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今回の注目番組！

経
営
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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、  

国内にとどまらず、アメリカ、オランダ、ドイツなど海外でも現地
駐在員の方やご家族の方を対象としたコーチングを行い、「あなた
は素晴らしいということをお伝えすることがミッション」とおっ
しゃる浦山さん。伝えることの大切さを思います。

結果が出るエグゼクティブコーチング
株式会社HUMANBEing 代表取締役  浦山 孝子さん

小さな宇宙人つかっちゃん。営業をやっていた前職から現在のイ
ンストラクターになった経緯、大切にしていることなどをお話し
ていただきました。自分らしく、そして楽しく。この番組をご覧に
なった皆さんには思わぬ特典も？？

自分が自分らしくあるために
「楽読」インストラクター  塚田 祐美さん

「楽読」とは「速読」、すなわち本を早く読む技術で、スクールでは
楽しみながら速読できる習慣を作ることを目指しているそうです。
体感すること、感じることの大切さは、まさに、という感じでした。
今回のビジョンカードからは、二人の恋愛エピソード話に…

感じることの大切さ
「楽読」インストラクター  若林 光成さん

風船は夢と希望を膨らませる世界共通言語。ホスピタリティー
ツーリズム専門学校のテーマパーク課で授業も受け持つポッポ
ちゃん。風船で笑顔の輪を広めて世界平和を願います。
ありがとう！ TVもともに！

夢と笑顔を膨らますバルーンアーティスト
世界公認バルーンアーティスト認定  ポッポちゃん

鎌倉の地で、同じく柔道整復師のお父様と一緒に接骨院を開業。猫
背の矯正をはじめ、ストレッチとマッサージの組み合わせで「気持
ちいい施術」を心がけ、患者さんが自信を取り戻し、人が変わる瞬
間に立ち会えるのが喜びだと語る池田さん。是非ご覧ください。

心に触れる治療を大切に
池田接骨院 柔道整復師  池田 豊治さん

人との出会いによって枇杷の葉と巡り合い、59歳の時に決断、表
参道は青山にお店を出すに至った市川さん。夫の「妻」から娘の「お
母さん」、そして今この仕事に携わって初めて「市川由美子」さん
になったというお話。輝き続ける市川さんのお話を是非！

枇杷の葉との出会いから・・
貴妃座浴(きひざよく)オーナー  市川 由見子さん

歌手として活躍しつつ、メンタルの改善に焦点をあてたボイスト
レーニングによるタレント育成、ボランティアで高齢者施設で
歌ったりと、様々な活動を精力的にこなされています。「歌」の持
つパワーがここにあります。

歌の持つ力を信じて
佐野涼子オフィス 代表取締役  佐野 涼子さん



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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MRAZとはMr.A ～ Z、AからZまでなんでもできるスペシャリ
ストの集団という意味。物心ついたころからＰＣに囲まれて育っ
た大宮さん。「飽くなき探求心」をモットーに「21世紀に必要な会
社」創りを目指す大宮さん。是非ご覧ください。

AからZまでのスペシャリスト
株式会社MRAZ GROUP 代表取締役社長  大宮 照広さん

本TVでは3人目の落語家さんのご登場。大学生のときにプロの漫
才師になって5年、解散後のピン芸人を経て落語家の道へ。紫紺の
色鮮やかな羽織は明治大学落研OBからのお祝いだそうです。「落
語人口を増やしていく」という熱い思いを語っていただきました。

どんな人でも笑わせる落語家に！
公益社団法人落語芸術協会 二ツ目  桂 竹千代さん

「誰かがやりたいと思っていることを叶えるプロジェクト」。これ
まで20人近くのやりたいことを叶えてきました。好奇心のかけら
を集めて一つのプロジェクトにするこの活動、要注目です。

ワクワク、楽しい、面白いを拾ってつなげる
One Heart Project 実行委員  外山 真悠美さん

下北沢の地にジムを創立して今年で50年の金子ボクシングジム。物心つ
いた時からボクシングとともに人生を歩んでこられた金子さんは五つの顔
を持っています。多様な引出しを持っていることとチャンピオンを育てる
ノウハウの繋がり。魅力的なお話が満載です。是非ご覧になってください。

たくさんの引き出しでチャンピオンを育てる
金子ボクシングジム 会長  金子 健太郎さん

小学生のころからの夢を叶えて建築士になった幸さん。お客様を
楽しませるため、集客につなげるための空間づくりのために日夜
奮闘されています。人間に役立つものを作って未来に繋げていく。
そんな幸さんの思いがあふれる対談となりました。

感動、喜びを生み出すタ空間をつくる
幸 宣孝さん

税理士かつ中小企業診断士でもある大野さん。お仕事は会社の経
営面でのアドバイス、「会社のお医者さん」です。会社が健康を維
持するためには「正しい経理」ありき。やはりこれが基本ですね。
元国税局職員の大野さんならではのアドバイス、ためになります。

ビジネスドクター
大野税務会計事務所 税理士 中小企業診断士  大野 実さん

「看護師のビューティーマスター」。小さい時から肌が弱く悩んで
いた八巻さん。あるとき出会った薬草を使ったフェイシャルマッ
サージ。これがきっかけとなり現在のお仕事に。食べ物の大切さ。
本当にそう思います。

自然の力で美しく
ハッピーロード 代表  八巻 正美さん

株式会社ユニット・エム・アイ・エー
一級建築士事務所  代表



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。
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以前番組にも出演していただいたカラフルの吉澤さんのご縁が繋
がって結成された音楽ユニット。とても素敵で個性的な御三方。今
回の収録は「ありがとう」と「サプライズ」の目白押しとなりました。
番組最後の歌と演奏まで是非お付き合いください！

楽しいこと、嬉しいこと、元気が出ること…そして、幸せにつながる何か
マルチクリエイティブユニット  MariTel ♡ MasaTel

あらゆるエンターテイメントに挑戦」する未知数の可能性を秘め
た若き集団、劇団パレイド。少々緊張した面持ちながらも公演にか
ける初々しい熱意が伝わってきます。動画に収まりきれなかった
彼ら彼女らの魅力は是非公演で！

あらゆるエンターテイメントに挑戦
エンターテイメント集団  劇団パレイド

動画、特にYouTubeを使ったマーケティングのお仕事。実はプロレ
スがご縁の繋がり。今回は「ありがとう！ TV」にとっても大変大切な
お話し。中澤さんの「言葉では通じない伝えたいもの」の核心には人
の情（なさけ）があるような気がします。是非ご覧になってください！

言葉では通じないものを伝えたい
一般社団法人日本動画マーケティング
プロモーション協会認定コンサルタント 中沢 雅孝さん

「若返り伝道師」の幸田さんは、2010年にメニエール病を患い、その薬害
からうつ病を発症。そこから抜け出すきっかけになったのが、自分自身の体
と心に向き合う事から始めた簡単な運動と食事。腸の大切さを説く幸田さ
んのお話に目からウロコ。「ありがとう」の感謝の気持ちで繋がりました！

株式会社ADOK3 代表取締役社長  幸田 浩一さん

“お腸さん”ありがとうございます！

ありがとうTV

Season2  第17回  フィリピン編（2回目）

お
っ
た
ま
が
エ
ー
ル
の

人
間
応
援
ラ
ジ
オ

第二次世界大戦中に海外で亡くなった日本軍人・軍属240万人の
うち人数が一番多かったのがフィリピンで51万６千人。しかし現
在までに日本に戻ってきている遺骨は15万柱。今回とある方から
の相談を受けて未だ戻らぬ遺骨探しのため現地へ。「ボンナアン」
という現地には存在しない地名、部隊名などを手がかりに様々な
資料を渉猟してたどり着いた場所は？一方視点をフィリピンに移
すとフィリピン人の戦死者は100万人を超えるとも言われる。今
あらためて戦後70年を振り返ります。

●第31回　「正社員は『安定』なのか？」
●第30回　「東西南北」
●第29回　「牛になりなさい」
●第28回　「手帳の使い方」
●第27回　「香り」

坂
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中島安里紗選手、そして、初登場の藤ヶ崎矢子選手の登場です。最
後に、ベストフレンズの藤本つかさ選手が乱入！

12.27JWP-CLIMAX2015
～春山香代子選手引退試合～スペシャル！
JWP女子プロレス中島安里紗選手登場！

篠瀬三十七選手の登場。2年目に突入したASUKA PROJECTは
確実にステップアップして団体運営をしてきました。来年へ向けた
布石をこの大会で打てるのか？

12.28㈪ ASUKA PROJECT 篠瀬三十七選手 
「Road to KOURAKUEN」スペシャル！

超危暴軍、ちょっと怖かったです。ただ、ノア愛も同時に感じる一
幕もあり。ノアは、潮崎選手が戻ってまいりまして、さらに荒波の
航海に出向しています！

プロレスリング・ノア
「12.23最終決戦大田区体育館」スペシャル！
拳王選手登場！

いよいよ来ました！大日本プロレスの関本大介選手、佐久田俊行選手。佐久田さん、
関本選手の隣に座り緊張気味のスタート。プロレス界に入ったきっかけ、大日本プ
ロレスに入門した時のエピソード、プライベートのことなど。ファン必見です！

関本大介選手の登場！
大日本プロレス2015年総括スペシャル

唯我選手、2回目の登場です。なんと唯我選手は落語家でもあり、
かなり面白いトークとなりました。45分の長編番組、プロレスファ
ンにはたまらない楽しい時間です！

12.9バトスカフェ新木場1stリング大会
～唯我選手デビュー15周年記念～スペシャル！

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！

旗揚げから3戦目。この半年間の高橋奈七永選手、南月たいようさ
んの人間的な成長は目を見張るものがあります。懐の深いプロレス
にさらにレベルアップ！

1.11 SEAdLINNNG ～ Let’s make MIRACLE YEAR 2016！
後楽園ホール大会スペシャル 
高橋奈七永選手、南月たいようさん 登場

記者会見の模様をお伝えしします。全試順の発表とそして選手の皆
様の意気込みを是非ご覧ください！

1.11 SEAdLINNNG ～ Let’s make MIRACLE YEAR 2016！
後楽園ホール大会記者会見 

プロレスでハッピーを旗印に運営する団体、アイスリボンの選手、
初登場です。番組の最後には、ベストフレンズそろい踏み、中島安
里紗選手の乱入も！？

12.31RIBBONMANIA2015後楽園ホール大会スペシャル！
アイスリボン、藤本つかさ選手、世羅りさ選手登場！



ありがとう！TV、プロレス大好き大集合の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。

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

ありがとうTV新OPソング
春野サンshine

アジアの現在をお届けします！

“ありがとう”の気持ちとともに
商品をお届けします。

【ありがとう！TV】
【プロレス大好き大集合！】
オリジナルＴシャツが一新！

http://springfield.buyshop.jp/

「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
E-Mail : info@spring-field.co.jp 詳細は 人財　スプリングフィールドhttp://www.spring-field.co.jp/

3,000円（税込）
送料別

カードイメージ

ありがとう！TV 越谷放送局からも配信中です！

ありがとう！TV
Tシャツ	Ver.2
サイズ：M ／ L ／ XL

サイズ：M ／ L ／ XL

好評
販売中!!発売中!!

3,000円（税込）
送料別500円（税込）

送料別 各巻2,000円（税込） 送料別

プロレス大好き大集合！
Tシャツ	Ver.2

表

表

裏

裏

ここのところ、組織風土を新たにしたいというご要望をいただき、研修とコンサルティングを併せ3 ヶ
月〜 1年の長期に渡り、お客様とお付き合いする機会が増えて参りました。多くの会社組織の運営スタイ
ルはトップダウン。できないことにフォーカスする減点主義や問題志向、プロセス軽視、等々。人が元気
になるエネルギーよりも元気を失う要素が残念ながら見受けられます。市場が成長しているときはまだ
この組織運営で通用しました。なぜなら成功体験をしやすかったし、社外からエネルギーをもらってい
たからです。今、市場は低成長。外部からはネガティブな情報が多く寄せられてきます。社内では、目標
達成できなければ上層部から追い詰められ、肩身の狭い思いをしなければならない。かといって、目標達
成のための知恵を出しあえるわけでもない。そんな状況に追いやられたら能力は萎縮しますし、エネル
ギーは低下します。いわんや仕事が楽しいはずがない。追い詰められ耐えられなくなると人は身を守る
ために働く場所を変えるか、出社拒否し、我慢強い人は心身の病気に追い込まれます。この状態を続けて
いくと組織そのものが危うくなります。このような環境の中で人が能力を開花させるためには今までの
組織運営のスタイルを改めなければならない、という結論です。つまり、成果を高めるために組織を構成
する一人一人のエネルギーを高める方法を考えようではないか、ということです。

あ、終わりの時間が来てしまいました。次回は、どうしたら、人は生き生きと自律的に仕事をすること
ができるのかを考えて参りましょう。SEE YOU ！

～仕事はつまらないもの？楽しいもの？～
株式会社スプリングフィールド 代表取締役  春野  真徳

http://www.koshigaya-style.com/htdocs/tv/39/

坂内正の
Asia	BANZAI	!

2014年版

CD

DVD

今なら2枚セットで3,000円！

コラム：つい～と！


