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プロレス大好き大集合！

みんなでつくるインターネット放送局

今回の注目番組！
第一線で活躍されている経営者の方々との対談形式によるインタビュー。仕事を始めたきっかけ、

「あなたには価値がある」
株式会社セブンフォールド・ブリス 代表取締役

本田 賢広さん

コーチング、研修、セ
 ミナーと幅広くご活躍されている本田賢広さ
んにお越しいただきました。人それぞれに与えられた使命と役割
にともに気づき、誇りを持った生き方を応援したい。本田さんの柔
らかい物腰の中に秘めた熱い情熱を感じる対談となりました。

「メンタルブロッコリーは食べてしまえ！」
オンラインコーチングスクール Smile on me 代表

石丸 弘さん

今回 4 回目のご登場となります石丸弘さん。なんと今回価値観カー
ドで引いたのは「平和」
。石丸さんには何か神々しいものを感じてし
まいました。お話は卓球、数学と広がります。そして本動画のタイト
ルにある「メンタルブロッコリー」とは何なのか。是非ご覧ください。

「全世界同時刻ハグ祭り！！」
ハートインプレスパーク協会

阿南 美咲さん

「世界同時刻ハグ祭り」を主催されている阿南さんも最初にフリーハ
グをした時は怖くて足が震えていたそうです。お話の中には、一歩を
踏み出す勇気、行動するためのヒントがたくさんありました。ハグを
ふられても「ありがとう」
。そうすればはにかんだ笑顔が返ってくる・
・
・

経営者対談

「自分を生きる、自分が仕事」

阿部 知佐子さん

2回目のご登場となります。職業、
「阿部知佐子」
。絵描き以外にも、易学
鑑定士、速読インストラクター、司会業と多彩な顔をお持ち。そんな阿
部さんが思い描く「循環型畑シェアハウス」とは？ オープンマインドの
阿部さんのお話を伺っていると「ワクワク」が伝わってくるようです。

「世代のバトンタッチを手助け」
中小企業診断士

奥津 裕介さん

中小企業診断士の奥津裕介さんにお越しいただきました。仕事
が人生そのものといった方が多い中小企業の経営者と相対する
ことは、いろいろな人の人生の 本質と向き合う事。その中で、
印象に残っているエピソード等を語っていただきました。

「躓きの石を積み上げて」
株式会社マイルストーン代表取締役

水野 浩志さん

今回ご登場の水野さんは、20 代より、映像業界、システム開発、コンビ
ニの店長、は
 たまたパチンコで生計を立てるなど波乱万丈の人生。そし
て立ち上げた事業の大失敗が転機となり、自分のこれまでの生き方を
180 度転換。そこで得られた経験が現在の研修に繋がっていきます。

「舞台人のスキルを活かす」

野原 秀樹

株式会社 MANY ABILITIES
さん
（メニーアビリティーズ）代表取締役
今回お越しの野原さん、表現力の豊かさを別のフィールドで活か
せないかとの発想から生み出されたのが、体感型総合学習スタイ
ルの「ドラマチックコミュニケーション」セミナー。体感し気づき
実践する研修についてご紹介いただきました。

大切にしていることなど企業トップならではの、熱い話を繰り広げます！

「第三の実家で思い出づくり」
ここ実（ここみ）ハウス“おかあさん”

山本 英利さん

自分は子供は産めないけれど、そうだからこそ他に産みだせるものがあ
る。そんな、おかあさんと一緒に素敵な思い出が作れる場所が「ここ実ハ
ウス」。自分の心に正直に生きる山本さんだからこそ安心感があり、多くの
人が集い、そこから自然と新しいアイデアが生まれてくるのでしょうね。

「自分の声が好きですか？」
キャリアヴォイス 代表

山崎 美和さん

18年間のフリアナウンサー時代を経て、現在
「声」
に係るワークショッ
プなどを開催されている山崎さん。そのお仕事を一言でいうと「声の
支援」
。ワークショップでは、声の力で自信をつけることを目指すそう
です。一人として同じ声はない。声は人なり。まさにそうですね。

「魚眼レンズは嘘をつかない」
フォトジャーナリスト

つづき よしゆきさん

街の風景を魚眼レンズで撮り続け、3.11以降は福島、いわき市にも何度も
足を運び撮影をされています。つづきさんの写真を拝見し、普通に見てい
ると零れ落ちてしまいそうなモノ、無意識のうちに排除してしまっている情
報を「うおのめ＝魚眼レンズ」が捉えて見せてくれているのだと感じました。

経営者対談

「美肌職人の心意気」
ビューティーメイクさくら 代表

鈴木 さくらさん

ナイトクラブのママから鉢巻をきりりと絞めた焼鳥屋の女将さん、
そして現在のエステ業界に転身するという異色の経歴をお持ちで
す。エステシャンというよりは「美肌職人」としてありたい…。
「結
果を出す」ことにこだわり続ける職人気質の美容家です。

「人の手から手に伝わって」
わらしべ出版

川角 健太さん

前回は大学生の時にご登場頂いた川角さん。今回はわらしべ出版
代表として 2 度目の登場です。川角さんは大学生の時に、ヒッチハ
イクで日本一周の旅を挙行。ヒッチハイク 当時の心に残るエピ
ソード、出版社の名前に込めた思いなどを語っていただきました。


「プラス1％の感動を」

金子 徹郎

株式会社 TOTAL CREATIVE
さん
ENTERTAINMENT
今回ご登場の金子さんは、インターネットマーケティングのコン
サルティングを手掛け、特にコーチ、カウンセラーに特化したサー
ビスを提供されています。対談を通じてとても誠実な金子さんの
お人柄が伝わってきました。是非ご覧になってください。

「魂の場外乱闘 ！＠淡路町」
ミュージシャン

BC.DRIVE の皆さん

BC.DRIVE の皆様にお越しいただきました。バンド結成に至るエ
ピソードから今後の展開など、話は尽きません。後半はテルさんの
仕込みが次々と。是非お見逃しなく。
「淡路ングソバット」を引っ
提げて、いくぞ魂のドームツアー !!!!!!

ありがとうTV

「 モノに対する執着心 」
グローバルセラー実践会

井手 剛さん

輸入販売を手掛ける井手さん。モノを売ることの難しさに直面し
て行きついた一つの答えが検品力の 大切さとモノに対する執着
心。今後はこだわりの日本製品を世界に紹介していきたいという
抱負も語っていただきました。

「あたたかな色を紡ぎ出す」
からふるアーチスト

高井 知之さん

経営者対談

今回はお母さんの尚子さんにもご登場いただきました。知之さんはさ
おり織りとクッキーを作っている工房で働き、
「からふる」のアトリエ
教室にも在籍、たくさんの絵も描かれています。知之さんの紡ぐ織物、
描く絵の色使いがとてもカラフルで暖かいお人柄が伝わってきます。

「アリガトウをカタチに」
オーダーメイド彫刻専門店 Love Gift

鈴木 勇也さん

サンドブラストという技法でガラスや様々な素材に彫刻を施し、世界に
一つだけのオリジナルギフトを制作。人を笑顔にしたい、センスある商品
を届けたいとの想いでつくられた商品はとても素敵です。また、写真家
としての一面もお持ちでその活動の一旦もご紹介していただきました。

「祝！フォトコンテスト入賞！！！」
オレンジアーティスト

坂上 たかお（ガミ）さん

唯一無二のオレンジアーティスト、ガミさん。1年ぶり4 回目は、フォ
トコンテスト入賞の嬉しいお知らせを引っ提げてのご登場です。Sony
World Photography Awards 2016 おめでとうございます！！！ぶ
れずにオレンジの道を突き進むガミさんの活躍には目が離せませんね。

講師ＮＡＶＩ
!!

業界トップクラスの研修講師が研修に対する思い、研修の裏話、人材教育の今後について、
講師ならではの“ここだけの話”が満載です。

「意見がこぼれ出す研修を」
プロモーションコンサルタント

高橋 亮さん

カー用品に係る商品の売り場での展開、接客、商品知識のお客様へ
の伝え方などの研修、販促プロモーション、コンサルティングなど
を手掛け「モノやサービスを動かすのは全て人。そのことを忘れず
に一緒に動いていく研修を心がける」と語る高橋講師との対談です。

坂内正の
Ａｓｉａ Ｂａｎｚａｉ！

い

ま

コメンテーターの坂内正さんとともに、アジアの現在をお届けいたします。

Season2 第 20・21回 中国・シルクロード編⑴⑵
２回に渡り中国・シルクロード編をお送りいたします。第 1回目に
焦点を当てるのは西安。中国史 に君臨するかつて長安と呼ばれた
都。遣唐使などを通じて日本に世界最先端の文化をもたらしてきた
都としても私たちと縁が深いところです。第 2 回目は敦煌を取り上
げます。シルクロードの前線基地ともいえる砂漠のオアシスの街敦
煌。シルクロードを踏破してこの街に至った、張騫、玄奘三蔵、マル
コポーロ。砂漠を悠揚と歩くラクダの姿に旅情がそそられます。

MC の春野真徳が様々なゲストと熱いプロレストークに花を咲かせます！

“超竜”高岩竜人選手、春風亭傳枝師匠、唯我選手登場！
6.17 格闘演芸道場WRE 落語だ～！プロレスだ～！
わっしょい！わっしょい！
元 GHCJr ヘビー級チャンピオンの高岩竜一選手の登場。そして春風亭
傳枝師匠、もうお馴染みの唯我選手です。今回のご紹介は、落語の寄席
でプロレスラーがコントをするという格闘演芸道場WREのご紹介です。

キターッ！ぶっ壊すぞ～！
松本浩代選手、10 周年おめでとう～！
7.31
「ヒロヨの大決闘」新木場1stリングスペシャル
ぶっ壊すぞー！の松本浩代選手です。7.31
「ヒロヨの大決闘」デビュー
10 周年記念興行があります。昨年の6月に膝のケガから復帰を果た
し、さらにパワーアップしている松本選手をじっくりご覧ください。

フォォォォ～！！！ 大日本プロレス
2016 年「Road to 両国」復活スペシャル！
和製ウォーリアーズ：河上隆一選手、佐久田俊行選手の登場！
やっとおいでいただきました。河上隆一選手です。彼の歯に衣着せ

プロレス大好き大集合！

ぬトークは、久しぶりにハラハラ、ドキドキするプロレスならでは
のスリリングな期待を抱かせてもらえます。

マジですか？すげ～！
TAKAみちのく選手応援スペシャル！
6.3 CLUB-K SUPER in 新宿 FACE 大会～！
TAKA みちのく選手においでいただきました！話題は何と言っても 4

月の後楽園ホール大会の Hi69 選手のバルコニーダイブから、チーム
69ロール、凶月、スーパー Jカップの予選の、等々盛りだくさんです！

Wrestle-1大和ヒロシ選手プロデュース興行
6.26 市原市臨海体育館大会
大和さんの首～早く治って欲しいスペシャル！
もう、お馴染みの大和ヒロシ選手です。画面からもお分かりのよう
に痛々しい首です。一時は全身の感覚がなくなるほどだったようで
す。一日も早い復帰と活躍を期待したいですね。

パッショーン！ SEAdLINNNG5.18 後楽園ホール大会
ガチンコスペシャル 高橋奈七永選手、南月たいようさん、
登場！全カード決定してます！
（第 1部、第 2 部）
因縁の対決！目白押しの 5.18 後楽園ホール大会を中心にお届け
して参ります。その前に 3 月大会の振り返りです。様々な感情の交
錯の続きが今大会です。ぜひ、ご覧ください。

5.3-5.4-5.5 板橋グリーンホール大会 JWP3 連戦！
中島安里紗選手、藤本つかさ選手の登場！
「ベストフレンズ！」
GW全カード決まりました！ スペシャル！Part1、Part2
今、最も輝いているベストタッグチーム！公私ともに仲の良いタッ
グチーム！それは～、ベストフレンズ～！今回は、２人でのご出演
と言うことでかなりハイテンションで、楽しい収録になりました。

キターッ！サプライズ！
今年メビウス第一弾 4.25 新木場1stリングスペシャル
折原昌夫選手の登場！
キターッ！お待たせしました。今年第一弾メビウスの興行です。今
年も大集合は応援していきますよ～。今大会は、なんと、つうスポで
お馴染みのひょうどるつうさんが試合に出るというエピソードも！

管理依存型から自律型組織開発へ

コラム
～不正の予防、他責・依存体質からの脱却、メンバー相互に磨き合い
つい～と！
継続的な成長と成果を生み出す組織基盤をつくる～
株式会社スプリングフィールド 代表取締役

春野 真徳

バブル崩壊後、日本の多くの企業は低成長市場の中でコストダウンをコントロールすることでの生き残りを選択し、
上場大手企業でもコストカットの影響で育成・研修を実施しない空白期間ができる企業も現れました。バブル崩壊か
ら20年以上たった現在、コストカットの成果として、バブルの時代には許されていたことが「してはいけない」ことに。
一方で「短期の結果」を求めるあまりに余裕がなくなり人が育たない、定着しないという組織体質に変化してしまい
ました。日々の目標に追われ、達成に必要なスキルも人を動かすマネジメントもまともに学んでこなかった ‘90 年代入
社の管理職は疲弊するばかり。さらに、達成できないと組織から追い詰められ、思考や行動が委縮し、アイデアが出
ない、新しいことにチャレンジできない、ひいては失敗を隠し不正へと発展していきます。強制や抑圧、賞と罰の外発
的な動機づけに頼る管理依存型マネジメントでは限界があります。健全な組織づくりをするには、メンバーひとりひ
とりに「安心」と「意欲」を喚起する内発的な動機づけ、積極的に周囲と関わりエネルギーを高め合い、教え合い学び
合える組織風土をつくる必要があります。目標達成へ向けて主体的に考え、行動し、知恵を出しあい、助け合い、
「挑
戦」と「失敗」に寛容になれる組織への成長発展が求められます。自律型組織開発は、以下のステップです。
1. メンバー相互にエネルギーを高めあえる
2. メンバー相互に遠慮なく刺激し合える関係があり率直に高め合える
3. メンバーは達成へ向け主体的に考え行動し、他者に働きかけている
大事なことは、職場での実践を通じて得られた成果をメンバー同士で共に喜び共有すること。これが変革の原動力
になるのです。

http://springfield.buyshop.jp/

“ありがとう”の気持ちとともに
商品をお届けします。
好評
ヒューマンスキル・トレーニングカード 【ありがとう！ TV】
販売中
!!
発売中 !!
オリジナルＴシャツが一新！
信頼をつくるカード
（体感編）2,000円
（実践編）2,000円
（体感編＋実践編セット）

ありがとう！ TV の T シャツ第 2 弾です。在庫が限られ
ていますのでお早めにお買い求めください。
表

裏

3,600円

カードイメージ

送料別

アジアの現在をお届けします！

坂内正の 2014年版

Asia BANZAI !

DVD

ありがとう！TVTシャツ Ver.2
サイズ：M ／ L ／ XL

3,000 円（税込）送料別
お気軽にご相談ください!

3,000円！

今なら2枚セットで
各巻

2,000 円（税込）送料別

人材育成・ 研修コンサルテーション承ります
組織開発 ● 自律型組織開発「めだかの学校」プログラム
● 企業理念（価値観）浸透・実践プログラム
プログラム ● 協働力を高める「組織活性化」プログラム
● ビジョンをつかめ！

ありがとう！ TV 越谷放送局からも配信中です！
http://www.koshigaya-style.com/htdocs/tv/39/

「ありがとう！TV」ガイド 定期購読のお申し込み、ご意見・ご感想のご連絡は下記まで

TEL.03−5577−4836 FAX.03−5577−4861

http://www.spring-field.co.jp/

E-Mail : info@spring-field.co.jp

詳細は 人財 スプリングフィールド

