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ありがとう！
「飛躍」への
みなさまの
気づきがこの中にあります。

TV
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定期購読 募集中！
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ガイド
経営者対談

講師 NAVI

坂内正のAsia BANZAI!

ありテレ・ラジオ
プロレス大好き大集合！

コラム

効果的な学びの場づくり
～学ぶことは苦しいこと？ 楽しいこと？～

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、

池田 信子

ゲストMC

西澤 美穂子

ラフターヨガティーチャー
さん 自彊術指導員
さん
ラフターヨガアンバサダー
今回は石丸弘さん、宮田和華子さんのお二人にMC を務めていただき
ました。宮田さんと繋がりのある２名のゲストをお迎えし、スタジオは
さらに賑やかでアットホームな雰囲気に！ラフターヨガティーチャー
ラフターアンバサダーの池田さん、自彊術指導員の西澤さんより、それ
ぞれのお知らせ、お仕事に対する思いを伺いました。
株式会社レミントン 代表取締役

坂田 純さん

健康器具、健康食品の通信販売会社、レミントンの坂田さんにお越しい
ただきました。
「うちでしか買えないものを売る」ことをモットーに商品
は自社で開発し、発送まで一貫して手掛けているそうです。ヒット商品、
創業当時の商品開発にかかわるエピソードなど興味深いお話をお伺いす
ることができました。そして、仕事をする上で大切にしていることは…？

株式会社アフターグロウ 代表取締役

山本 敏弥さん

社会人サークルの運営を手掛けている山本さん。多くの人に趣味や特
技を活かして出会いを広げていってほしいとの思いから始まり、現在は
月30 ～ 40 本のイベントを開催。参加者は6 年間でなんと2 万人！ イ
ベントに参加した方が今度は部長になって部活動＝学びの場を提供し
たりと、ユニークな活動を展開されています。対談を是非ご覧ください。

経営者対談

佐藤 志憲

OFFCE DETECT 代表
さん
店舗活性化アドバイザー
店舗の販促と人材育成を手掛ける佐藤さんにお越しいただきました。
大手メガネ専門店で働いた経験から導き出された実践的なノウハウ。
大掃除をすることによって生まれる可能性、夏の餃子店の集客などな
ど、店舗活性化ノウハウの一端をエピソードを交えつつお話しいただ
きました。対談を是非ご覧ください。
貴妃座浴 オーナー

市川 由見子さん

2回目のご登場となる市川さん。サロンで出していたお茶が人気で、お客
様からの声にお応えして発売することになった「貴妃茶」をご紹介いただ
きました。枇杷の葉をはじめ、身体によさそうな様々な素材をブレンド。
興味のある方は番組内で連絡先を紹介していますのでそちらにお問い合
わせください。元気のスイッチを入れて美人長命でいきましょう！

合同会社とれとれ富士山 代表社員

小櫛 和子さん

地元で出会った食の生産者の想いを伝えたいという気持ちが高じて会社を
設立された小櫛さん。富士の西南麓、富士市～富士宮市～駿河湾のエリア
を中心とした食産品は実に魅力的です。私たちがいただく食にはそれぞれ
のストーリーがあるんだという事をあらためて感じました。人＋良＝食。
人に良い食を届ける「とれとれ富士山」のホームページ開設が待ち遠しい！

株式会社三栄水産 専務取締役

柳 延豊さん

柳さんは創業 70 年を迎える鮮魚卸会社の三代目。もともとは演劇に
携わり表現活動を行っていましたが、食を表現するための根本である
お魚を追求したいとの思いが募り、市場を勉強の場として事業を継ぐ
ことになったそうです。さて今回はその美味しいお魚、お刺身を持って
きていただきました！ まさに「新鮮・安心・おいしい」の三拍子! ！

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！
NPO 法人 育自の魔法

山口 ひとみさん

経営者対談

子育て中のお母さん向けに「自分も大事にしてほしい」との思いから
作ったワークショップ「育自の魔法」
。世界中の人が自分を大事にした
ら世の中平和になる。本当にそうだと思います。このワークショップに
参加すると、目の前の扉が次々と開いていくような、そんなワクワクす
る体験ができそうです。対談を是非ご覧ください！

落語芸術協会

春風亭愛橋 師匠

愛橋師匠が古典落語とともに手掛けているのは、その名も「らくごカンター
ビレ」
。邦楽、オーケストラ、合唱団 etc. と落語をコラボさせて「今を生きる」
落語の創作に取り組まれています。サラリーマン生活を送りつつも「物語を
創りたい」という想いを抱き続け、行きついたのが落語の世界。そんなエピ
ソードから落語への想いなどをユーモアを交えつつ語っていただきました。

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。 ひとりのチカラ、組織のチカラを引き出す
株式会社 MANY ABILITIES 代表

野原 秀樹さん

野原さんはコミュニケーション、チームビルディングに加え、組織の風
土、
“関係の質を高める”研修が専門領域。
「創造的手法を用いた体感型相
互学習」という独自のスタイルを確立し、職場、組織のコミュニケーショ
ン活性化を実現する研修を実践されています。対談では、研修内容、講
師になるきっかけ、大事にしていることなどを語っていただきました。

坂内正の

Ａｓｉａ Ｂａｎｚａ

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 24、第 25 回 韓国編
財閥トップ、大統領の逮捕と揺れ動く韓国。そして様々な問題が横たわる
日韓関係。最も近い隣国、韓国の今に迫ります。
コメンテーター：坂内正（ばんないただし）ファイナンシャルプランナー。
総合旅行業務取扱管理者。元政府金融機関で中小企業金融を担当。400
回以上の海外渡航経験を持つ。

!!

おったまがエールの人間応援ラジオ

●第 38回 「何をやってるんですか？」
「何をやってるんですか？」…もし属している組織や肩書を言わない
とするなら、自分が何者であるのかをどのように相手に伝えますか？
…働くこと、仕事とはと、話は膨らみます。

ありテレ・ラジオ

●第 39回 「朝の時間感覚」
時計は24時間同じ間隔で時を刻んでいるはずなのに、夜ふと気がつい
たら「もうこんな時間？」なんてことがしばしばで、一方朝の行動は分単
位で意識している。 時間に追われるのか、時間を先取りするのか…。

ありがとうＴＶ！実験室

新番組が始まりました。出演はおなじみ石丸弘さんです。

●第 4 回 「掟破りの逆インタビュー」
今回は春野が石丸さんからインタビューを受けることになりました。
「ありがとう！ TV」が誕生してから早幾年月。最初は手書きのフリッ
プからスタートし、クロマキー処理も、BGM もございませんでした。
今にいたることができたのも、ひとえに繋がりを紡いでくださった皆
様のおかげです。

ありがとうTV

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！

前文部科学大臣 馳 浩 衆議院議員の登場！
ネバー「ギブアップ！」政界でもノーザンライト
なんと、衆議院議員会館に伺いました。馳浩衆議院議員の収録でし
た。さすが、百戦錬磨。馳先生の掌で転がされた感がありました。同
時に、ユニークなトークと大いなる懐の深さを感じました。

4.12 OZ アカデミー後楽園ホール大会スペシャル！
松本浩代選手の登場！
OZ アカデミー無差別級王者 レディーゴジラ
フリーで団体を問わずベルトを巻いている姿は、観ている私たちに
勇気をいただけます！心から成功してほしいと願うレスラーの一人
です。松本選手、ありがとうございました！

元 WWE スーパースター KENSO 選手
with ゲイシャガール
（鈴木浩子さん）登場！
その２：メキシコ編

プロレス大好き大集合！

前回に続き今回はメキシコ編。お話をお聞きするとサバイバルです。修
羅場を潜り抜けている人は強いし、優しいです。壮絶なメキシコのエピ
ソードをお聞かせいただきました。長時間ありがとうございました！

最近、アニキってる！雫有希選手、
きらきら太陽プロジェクトが旅に出る！ 東海地区初進出！
唯我選手、阿部史典選手、SAKURA 選手の登場！
雫有希選手、唯我選手、SAKURA 選手、阿部史典選手でした！ 4 月の
キラキラ太陽プロジェクト愛知県進出！ 5 月の新木場大会の告知。唯
我さんの6月のバトスカフェ、阿部選手の今を語っていただきました！

亜利弥’選手引退スペシャルトーク
ALIYA’THE FINAL！
（スペシャル MC 賀川照子さん：西口プロレス）
この大集合の収録が決まったとき、すぐに元 JDの賀川照子さんとの収
録をイメージできました。なんと、それが実現したのです。なんとも感
慨深く、奇跡が起きました。ステキな収録をありがとうございました！

FREEDOMS 佐々木貴選手登場！
3.23 後楽園ホール大会スペシャル
with 真鍋摩緒（元サムライ TVレポーター）
佐々木さんは、選手であると同時に経営者でもあります。今、フリー
ダムズが面白い！プロレスを通じて伝えたいことがビンビン伝わっ
てきます。団体としてもっともっと伸びていてってほしいです。

4.2「JWP 25th anniversary」
後楽園ホールスペシャル！ 勝愛実選手の登場！
今回のゲストは、勝愛実選手！初登場です！ 聞きたいこと山ほどあ
りますが、未発表で放送できないことがたくさんあります。勝選手
のピュアな思いをお聴きすることができたと思います。いつも笑顔
の彼女を、4.2 後楽園大会を中心にお聞きしました。

ありがとうTV

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！

石川修司選手
3.20 DDT さいたまスーパーアリーナ大会
スペシャル MC は、てるりん
（賀川照子さん）だよ～！
1 ヶ月の休養から復帰した石川さん、これから、全日本プロレスの
チャンピオンカーニバルが始まります。優勝して、宮原選手の 3 冠
に挑戦して欲しいです。今回もてるりんが、スペシャルMC でした。

3.15日高郁人選手 20 周年記念興行
日高郁人選手、澤宗紀さんの登場！
（スペシャル MC：西口プロレスの賀川照子さん登場！）
今回のゲストは、日高郁人選手、澤宗紀さんでした。そして、なん
と、アシスタントMCに我らがてるりんの登場！ 豪華メンバーでの
収録。むちゃくちゃ楽しい時間になりましたよ。元気が出ました！

TAKAみちのく選手、ERINA選手、応援スペシャル！
2.26 CLUB-K SUPER in TKP ガーデンシティ千葉
（真鍋摩緒さん登場：元サムライ TVレポーター）

プロレス大好き大集合！

KAIENTAI15 周年、TAKA さんの 25 周年、今年は、楽しみなことが
起きそうです。そして、今回は、元祖プ女子！元サムライTV のキャス
ターを勤めていた真鍋摩緒さんに突っ込み担当をお願いしました！

元 WWE スーパースター KENSO 選手
with 鈴木浩子さん
（ゲイシャガール）登場！
船橋に出張収録をしてきました！ かつて WWE で一世を風靡した
KENSO 選手とゲイシャガールこと鈴木ひろ子さんです。ひろ子さ
んは今は船橋市議会議員をされています。

鈴木鼓太郎選手、土方隆司選手の登場！
19 周年だよ全員集合！ IN Bar Jin！
鈴木鼓太郎選手が経営するBar Jinより中継です。鼓太郎選手と初登場、狭山市
議会議員でもあります土方隆司選手。バトラーズ出身のレスラーはどなたもプロ
を感じさせてもらいます。心に響く言葉の数々。鼓太郎選手、土方選手、厳しいト
レーニングを積んでプロレスラーになった選手は、言葉からも強さを感じます。

大和ヒロシ営業部長プロデュース
2.11千葉ブルーフィールド大会
2.26 千葉八日市場メインアリーナ大会 スペシャル！
ご自身のプロデュース興行に加え、本体の興行を一手に引き受け
て八面六臂の活躍をする忙しい大和さん。身体だけは気をつけて
ほしいものです。いつものように楽しい収録になりました。

2.5 バトスカフェ！ 板橋冬の陣！
唯我選手、春風亭傳枝師匠登場！
今年最初のバトスカフェ 2 月5日(日)17:30 ～板橋グリーンホールの
大会告知でおいでいただきました！いつものようにバラエティーに富ん
だお話になりました。バトスカカフェの超個性のある試合のようでした。

コラム

効果的な学びの場づくり ～学ぶことは苦しいこと？ 楽しいこと？～
株式会社スプリングフィールド 代表取締役

春野 真徳

年間 200 日前後の研修を行っていると、それこそ毎

取り組んでよかった！」と思える瞬間です。時間が進め

年 1500 人～ 2000 人の人々にお会いします。その中で

ば進むほど、参加者の皆さんの意欲は高くなり、笑い

も、私が担当する研修は、組織で言うリーダー層、つま

や、拍手が自然と湧き出てきます。自発的に動いて課題

り管理職の方々の研修が約 7 割です。従いまして、40 歳

に取り組んでくださるようになります。そうなると、学

代～ 50 歳代の方々との出会いが多くあるわけです。私

びの吸収がとても高くなります。例えば、2 日間の研修

が今年 50 歳ですから、ほぼ同年代の皆さんです。

の後半、それまでに学んだキーワードを早速活用して

そんな中で、最近よく参加者の皆様に聞くことは、
「研修は好きですか？」という問いです。だいたい「研修

チーム討議に取り組んでいる姿を目にします。研修の
意図することを自分のものにしようとする姿をあちこ

が嫌い」という人が 8 割、
「研修が好き」という人が 2 割。

ちで見ることができます。そうなると講師としても細

さらに研修好きという人の内訳をみると圧倒的に女性

かなことを言わなくても学習の目的に向けて楽しく進

の比率が高いようです。
「研修が嫌い」という人にお聞

んでいただけます。学びの自家発電状態です。

きすると「話をずっと聞かされる」
「人前で話をさせら

実は、この状態は、偶然そうなっているのではなく、

れる」
「何をさせられるかわからない」などなど、一様に

意図的にそういう場になるように創り上げているので

研修という慣れない場に来て多くの不安を抱えている

す。研修が始まると同時にそうなるように振舞います。

が故の「嫌い」のようです。また、
「～をさせられる」と
いう、どちらかというと受動的でネガティブな印象を
研修にお持ちのようです。

そんな講師としての基本姿勢は「承認」だと思います。
講師だからと言って偉くも何ともないし、寧ろ参加

そんな参加者の皆さんに最後に感想をいただくと、

者の皆様に教えてもらうことのほうが多いように思い

「最初は嫌だな～と思っていましたが、研修に来てよ

ます。参加者の皆さんが主役、参加者の皆さんと共につ

かった！」とおっしゃってくださる声をよく耳にしま

くりあげていこうとする姿勢がステキな学び場を創り

す。私としては講師冥利に尽きるお言葉、
「一生懸命に

上げていくのだと思います。

研修コンサルテーション承ります

人材育成・組織開発プログラム

● 自律型組織開発「めだかの学校」プログラム
● 協働力を高める「組織活性化」プログラム

お気軽にご相談ください!

● 企業理念（価値観）浸透・実践プログラム
● ビジョンをつかめ！

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。
ヒューマンスキル・トレーニングカード プロレス大好き大集合！
Tシャツ
発売中 !!
信頼をつくるカード
（体感編）2,000円
（実践編）2,000円
カードイメージ

サイズ：M/L/XL

ありがとう！ TV、
「プロレス大好
き大集合！」の T シャツ第 3 弾で
（体感編＋実践編セット）
す。在庫が限られていますのでお
3,600円
早めにお買い求めください。
送料別

「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
学習メディア カンパニー

学習メディア カンパニー
http://www.spring-field.co.jp/
弊社ホームページの「問い合わせフォーム」まで

