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経営者対談

坂内正のAsia BANZAI! ありテレ・ラジオ

講師NAVI

 プロレス大好き大集合！

神田百景：聖橋から臨む神田川
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能力発揮のカギは対話力にあり
〜ローパフォーマー救済プログラム〜
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紙芝居…。公園の一角でおじさんが熱弁をふるう黄金バットにワクワクし、型抜
き菓子に夢中になったのは遠い昔。今、その紙芝居を通じて高齢者、障害者の社
会参加を促し、地域で共に暮らす人々を繋げていくことを目指しているのがユニ
バーサル歌劇団。昨年から始まった事業ですが夢は世界に広がります。

高齢化社会がますます進む中で、認知症の高齢者の徘徊問題はその家族のみなら
ずその地域社会が抱える問題になっています。そんな課題に正面から向き合ってい
るのが「みまもーら」。10年間充電不要のウェアラブル端末、“見守り”機器を解発
し事業を展開されています。

ユニバーサル歌劇団 団長 さやま茶ッぷりんさん

株式会社みまもーら 代表取締役 河合  斎行さん

東京アマチュアマジシャンズクラブ 佐々木洋之さん

株式会社みまもーら 取　締　役 浜崎  正己さん

先のアメリカ大統領選で注目を集めたフェイク・ニュース。真偽の判断がつかない情報
で溢れるネットの大海原を安全に航海することは容易ではありません。大野さんの事業
は、サービスを提供するオーナーの理想を叶えるため、このネット社会に氾濫する誹謗
中傷を撲滅しリアルな情報を提供すること。対談ではプロサッカー選手から今に至る興
味深い経歴、現在の具体的な活動内容の一端を失敗談も含めて語っていただきました。

ideal Design 協会 大野  寛文さん

今回ご登場の山本さんは、誰にも言えなかった夫婦関係の悩みを抱えた人、一
歩を踏み出せないでいる人などなど、様々な悩みを抱える方に独自のメソッド
によるコーチング、カウンセリングを行っていらっしゃいます。まずは心の声
を聴き、本人の気づきを促していく。確信に満ちたお話しぶりは3000人もの
方の悩みを聴いてきた経験に基づくものだと感じました。

未来瞬間クリエーター 山本  恵子さん

ありがとう！ＴＶでは４人目となる大学生、北さんは立教大学文学部教育学科
の４年生。「成増学園」というコミュニティを創造し、自主講座、ワークショッ
プを開催されてます。取り組んできたことは失敗を楽しむ場づくりを提供しコ
ミュニケーションの「壁」に立ち向かう事。この夏には長崎、平戸の島でイベン
ト、プロジェクトを企画されています。

成増学園（Seizo Gakuen）総監督 北  祐介さん

熱くて元気な越谷のミュージシャン、タンク☆ポップのお二人のご登場です。これまで
越谷を拠点に活躍されている方々に多数ご出演いただいておりますが、お馴染の名前が
次々と出てきて、改めて越谷人脈の絆の強さを認識いたしました。wakkoさんは初代
越谷葱クイーン他様々な顔をお持ちです。そしてkakkunさんはギター奏者として数多
くのライブステージを務めてきたミュージシャン。とても楽しい対談となりました。

タンク☆ポップ（wakkoさん・kakkunさん）

社員のモチベーションを向上させ、離職率を下げ、会社の業績をアップさせる。
佐々木さんはそんな課題を実現させるための研修プログラムのファシリテーター
をなさっています。以前美容業界向けのIT事業を立ち上げていましたが吸収合併
されることに。そんな時に出会った1冊の本がきっかけで現在のお仕事にいたり
ます。「もしかしたら、夢の実現は最終目標ではなくて手段かもしれないですね。」

ドリームマネジメント認定ファシリテーター 佐々木 亮輔さん

経
営
者
対
談

経営者対談 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

2



唯一無二のオレンジアーティスト、ガミさんの登場です。
最近は様々なコラボレーションをする機会が増えているそうで、ますますオ
レンジの世界が広がりを見せています。夢はオレンジ小学校、オレンジによ
るノーベル賞と膨らみます。今回も是非オレンジの世界をたっぷりとご堪能
ください。

オレンジアーティスト 坂上  たかおさん

人生の物語をお伺いして書きおこし、本にする。そんなお仕事を始めたきっか
けは2011年東日本大震災のボランティアで出会った活動だそうです。ホスピ
タリティ感溢れる後藤さんから引き出された大事にしてきた思いや価値観が詰
まった本は、きっと何物にも代えがたいオンリーワンの宝物になるはずです。
まさに1/70億の物語。是非対談をご覧ください。

聴き書きブックス 代表 後藤  岳さん

中高年の域に差し掛かると自分自信のこともさることながら、親の健康が心配になるも
の。今回ご登場の氏家さんは、自分の家族、特に親の介護予防として家庭でできる効果
的な筋力トレーニングのトレーナーの養成に取り組まれています。確かにトレーニング
による身体の変化は自信にも繋がるし、前向きにもなれますよね。まさに身体を鍛えて
心も鍛える。そんな筋トレにまつわる話から、ビジョンについてなど話は尽きません。

一般社団法人全日本心身健康協会 氏家  清志さん

お客様のニーズに合わせているうちに行き詰ってしまう経営者、起業家の方は多いと思い
ます。そんな社長さんたちに、本当にやりたい事、自分の想いとエネルギーが乗る仕事を
する手助けをしていらっしゃるのが後藤さんです。誰のお役に立ちたいのか？ 自分にしっ
くりくるものは何なのか？ ずっと持ち続けていられる「原動力」となるものは？ 仕事を始
めるきっかけになったエピソード、お仕事のエッセンスなどを語っていただきました。

エンパシープロモーション 後藤  洋子さん

神戸の高齢者施設に勤務している本多さん。職場の上司に勧められたのがきっ
かけでラフターヨガに出会います。最初は戸惑い、辞めようと決めたことも
あったのだとか。そんな本多さんがあらためて取り組むようになったエピソー
ドや、レクリエーション介護士としての思いなどを語っていただきました。番
組後半では10月に開催される笑いヨガ養成講座のご案内もしています。

ラフターヨガティーチャー 本多 樹里さん

結婚コンサルタントとしての嶋さんの強みは、なんといってもホステス業18年、
3万人の接客実績を通して蓄積された「恋愛データベース」。そこから導き出さ
れるアドバイスには説得力があります。業態は違えども、同じく日々多くの人に
向き合ってきた嶋さんとはとても通じるところがありました。「結婚」とは？「コ
ミュニケーション」とは？ と、話は尽きません。是非対談をご覧ください。

マリッジコンサルタント 嶋  かおりさん

今回は6月17日に開催される「リーダーズフェス」のご案内です。
上田さんがリーダー塾の活動を始めて今年で10年。この区切りの年、思いも
あらたに開催される一大イベントです。とても魅力的なスピーカーの方が多数
参加します。自分の中のリーダーシップが目覚める刺激的な1日になること請
け合いです。是非ご参加ください！（イベントは盛況のうちに終了しました）

リーダー塾 塾長 上田  雅美さん
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きっかけ、  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！
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昨年、ある研修で組織におけるローパフォーマー
の研修講師をさせていただく機会がありました。
「ローパフォーマー」ってどんな人？という疑問
も一方で湧いてきますね。
能力発揮を期待されていながら割り当てられた

目標を達成できない状況が2年〜 3年、それ以上続
いてしまっている人、周囲の人々とうまくいかずト
ラブルメーカーになってしまっている人、そもそも
士気が低く改善しようとする意欲が見えにくい人、
最低限のルーチンワークはできているもののネガ
ティブ発言が多く組織的に悪影響がある人、と定義
されているケースが多いようです。そのような人々
に期待をかけ、研修をしたり指導したりする期間は
組織の体力により変化しています。

ローパフォーマーと言われている人々に話を聴
くと、「人間関係が苦手」「コミュニケーションが苦
手」「上手く部下や後輩に指導できない」「上位者の
指示とは的外れな仕事をしてしまう」など。また、
仕事に向き合う態度としては、「不平・不満の塊の
ようになっている人」「組織への期待はなく自分の
世界をつくっている人」「成果を出せない自分が不
本意、どうして良いかわからない人」「過去の辛い
体験がトラウマとなり前向きに仕事に向き合えな
い人（上司との関係等）」「人を寄せ付けないほどピ
リピリした雰囲気を持っている人」といった傾向が
見えてきます。
彼らは、様々な背景を持ち研修でスキルを高め

るだけで解決できる人ばかりではありません。それ

こそ、カウンセリングが必要な人も、上長や周囲の
理解が深まれば救われる人も出てきそうな印象が
あります。転職することで幸せを手にできる人もい
るかもしれません。

彼らに対してあえて能力アップという観点で課
題を設定するならば、「良好な人間関係をつくる能
力」「相手の指示を正確に咀嚼する能力」「自分の意
思を正確に伝える能力」この3点に集約できるよう
に思います。この能力アップにより、相手のニーズ
を満たす仕事につながり、成功体験（喜びの実感）
の機会も見込めます。また、喜びがポジティブな発
言に変化し、周囲との良好な人間関係につながるも
のと考えられます。
研修の処方箋としては、相手の意図を正確に理
解する「承認力」「傾聴力」「問いかけ力」、仕入れた
情報を論理的に咀嚼する「論理思考力」、言語・非
言語でわかり易く伝える「プレゼンテーション力」
のプログラムがセットになります。対話カードを使
い上質な対話を体験し、動画を観て感じ取り、プロ
の表現者と演じることで殻を破る。楽しみながら、
いつの間にか「できる」を実感できると無理がなく
て良いと思います。

労働市場は売り手市場に転換しています。多様
な背景を持った人々が「喜び」を感じ能力を発揮で
きる組織が「働き方改革」の本質。また、それらの
取り組みが、アフター 2020年を見据えた強い組織
を創造していきます。
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能力発揮のカギは対話力にあり 〜ローパフォーマー救済プログラム〜
株式会社スプリングフィールド 代表取締役  春野  真徳

コラム

“こころ”のことに関心を持ち、コーチングやカウンセリングに携わってきた山
村さんが新たに手掛けるのはこころと技術のマッチング。ダンス、メイク、ネイ
ルなどの“技術”によって自分のこころの状態をうまく表現できるようになるこ
とを目指すスクールを主催されています。素直なこころとこころが触れ合えば
きっと人間関係もうまくいくはず。対談を是非ご覧ください。

女性スクール Essence 代表 山村  祥子さん

通称月（つき）さん。台湾の台東のご出身です。もともと台湾で歌手をなさって
いたそうですが、とあるご縁で来日。現在のリンパマッサージ師としてご活躍
されるまでのエピソードをお話しいただきました。血筋でしょうか、月さんの
息子さんも歌手活動をなさっているそうで、お母様の収録を見守っていらっ
しゃいました。次回是非ご登場いただきたいと思います。乞うご期待！

リンパマッサージ師 田倉  月妹さん

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
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株式会社スプリングフィールドがご提案する

研修・コンサルテーション
お気軽にご相談ください!

ギャラリーの拍手に迎えられご登場いただきましたのは、ラフターヨガティー
チャーの安藤純介さんです。バブルの時期に財を成すも崩壊のあおりで会社が倒
産。そのストレスで脳出血、脳梗塞、うつを患う中出会ったのが笑いヨガ。その昔「カ
ミソリ安藤」と呼ばれ恐れられていた安藤さんはどのように変わっていったのか。
様々なエピソードをお話しいただきました。番組後半には講座のご紹介もあります。

ラフターヨガティーチャー 安藤  純介さん

坂内正のAsia BANZAI! ありテレ・ラジオ講師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。

コメンテーターの坂内正さんと
ともに、アジアの現

い

在
ま

をお届け
いたします。

各回様々なテーマを設け、ゆるゆ
ると人間のエ
ピソードをつ
づります。

新番組が始まりました。出演はお
なじみ石丸弘
さんです。

ありがとうＴＶ！実験室

おったまがエールの人間応援ラジオ

●自律型組織開発「めだかの学校」プログラム
　対象：マネジメント・リーダー層
　内容：日々の仕事のプロセスの中で、自ら考え、行動できる人づくり、
　　　　他者との関わりの頻度と深さ、教え合い学び合える組織づくりをします。
●企業理念（価値観）浸透・実践プログラム
　対象：リーダー層、メンバー

理念は理解させるものではなく共感するもの。「どうしたいか？」が重要で、
これがはっきりして初めて企業理念と個人がつながります。

●企業内階層別研修　※各階層に対応したオリジナルプログラムを設計します。
　部長層：新規ビジネスモデルの構築、リーダーシップ
　課長層：マネジメント（目標計画・管理、問題解決、組織運営、指導・育成）
　中堅層：チーム運営（信頼関係・巻き込み）、指導（動機付け・フィードバック）
　若手層：論理思考（咀嚼力）、コミュニケーション（傾聴・伝達）
　新　人：社会人としての心構え、接遇マナー、仕事の進め方
●ビジョンをつかめ！～キャリア開発プログラム～
　対象：内定者、新人・若手、定年前後のシニア
　内容：仕事への向き合い方や将来の望ましい状態、成し遂げたい夢などをイメージ。将来への見通しを立て、
　　　　使命感というエネルギーを手に入れるプログラムです。

●経験豊富な講師のご提案
　内容：ご要望に合わせたプログラム構築と経験豊富な講師陣をご提案します。

　企業内風土改革コンサルテーション

　企業内階層別研修、他

　各業種業態の組織で活躍する講師陣

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

きっかけ、  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！ ありがとうTV
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プロレス大好き大集合！ 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！
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今回のお客様は、雫有希選手。ヒプノセラピーという催眠療法をちょっ
とだけ体験しました。雫さんは、多才ですね。そして、勉強家です。8月
6日は！縁日プロレスです。詳しくは、下記、ご参照くださいね。

雫有希選手の登場！
8.6大泊自治会納涼祭 慈眼寺縁日プロレス！

毎度、お馴染みのW-1大和ヒロシ選手、そして、初登場の吉岡世紀選手
です。今回は、7月30日(日)の新百合トゥエンティワンホールにて行わ
れます大和ヒロシ選手プロデュース興行のPRにおいでいただきました。

Wrestle-1大和ヒロシ選手、吉岡世紀選手の登場！
7.30新百合トウェンティワンホール大会スペシャル！
スペシャルMCは、てるりん～！

プロレスリングFREEDOMS の殿！佐々木貴選手の登場です。これぞ、
リーダーシップ！すべてのことは、成し遂げようとするエネルギーと謙
虚な人脈が構想を形にしていきます。

8.3佐々木貴選手プロデュース『プロレス戦国時代
群雄割拠其の一』 後楽園ホール大会スペシャル！
スペシャルMCは、てるりん～！

お馴染みのTAKAみちのく選手の登場です。7月16日(日)のTKPガー
デンシティ千葉大会のPR、そして9月4日(月)のTAKAさん、25周年
後楽園ホール大会のお話をいただきました。

TAKAみちのく選手応援スペシャル！ 
7.16 TKPガーデンシティ千葉！ 9.4 25周年後楽園ホール大会！
スペシャル  MCは、てるりん！

もうお馴染み、大日本プロレスの登坂栄児社長、佐久田俊行選手の収録
でした。春野はハムスターのように空回り、何だかハチャメチャ感があ
りましたが、今までの収録の中でもさらに爆笑トークになりました。

大日本プロレス  登坂栄児社長、佐久田俊行選手の登場！
7.17両極譚！両国国技館大会スペシャル！
スペシャルMC、てるりん～！

マーベラスの渡辺智子選手、雫有希選手でした。そして、スペシャルご
意見番は、柴田惣一さんです。元全日本女子プロレスに所属していた渡
辺さんのエピソードが凄まじい。今では考えられないほどハードでエグ
い日々を送られていたようです。

Marvelous 渡辺智子選手、雫有希選手の登場！ 
スペシャルご意見番は、柴田惣一さん～！

収録の前日、アントニオ猪木氏から衝撃の発言があり「整理？」存続の危
機に瀕しているIGF取締役をされているサイモン・ケリー猪木さんにお
いでいただきました。プロレスファンであれば、これは見ないと！

存続できるのか！
IGF「NEW」取締役サイモン・ケリー猪木氏の登場！
スペシャルMCは、てるりん～！
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全日本プロレスを主戦場としてる李日韓レフリーです。楽しい話の合間
に、レフリーとしての感動秘話、あまり聞くことができないレアナエグい
お話もしてくださっていますので、是非、ご覧ください！

李日韓レフリーの登場！明るく、楽しく、激しい、レフ
リー！ ブレイク！ ブレイク！ブレイク！ いつも笑顔で
厳しいレフリング！ スペシャルMCは、てるりん

今回は、なんと初登場！火野裕士選手、そして、もう大集合ベテランの大
和ヒロシ選手です。特に今回は、ちょーレアなお話がお聞き出来ました。
お母さんとの逆水平開発秘話がお聞き出来ました。これは必見です。

火野裕士選手、大和ヒロシ選手の登場！
6.11～火野ヒロシのBEER GARDEN ～ 千葉・Blue 
Field大会スペシャル！スペシャルMCは、真鍋摩緒さん！

今回は、5月上旬に渡米した元W-1戦士、村瀬広樹選手の登場です。そして、スペ
シャルご意見番として元東京スポーツ新聞社の柴田惣一さんです。プロレスラーと
して突き抜けるための無期限武者修行。日本に戻って来る時がとても楽しみです。

いざアメリカへ！村瀬広樹選手の登場！ プロレスの未来を
創造する 明日はどっちだスペシャル！ スペシャルご意見番
は～、柴田惣一さん！アメリカからの映像が届きました！

今回は、プロレスリングノアの小峠篤司選手の登場！プロレス入門の
きっかけやこれからの目標についてお聞きしています。プロレスの激し
さが伝わるトークもありますので、是非、ご覧下さい。

桃色熱血青年！小峠篤司選手の登場！ 
いつまでもエメラルドスピリッツ 
今、プロレスリング・ノアが熱い！

6月4日に君津大会で10周年を迎えます。大和さん、おめでとうございます！今回のき
持つ大会も「つながる」をテーマに多様なイベントが盛りだくさんです。大和さんは、ま
だ、欠場中ではありますが、営業の傍ら少しずつトレーニングを開始しているようです。

大和ヒロシ選手デビュー10周年記念 大会スペシャル！
「WRESTLE-1 TOUR 2017 OUTBREAK」 
6.4千葉君津市民体育館大会

いよいよ来ましたIGFのニューブランドNEW。上海IGFの中国人レス
ラー、常 剣鋒選手、林 棟軒選手、そして、通訳兼レフリーの長谷川さん
です。そして、お馴染みスペシャルMCのてるりん、です。

IGF・NEW！ 林 棟軒選手の登場！ 
スペシャルMCは～、てるりん！

いよいよ来ましたIGFのニューブランドNEW。上海IGFの中国人レス
ラー、常 剣鋒選手、林 棟軒選手、そして、通訳兼レフリーの長谷川さん
です。そして、お馴染みスペシャルMCのてるりん、です。

IGF・NEW！ 常 剣鋒選手の登場！
スペシャルMCは～、てるりん！
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プロレス大好き大集合！ 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！

「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
http://www.spring-field.co.jp/

“ありがとう”の気持ちとともに
商品をお届けします。

http://springfield.buyshop.jp/

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）
 3,600円
 送料別

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

カードイメージ

発売中!!

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
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。

  サイズ：M/L/XL　

学習メディア カンパニー

弊社ホームページの「問い合わせフォーム」まで

ありがとうTV

6.11に板橋グリーンホールで予定している唯我選手、春風亭愛橋師匠のバ
トスカフェのPR。今回は、愛橋師匠が初のリングアナに挑戦。そして、唯我
選手は、25人掛けに挑戦。ということで、飲みながらの収録になりました。

唯我選手、春風亭愛橋師匠登場！6.11バトスカフェ！
板橋夏の陣！落語だ！プロレスだ！もうすぐ熱い夏が来る！
リングの上はいつも熱い！

5.21に夢の島BumBにて、キラキラ太陽プロジェクトを予定しています
雫有希選手、山田太郎選手の登場でした。飲みながらの収録にMCの春野
もてんやわんや、山田太郎選手のご出演で賑やかな収録になりました～。

雫有希選手、山田太郎選手の登場！
きらきら太陽プロジェクト 
5.21夢の島BumB大会スペシャル

今回は、大日本プロレスのデスマッチ大王、伊東竜二選手、そして、お馴
染みの佐久田俊行選手でした。伊東さんのトークはリングの上でも、ス
タジオでも切れ切れでした。

初登場！デスマッチBJ 
大日本プロレス 伊東竜二選手、佐久田俊行選手～！ 
スペシャルMC、てるりん～！

今回のゲストはもう常連さんになりました。TAKAみちのく選手、ERINA選手で
す。4.23後楽園ホール大会のPRにおいでいただきました！今回はなんと、新日
本プロレスの解説者でお馴染みの柴田惣一さんにご意見番をお願いしました！

TAKAみちのく選手、柴田惣一さん登場！
4.23 KAIENTAI DOJO 後楽園ホール大会 15周年記念大会 
CLUB-K SUPER evolution15（協力：プロレスTODAY）


