーリに訪問させていただいたのですが、ガイドの
方のお話によると 2 箇所とも訪問出来るのは非常に稀というお話もあり、今回 2 箇所とも訪
問出来たことは非常に貴重な機会であり、このような機会を与えて頂きまして感謝申し上げ
ます。

ミズーリ号とアリゾナが隣であるということは事前調査等で知ってはいましたが、ミズーリ
号が退役し、この場所にこの向きで置かれた意味、また調印式での日本に停泊した船の位置
の意味、掲げられた国旗の意味をお話頂き、アメリカ軍の考えやガイドの方の知識の豊富さ
を知ることができました。
カメハメハ大王の生誕の地のハワイ島に伺わせて頂いた際には、カメハメハ大王像について
のお話があり、像は全部で 4 体あり、初日に訪問したオアフ島の像は 2 体目で、1 体目はハ
ワイ島北部のカメハメハ大王の生誕の地、3 体目がワシントン DC に、4 体目がハワイ島東部
に設置されており、代を重ねる毎に格好良くイタリアで作られているとのお話を受けました。
またカメハメハ大王像自体は本人がモデルになっているわけではなく、王の臣下の中で一番
格好が良い方がモデルになっているという貴重なお話も伺うことができました。
旅行全体を通してハワイと日本との関係性、現地での情報の豊富さ、異国の地での文化の違
いなどを直接感じとることができる大変貴重な機会となりました。
このような機会を与えてくださりありがとうございました。また、1 週間という長期の間 31
名が不在となり、その間通常業務を行って頂いた社員の方にもお礼を申し上げます。ありが
とうございました。

◇事務局 宮﨑聖児所感
1 週間という長期の研修旅行の機会をいただきありがとうございました。この間、業務を進
めていただきありがとうございました。
社是・経営理念・行動指針の実現、チームづくりということをきっかけに今回の研修旅行を
小松社長よりご提案いただきましたことに改めて感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。
USS アリゾナ記念館・戦艦ミズーリ記念館訪問は海外の方だけでなく、アメリカ本土からの
訪問も多く、服装でもタンクトップ、半ズボンなどで訪問している方も多数おられました。
そのような中でスーツ上下で約 40 名の団体での訪問であったことから視線は非常に感じま
した。アリゾナ記念館は歴史を最大限に活かした記念館となっていると感じました。戦艦ア
リゾナは戦艦ミズーリと向かい合ており、戦争の始まりと終わりがこの場所にあることの意
味 を 考 え さ せ ら れ ま し た 。 ア リ ゾ ナ 記 念 館 へ 渡 る た め の 船 ま で の 通 路 に は 「 PEARL
HARBOR HISTORIC SITES」のプレートがあり、上から英語、中国語、日本語、韓国語で
「アリゾナ記念碑は、戦死者を追悼し、命の尊さを学び、戦争と平和について考える場で
す。」との記載がありこの場所は歴史を学び、活かすこととして非常に参考になる場所であ
ると感じました。今回、私たちは 1 日をかけてアリゾナ記念館⇒戦艦ミズーリ記念館⇒アリ
ゾナ記念館という形で全体を見せていただくことが出来ました。これだけの大人数が全員船
で渡り、アリゾナ記念碑に渡れたことは奇跡に近いような話もあり、農協観光の永島さんに
感謝いたします。そのほか日本では墓地と呼ぶところを「ガーデン」と呼ぶなど、表現が異
なるだけで受け取る印象が異なる事など言葉の選び方、使い方というのを考えさせられる機
会となりました。
3 日目には天国の海、ハワイの出雲大社参拝、4 日目にはダイヤモンドヘッド見学のため現
地の生活を知るためにも現地の市バスに乗り移動しました。観光地から離れると華々しいハ
ワイの雰囲気とは違うこともよくわかりました。今回はスマートフォンを活用し色々な場所
へ向かいましたが世界中どこでも意思があれば行けることがよくわかる機会にもなりました。
全体を通じて感じたこととしてどの場面でも女性が活躍されている印象を受けました。日本
でも女性ガイドが多いと思いますが、農協観光 永島さんはもちろんのこと、初日の市内観
光、アリゾナ記念館、ミズーリ記念館、天国の海どれをとってもすべて主体は女性で男性は
サポート役に徹している印象を受けました。ハワイの観光産業の中に色々なヒントがあるな
と感じます。

今回、事務局という役で参加させていただきました。目的に向け、どのようにこの機会を活
かすかという点で常に考え、事務局として副団長と日々打合せをしながら研修旅行を進めて
いきました。特に社外の方からの話をお聴きする懇談会では進行役としての役割もあったこ
とから「門番との出会い・念いの具現化・チームづくり」の 3 つに絞って全員が話をお聴き
する方向で進めることが出来ました。この聴き合いに至るまでには事前に事務局部屋にて副
団長・事務局が集まりどのような進め方でこの場をより良い場とするかの打合せをさせてい
ただくなど、全体を考えて進めていきました。
しかし、今回一番痛感したこととしてチームづくりということで「全体から考える」ことの
難しさでした。自分自身、経営という視点で物事を考えて行動していないとことがよく分か
る機会となりました。また、すべてにおいてきめ細やかな気配りが出来ず、事前の役割分担
についてもうまく機能していない部分もあったと思います。そういったことから事務局メン
バーは部屋へ帰っては反省の繰り返し。私の場合はこの研修期間は 1 滴もアルコールを口に
できなかった。しかし、自身で気づいて色々とアドバイスや考動していただいた代理店・施
工店の皆さん、社員の姿もあり、本当にたくさんの方のおかげで事務局としての役割が担え
たと感じました。今後の課題にも繋がりましたが、そのような中で副団長、事務局がそれぞ
れ意見を交わしどうすればより良くなるかなど、常に聴き合いができた事が良かったと感じ
ます。副団長である寺田社長にも事前打合せに積極的に参加いただく中でお褒めの言葉もい
ただき、文化の異なる社内外でチーム・仲間をつくる上では一緒になって聴き合いをするこ
との重要性を改めて認識する機会となりました。ありがとうございました。

【修正履歴】
2017 年 6 月 12 日
青字：2017 年 6 月 13 日追記
緑字：2017 年 6 月 22 日追記
紫字：2017 年 7 月 18 日追記

