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  QQCCササーーククルル静静岡岡地地区区活活動動ににああたたっってて

ＱＣサークル静岡地区　地区長

矢崎総業株式会社

品質管理室　主査

　QCサークル静岡地区は､１９６９年９月に静岡県の幹事会社７社で発足し、本年度で

５３周年を迎えます。これもひとえに関係者の皆様方の多大なるご支援によるものと

厚く御礼申し上げます。

　一昨年から続いていますコロナ感染拡大により､日々のQCサークル活動を継続される事が

難しい状況におかれていたと推察します。しかし､この難しく厳しい状況だからこそ､QCサークル

活動を通じ､人財育成､職場の活性化を図り､強い職場を構築することが重要と思います。

ＱＣサークル活動の基本理念は、

 「人間の能力を発揮し、無限の可能性を引き出す」

 「人間性を尊重して、生きがいのある明るい職場をつくる」

 「企業の体質改善・発展に寄与する」　

となっています。このような情勢の中でも､QCサークルの基本をしっかり取り入れることで､

企業(団体)の柱となる人財の育成に繋がると考えます。

スローガンにもありますように､本年度はQCサークル活動の魅力を再確認し､

厳しい状況下でも､コミュニケーションをより大切に意識していきましょう。

そして､各行事は新しい形式でチャレンジしていきますが､振るってご参画賜りたく存じます。

　本年度も､静岡地区活動に､皆様のご理解とご支援を宜しくお願い申し上げます。

　　２０２２年３月吉日

【２０２２年度スローガン】

コミュニケーションを高めて新しい時代へチャレンジしよう！

QCサークルの本来の魅力を再確認し、

西川　幸延
にしかわ ゆきのぶ
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ＱＱＣＣササーーククルルのの基基本本

ＱＱＣＣササーーククルル活活動動のの基基本本理理念念

☆☆ 人人間間のの能能力力をを発発揮揮しし、、無無限限のの可可能能性性をを引引きき出出すす。。

☆☆ 人人間間性性をを尊尊重重ししてて、、生生ききががいいののああるる明明るるいい職職場場ををつつくくるる。。

☆☆ 企企業業のの体体質質改改善善・・発発展展にに寄寄与与すするる。。

【 「ＱＣサークルの基本」 から 】

ＱＱＣＣササーーククルルととはは，

ＱＱＣＣササーーククルル活活動動ととはは

第一線の職場で働く人々が

継続的に製品・サービス・仕事などの質の管理・改善を行う

ここのの小小ググルルーーププはは，

運営を自主的に行い

ＱＣの考え方・手法などを活用し

創造性を発揮し

自己啓発・相互啓発をはかり

経経営営者者・・管管理理者者はは，

この活動を企業の体質改善・発展に寄与させるために

人材育成・職場活性化の重要な活動として位置づけ

自らＴＱＭなどの全社的活動を実践するとともに

人間性を尊重し全員参加をめざした指導・支援

ここのの活活動動はは，

ＱＣサークルメンバーの能力向上・自己実現

明るく活力に満ちた生きがいのある職場づくり

お客様満足の向上および社会への貢献

小グループである。

をめざす。

を行う。

活動を進める。

（（QQCCササーーククルル活活動動：：小小集集団団改改善善活活動動））
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デデミミンンググ博博士士
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管理図
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幹 事 会 社 ９社

賛 助 会 員 ８３社（２０２１年度）

幹 事 会 社 （ Ｓ ） ６社

① 東海精機㈱
② 旭メタルズ㈱
③ アマノ㈱ 細江事業所
④ 三生医薬㈱

⑤ トヨタ自動車東日本㈱
⑥ ＮＳＫワーナー㈱

ＱＣサークル本部・支部・地区組織構成

ＱＣサークル本部（財団法人日本科学技術連盟内）

北 海 道 支 部

東 北 支 部

関 東 支 部

北 陸 支 部

東 海 支 部

近 畿 支 部

中国・四 国支部

九 州 支 部

沖 縄 支 部

愛 知 地 区

岐 阜 地 区

三 重 地 区

静 岡 地 区

（一般財団法人日科学技術連盟内）

* ①：地区長会社 ②：副地区長会社

ＱＣサークル本部（一般財団法人 日本科学技術連盟内）

'22.3.1現

① 矢崎総業㈱
② ジヤトコ㈱
③ ㈱小糸製作所
④ トヨタ自動車㈱ 東富士研究所
⑤ ㈱デンソー

⑥ 浜名湖電装㈱
⑦ 豊田合成㈱森町工場
⑧ 共和レザー㈱
⑨ ㈱キャタラー
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　２０２１年度実績　ＱＣサークル静岡地区　賛助会員 一覧　（五十音順）

株式会社 アイエイアイ 株式会社 信和精工

株式会社 いちまる 株式会社 スギヤマ

臼井国際産業 株式会社 スズキ協力 協同組合

ＮＴＮ株式会社 磐田製作所 株式会社 スズキ部品製造

株式会社 ＮＴＮ御前崎製作所 スズキ輸送梱包 株式会社

株式会社 ＮＢＣメッシュテック 静岡菊川工場 鈴与 株式会社

株式会社 大西 総合病院 聖隷浜松病院

株式会社 カワイハイパーウッド 株式会社 ソミック石川

川﨑工業 株式会社 第一工業 株式会社

貫工業株式会社 大和製罐 株式会社　

関東商事 株式会社 丹心工業 株式会社

株式会社 旭洋工業製作所 テイボー 株式会社

ケーブルテクニカ 株式会社 株式会社 東平商会

協同組合 小糸製作所協力会 トッパン・フォームズ東海 株式会社 袋井工場

共和サポートアンドサービス株式会社 株式会社 トヨタエンタプライズ 東富士技術事業部

航空自衛隊 教材整備隊 株式会社 トヨタエンタプライズ 富士総合事務所

航空自衛隊 静浜基地 トヨタ自動車株式会社 本社工場 ＜個人入会＞

航空自衛隊 第１術科学校 ニチアス 株式会社 袋井工場

航空自衛隊浜松基地　警戒航空団 日機装株式会社 技術開発研究所

航空自衛隊 浜松基地第1航空団 日星工業 株式会社

御殿場市商工会 日本貨物鉄道株式会社　東海支社

コニカミノルタケミカル 株式会社 日本軽金属 株式会社 清水工場

コンチネンタル･オートモーティブ 株式会社 浜北工場 株式会社 ノダ 富士川事業所

所作製名浜 社会式株所業工クッチスラプ良相社会式株

クッチスラプ名浜 社会式株場工岡静 社会式株 成合光三

社会式株 グンィテイラトーオ枝藤業工静三 社会式株

社会式株品部士富社会式株 機製岡静

社会式株 ージナエＶＥスーアムイラプ社会式株品部岡静

社会式株 業工成化ラーポ社本津沼 社会式株 械機浦芝

場工松浜 社会式株 ムゴ機名ータンセ品部器計田島 合組同協

ジヤトコ エンジニアリング 株式会社 明電システム製造 株式会社

院病町森立公社会式株 ルーツコトヤジ

場工竜天 社会式株 ムテスシージナエ崎矢社会式株 クッテトンラプコトヤジ

所作製津沼 社会式株 ムテスシージナエ崎矢社本　社会式株 輸運翔

次ページに続く

名社会名社会

あ行
さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

さ行

か行
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　２０２１年度実績　ＱＣサークル静岡地区　賛助会員 一覧　（五十音順）

No 会　社　名 No 会　社　名

矢崎エナジーシステム 株式会社 浜松工場 大和印刷 株式会社

矢崎エナジーシステム 株式会社 富士工場 ヤマハ発動機 株式会社

矢崎計器 株式会社 島田事業所 やわら 株式会社

矢崎部品 株式会社 大浜工場 株式会社 ユニバンス

矢崎部品 株式会社 裾野製作所　 ユニプレス 株式会社

矢崎部品 株式会社 生産技術室 横浜ゴム 株式会社 三島工場

矢崎部品 株式会社 大東工場 ら行 理研軽金属工業 株式会社

矢崎部品 株式会社 牧之原工場

計８３社

や行

や行
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■ 2022年度 スローガン

QCサークルの本来の魅力を再認識し、コミュニケーションを高めて新しい時代へチャレンジしよ
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　　２２００２２２２年年度度  静静岡岡地地区区行行事事予予定定

１１））大大　　会会

№

①サークル活動による、各企業の特徴ある 　地区長賞 ３件
体験事例を発表します。 　優秀賞     ３件

②発表後の講評により良かった点や今後の 　審査委員特別賞 ３件
課題等が習得出来ます。 * 発表数等により表彰数は変動します

③発表体験と聴講を通じてサークルの ＜運営事例＞
質的向上・活性化に役立ちます。 　特別賞 ２件  

④運営事例発表は、東海支部選抜大会 　東海支部選抜
出場の選考会です。 　大会出場権利 ２件

　県知事賞   ２件
　優秀賞    ２件
　審査委員特別賞  ２件
* 発表数等により表彰数は変動します

※※22  発発表表ササーーククルル決決定定方方法法にに

つついいててはは、、下下記記説説明明をを

　　ごご覧覧下下ささいい。。

　地区長賞  ２件

　優秀賞      ２件

　審査委員特別賞  ２件

* 発表数等により表彰数は変動します

※1 事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕

※※２２　　ＱＱＣＣササーーククルル静静岡岡地地区区秋秋桜桜大大会会のの発発表表ササーーククルル決決定定方方法法ににつついいててののおお知知ららせせ（（シシーードドポポイインントト制制度度））

　ＱＣサークル静岡地区の秋桜大会は、県知事賞が授与される唯一の大会であり、地区内の大会では、最高峰の位置づけとなっております。

　このため、発表もよりレベルの高い事例を、聴講の方々に提供していきたいと考えます。

　そこで、２０１５年度から、発表サークルの決定方法を定めました。

　次年度以降も以下の内容にて運用致しますので、地区の考えをご理解の上、エントリーをお願い致します。

　　【【シシーードドポポイインントト制制度度ととはは】】

・過去３年間の静岡地区の大会において、発表参加、優秀な成績を収めている企業・団体にポイントを付与し、

次年度の発表枠は、ポイントの高い企業・団体順に与える。

＊発表枠以上の応募があった場合のみ、適用されます。従って、発表枠内であれば、ポイントの無い企業・団体でも発表が可能となります。

　　【【シシーードドポポイインントト制制度度のの具具体体的的ルルーールル】】

①ポイントは、企業・団体単位とする。

＊グループで１代表の場合は、グループ単位でのポイントとする。

②ポイントは、製造部門と事務･販売･サービス〔含む医療・福祉〕部門は、分けてカウントする。

③ポイントは、過去３年間の静岡地区全大会の合計点とする。

＊２０２２年度の秋桜大会は、２０１９年度～２０２１年度の大会ポイント合計で決定する（２０２２年度のさつき大会のポイントは加味しない）。

④各大会のポイントは、以下とする。

大会名 ﾎﾟｲﾝﾄ 賞名 賞名

さつき大会

秋桜大会

新春大会

　　【【各各企企業業・・団団体体ののシシーードドポポイインントト】】

　ＱＣサークル静岡地区のホームページ上に掲載します。

＊アドレス：　https://qcc-shizuoka.com/

２２００２２２２年年度度「「ＱＱＣＣササーーククルル東東海海支支部部静静岡岡地地区区行行事事」」ののおお知知ららせせ＜＜大大会会＞＞

行事の名称
（行事担当会社）

開催日
（開催場所）

参加費
発表数

（予定数）
募集人員 特　　徴 備  考

QCサークル
ささつつきき大大会会

（トヨタ自動車㈱）

５月３０日(月)
～６月２９日(水)

（オンデマンド配信）

一事業所
あたり

４，０００円

〈1会場〉
製造：10件

 ※1事・販・サ
（含む医・福）

：6件

運営：2件

会場:1００人

オンデマンド
：制限無

2

ＱＣサークル
秋秋桜桜大大会会

（㈱デンソー）

1

１０月２５日(火)
(静岡市駿河区)

グランシップ
＋

１０月２６日(水)
　～１１月２５日(金)
（オンデマンド配信）

一人あたり
４，０００円

<第1会場>
製造：9件

<第2会場>
 ※1事・販・サ
（含む医・福）

：9件

会場:１００人

オンデマンド
：制限無

①県の後援により県知事賞が授与される
最高峰の大会です。

②サークル活動による、各企業の特徴ある
体験事例を発表します。

③発表後の講評により良かった点や今後の
課題等が習得出来ます。

④発表体験と聴講を通じてサークルの
質的向上・活性化に役立ちます。

⑤ＱＣサークル活動に役立つ有意義な
講演が聴けます。

ＱＣサークル
新新春春大大会会

（豊田合成㈱）

２０２３年
１月２６日（木）
(静岡市駿河区)

グランシップ
＋

１月２７日(金)
　～２月２７日(月)

（オンデマンド配信）

3
一人あたり
４，０００円

<第１会場>
製造：9件 会場:１００人

オンデマンド
：制限無

①サークル活動による、各企業の特徴ある
   体験事例を発表します。
②発表後の講評により良かった点や今後の
    課題等が習得出来ます。
③発表体験と聴講を通じてサークルの
   質的向上・活性化に役立ちます。
④ＱＣサークル活動に役立つ有意義な
　 講演が聴けます。

<第２会場>
 ※１事・販・サ
（含む医・福）

：9件

賞名 ﾎﾟｲﾝﾄ 賞名 ﾎﾟｲﾝﾄ ﾎﾟｲﾝﾄ

優良賞 １県知事賞

地区長賞

地区長賞

５ 優秀賞 ４
審査員
特別賞

（奨励賞）
２

ススロローーガガンン：：QQCCササーーククルルのの本本来来のの魅魅力力をを再再認認識識しし、、ココミミュュニニケケーーシショョンンをを高高めめてて新新ししいい時時代代へへチチャャレレンンジジししよようう！！

** 各各大大会会のの開開催催方方法法等等のの詳詳細細はは別別途途案案内内ににてておお知知ららせせ致致ししまますす。。

◎◎ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大状状況況にに応応じじ開開催催方方法法をを変変更更すするる場場合合がが御御座座いいまますす。。

情情報報はは随随時時HHPPにに掲掲載載致致ししまますすののでで、、ごご確確認認ををおお願願いい致致ししまますす。。
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２２００２２１１年年度度とと２２００２２２２年年度度でで相相違違ががごござざいいまますすののでで、、ごご確確認認くくだだささいい。。
〈〈２２００２２１１年年度度〉〉 ４，０００円/1事業所　オンデマンド聴講　　

〈〈２２００２２２２年年度度〉〉 全全大大会会１１日日開開催催　　　　翌翌日日かからら１１かか月月間間オオンンデデママンンドド配配信信ででもも視視聴聴ででききまますす。。

（（※※オオンンデデママンンドド配配信信……会会場場開開催催後後､､事事前前提提出出いいたただだいいたたPPoowweerrPPooiinntt自自動動ププレレゼゼンンテテーーシショョンンのの動動画画をを

  静静岡岡地地区区ホホーームムペペーージジかかららごご聴聴講講いいたただだけけまますす））

【【会会場場ににてて聴聴講講をを希希望望さされれるる方方】】

　　４４，，００００００円円//１１人人

○ お弁当の提供あり

○ 追加料金なしでオンデマンド視聴も可能です。　全事例（製造部門・ＪＨＳ部門）を１か月間何度でもご聴講いただけます。

○ 報文集の配付は行いません。（そのための例年より参加費が下がっております。）

必要に応じてホームページからダウンロードし、印刷したものをご持参ください。

【【オオンンデデママンンドド聴聴講講ののみみをを希希望望さされれるる方方】】

　　４４，，００００００円円//１１人人　　※2021年度とは異なる料金設定ですのでご注意ください。

○ 全事例（製造部門・ＪＨＳ部門）を､１か月間何度でもご聴講いただけます。

○ 報文集の郵送は行いません。必要に応じてホームページからダウンロード・印刷してください。

【【オオンンデデママンンドド団団体体申申しし込込みみ希希望望のの方方】】 新料⾦
  ４４００，，００００００円円//１１事事業業所所

○ １申込みで、同一事業所内で何人でも何回でも視聴いただけます
○ その他条件は上のオンデマンド聴講と同様です。

　

　　２２００２２２２年年度度  静静岡岡地地区区行行事事予予定定（（続続きき））

２２））研研  修修  会会

№
行事の名称

（行事担当会社）
開催日

（開催場所）
コース等
参加費

募集対象 募集人員

2

QCサークル
推推進進者者（（支支援援者者））

研研修修会会
（共和レザー㈱）

７月２８日(木)･２９日(金)
(静岡市葵区)

静岡市民文化会館

日帰り
２日コース

１２，５００円

・推進者
（支援者）

４０人

３０人
①推進担当者の役割と必要な知識を身につけ、自社の小集団活動の

 活性化に役立てる事が出来ます。
②賛助会員相互の交流が図れます。

4
ＱＣサークル

賛賛助助会会員員研研修修会会
（ジヤトコ㈱）

１２月９日（金）

ジヤトコ㈱
無料 ・賛助会員

５０人

3

① 体験学習を通じて、問題解決の仕方が身につきます。
② 問題解決の手順について、事例を交えた講話が聴けます。
③ 手法に沿って演習し、より手法の理解を深められます。
④ 異業種の方との交流が図れます。

QCサークル
リリーーダダーー研研修修会会
（浜名湖電装㈱）

９月２１日(水)･２２日(木)
(静岡市駿河区)

グランシップ

日帰り
２日コース

１２，５００円

・ リーダー
サブリーダー

５０人

７月８日(金)
(静岡市駿河区)

グランシップ
1-2

①問題解決手順について、事例を交えた講話が聴けます。
②体験学習を通して、問題解決手法が身につきます。
③手法に沿って演習をし、より手法の理解を深められます。
④異業種の方との交流が図れます。

①推進者（支援者）としてＱＣサークルの基本を正しく認識し、役割と必要な 知識・
ノウハウが身につき、今後の職場展開に活かすことが出来ます。

②推進者としての行動について、グループディスカッションを通して身につきます。
③問題解決手法の基本を理解し、発表資料添削や 講評の仕方などの指導力を

身につける事が出来ます。
④異業種の方との交流が図れます。

第２回
ＱＣサークル
基基本本研研修修会会

（㈱小糸製作所）

１日コース
５，０００円

・サークル
メンバー

◆◆２２２２年年度度　　各各種種大大会会ににおおけけるる参参加加費費にに関関すするる重重要要ななおお知知ららせせ

２２００２２２２年年度度「「ＱＱＣＣササーーククルル東東海海支支部部静静岡岡地地区区行行事事」」ののおお知知ららせせ  <<研研修修会会他他>>

特　　徴

1-1
第１回

ＱＣサークル
基基本本研研修修会会

（㈱小糸製作所）

７月７日(木)
(静岡市駿河区)

グランシップ

１日コース
５，０００円

・サークル
メンバー

５０人

ススロローーガガンン：：QQCCササーーククルルのの本本来来のの魅魅力力をを再再認認識識しし、、ココミミュュニニケケーーシショョンンをを高高めめてて新新ししいい時時代代へへチチャャレレンンジジししよようう！！

◎◎ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大状状況況にに応応じじ開開催催方方法法をを変変更更すするる場場合合がが御御座座いいまますす。。

情情報報はは随随時時HHPPにに掲掲載載致致ししまますすののでで、、ごご確確認認ををおお願願いい致致ししまますす。。

* 参加費・募集人員については、変更の場合があります。

ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大状状況況にに応応じじ、、オオンンデデママンンドド配配信信ののみみととななるる場場合合がが御御座座いいまますす。。ごご了了承承願願いいまますす。。

◎賛助会員の皆様で､賛助会員特典にてご参加を希望される場合は､１人分の申込みにつき特典を１つ使用できます。
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交流の場
2023年

2月14日（火）
発表大会
2023年

2月15日（水）
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QCサークル静岡地区の新型コロナウイルス感染予防の対策について

静岡地区の行事開催にあたり、皆様に安心してご参加いただくために、行事開催時点で考えられる最良の

感染予防の対策を行いますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

（2021.12時点での対策案は下記のとおりです。状況によっては追加・変更となる場合があります。）

【感染予防対策】

1. 感染拡大の条件（密閉・密集・密接）を防ぐため、以下の対応を行います。

① 密閉の回避（会場の換気の実施）

・会場は、換気条件が充分整った施設を使用し、空気の循環を図ります。

・休憩を適宜取り、ドアや窓を開け換気を行います。

② 密集の回避（フィジカルディスタンスの確保）

・受付場所が密集しないように、床にテープでラインを引く等、一定間隔を確保します。（1.5m～2m）

・座席は十分な間隔を取り、使用してよい座席を指定します。

・休憩時間の喫煙所やトイレ利用時の間隔等は、会場の規則に従い、制限させていただく場合があります。

③ 密接の回避（会話等による飛沫感染防止）

・参加者のマスク着用（またはフェイスシールド）と手指の消毒を呼びかけます。

・運営スタッフは事前及び当日の体調を管理して、マスクまたはフェイスシールド等を着用します。

・昼食の弁当が支給される場合は、参加者に各自取っていただき、スタッフの接触は回避します。

2. その他

・受付にはアルコール消毒液・検温器を設置します。

・発表者の前には飛沫防止のフィルム等を設置いたします。

・マイク、机、備品等は必要に応じて消毒・減菌を行います。

・感染レベル・緊急事態宣言等の状況により中止／延期の判断をさせて頂く場合がございます。

【参加者へのご協力とお願い】

１． ご参加にあたり、健康状態チェック表の提出をお願いする場合がございます。

2. 倦怠感、味覚・嗅覚以上がある方は参加をご辞退下さい。

3. 会場内で密集しての歓談等が無いようにお願いします。

4. 「咳エチケット」の励行、マスクまたはフェイスシールド等の着用徹底をお願いします。

5. 手指の消毒、手洗いのご協力をお願いします。

6. 当日受付にて、非接触型体温計を用いて検温を実施しますので、ご協力をお願いします。

①当日、37.5度以上の発熱がある場合は、参加をご遠慮いただきます。

その場合は、企業窓口にご連絡させていただきます。

②行事途中で体調不良になった場合は、お近くの運営スタッフまでご連絡下さい。

状況に応じて対応させていただきます。

7. 厚生労働省推奨の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のご活用をお願いいたします。
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ＱＣサークル東海支部　静岡地区

座席・机の
配置変更

（千鳥､対面等）

各自ご持参ください

感染情報の提供

ﾏｲｸ
ﾎﾟｲﾝﾀｰ
など

入場者の記録

換気の実施

距離確保の周知と
徹底

マスク着用の義務

会場定員設定

消毒の実施

席数の制限

接触を減らす
（手渡しなし）

パーテーションの設置

隣接を遮断

共有物の消毒

入場者の記録
（参加履歴）

倦怠感
味覚・臭覚
異常

体調不良者の
入場制限

同居者の
公共機関への
情報提供

入場前の検温

検温の実施

※使用する会場により来客者条件が異なります

感染者が発生した場合

公的機関による聞き取りへの協力及び

（保健所等）
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https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-030a/4-2.html 静岡県庁HPより抜粋

２０２１年度 秋桜大会

“県知事賞”受賞サークル

〔 事務･販売･サービス
(含む医療・福祉) 部門 〕

トヨタ自動車東日本株式会社

ＳＫＹ（スカイ）サークル

〔 製造部門 〕

三生医薬株式会社

フレッシュブルーサークル

ＱＣサークル東海支部

静岡地区行事のことなら

https://qcc-shizuoka.com/

ＱＣ静岡

●賛助会員入会案内

・「賛助会員のＷＥＢ申込み」が出来ます。

・「賛助会員担当窓口等変更連絡書」

がダウンロード出来ます。

●ＱＣサークル静岡地区行事結果

・「結果報告」、「審査結果」

がダウンロード出来ます。

●ＱＣサークル静岡地区行事予定

●静岡地区、東海支部の行事日程

●発表年間募集のご案内

・「発表希望サークル年間募集申込書」

がダウンロード出来ます。

●「秋桜大会シードポイント」の

お知らせ

・「発表希望サークル年間募集申込書」

がダウンロード出来ます。

●参考資料ダウンロード
・「部門区分ガイドライン」

・「ＱＣサークル本部登録案内」

がダウンロード出来ます。

●ＱＣサークル静岡地区活動方針
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ＱＣサークル東海支部

静岡地区行事のことなら

https://qcc-shizuoka.com/

ＱＣ静岡

●賛助会員入会案内

・「賛助会員のＷＥＢ申込み」が出来ます。

・「賛助会員担当窓口等変更連絡書」

がダウンロード出来ます。

●ＱＣサークル静岡地区行事結果

・「結果報告」、「審査結果」

がダウンロード出来ます。

●ＱＣサークル静岡地区行事予定

●静岡地区、東海支部の行事日程

●発表年間募集のご案内

・「発表希望サークル年間募集申込書」

がダウンロード出来ます。

●「秋桜大会シードポイント」の

お知らせ

・「発表希望サークル年間募集申込書」

がダウンロード出来ます。

●参考資料ダウンロード
・「部門区分ガイドライン」

・「ＱＣサークル本部登録案内」

がダウンロード出来ます。

●ＱＣサークル静岡地区活動方針
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  ２２００２２２２年年度度
  ＱＱＣＣササーーククルル東東海海支支部部  静静岡岡地地区区行行事事のの案案内内とと

　　発発  表表  ササ  ーー  クク  ルル  年年  間間  募募  集集  のの  おお  知知  らら  せせ

　　１１．．２２００２２２２年年度度  静静岡岡地地区区行行事事とと大大会会発発表表ササーーククルル年年間間募募集集ののおお知知ららせせ

    ＱＣサークル静岡地区の２０２２年度行事と発表サークルの年間募集を行います。

 運営事例の発表募集も行いますので、奮ってご応募下さい。

 　つきましては、各企業・団体のＱＣサークル年間推進計画に組入れて頂きたくご案内申し上げます。

 　なお、大会発表の出場に関する本部登録と発表する部門を判断する目安の区分ガイドライン資料は

　下記ホームページをご参照下さい。

申込書データはこちら！

２２．．QQCCササーーククルル大大会会発発表表ササーーククルルをを下下記記要要領領ににてて募募集集致致ししまますす。。
＊多数のお申し込みをお待ちしております。

（（１１）） 申申しし込込みみ方方法法  ：： 別紙の「発表希望サークル年間募集 申込書」にご記入の上、

E-mail又はFAXにてお送り下さい。

（（２２）） 申申しし込込みみ・・問問合合せせ先先  ：：【【  ２２００２２２２年年度度　　ＱＱＣＣササーーククルル静静岡岡地地区区　　事事務務局局  】】

矢崎総業株式会社　品質管理室　管理部　職場活性推進チーム　 井出雅彦

〒410- 1194 静岡県裾野市御宿1500番地 Y-CITY WHQ

ＴＥＬ ： 055-965-0249　 ＦＡＸ ： 055-965-4021

（（３３）） 申申しし込込みみ締締切切りり日日  ：：  ２２００２２２２年年３３月月２２５５日日（（金金））　　＊＊納納期期厳厳守守ででおお願願いい致致ししまますす。。

（（４４）） 申申しし込込みみ時時のの注注意意事事項項ななどど  ：：

★ 申し込み件数は各発表大会の部門毎、原則１事業所１サークルにさせて頂きます。

★ 応募多数の場合、発表大会変更などについて調整させて頂く場合がありますのでご承知おき下さい。

  ＊秋桜大会は、シードポイント制度で発表サークルを決めさせて頂きますのでご了承下さい。

　詳細については、上記、「ＱＣサークル静岡地区ホームページ」の

　　「「２２００２２２２年年度度　　ＱＱＣＣササーーククルル東東海海支支部部・・静静岡岡地地区区行行事事ののおお知知ららせせ」」にてご確認下さい。

★ 発表大会の３～４ヶ月前には、発表サークルと発表テーマをお決め下さい。

  ＊参加者募集パンフレットに記載するため早めに必要となります。

         https://qcc-shizuoka.com/

Ｅ-mａｉｌ ：smb_qccshizuoka-yzk@jp.yazaki.com

ススロローーガガンン
ＱＱＣＣササーーククルルのの本本来来のの魅魅力力をを再再認認識識しし、、ココミミュュニニケケーーシショョンンをを高高めめてて新新ししいい時時代代へへチチャャレレンンジジししよようう！！

ＱＱＣＣササーーククルル静静岡岡地地区区ホホーームムペペーージジ

ＱＣ静岡
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（（４４）） 申申しし込込みみ時時のの注注意意事事項項ななどど  ：：（（つつづづきき））

★ 発表サークルは、事前にＱＣサークル本部登録し、登録№を取得してください。

★ 発表するテーマは、出来るだけ１年半以内に完結したテーマでお願いいたします。

★ 発表サークルも参加費が有料（１人 ：４，０００円）となります。

★ 支部大会発表サークルの参加費は下記の通りとなります(一部変更の可能性もあります)。

３３．．２２００２２２２年年度度のの変変更更点点とと注注意意点点

◆◆大大会会開開催催方方法法のの変変更更：：【【例例年年】】会会場場（（現現地地））開開催催　　⇒⇒【【22002222年年度度】】ハハイイブブリリッッドド型型開開催催

　　　＊ハハイイブブリリッッドド型型開開催催ととはは、、会会場場開開催催とと、、会会場場開開催催後後にに発発表表事事例例ををWWEEBB配配信信

　　　　（（音音声声付付ききPPoowweerrPPooiinntt  をを動動画画配配信信ししHH..PP..上上でで公公開開））ををすするるここととををいいいいまますす。。  

　＊応募多数の場合は調整をさせて頂きますので、何卒、ご了承願います。

２０２２年度のQCサークル静岡地区主催のQCサークル大会は、

全てハイブリッド型にて開催を致したく考えております。　

＊＊ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大状状況況にによよりり開開催催方方法法をを変変更更すするる場場合合もも御御座座いいまますす。。ごご了了承承願願いいまますす。。

WWEEBB配配信信でではは、、発発表表資資料料をを多多くくのの方方がが多多数数回回視視聴聴ししてていいたただだくくここととがが可可能能でですす。。

機機密密管管理理等等をを踏踏ままええ、、予予めめ動動画画配配信信のの可可否否ををごご確確認認のの上上、、おお申申込込みみ下下ささいい。。

恐恐縮縮ででははごござざいいまますすがが、、動動画画配配信信がが困困難難なな場場合合ははごご発発表表ををおお控控ええ下下ささいい。。

何卒、ご理解のほど宜しくお願いいたします。

１． ＱＣサークルの実態を改めて点検し、企業体質を改善していくために

２． お客様に喜ばれる魅力のある製品づくり、サービスを進めていくために

３． 職場を活性化し、従業員一人ひとりの能力を向上していくために

・選抜大会／チャンピオン大会１名５，５００円､オンデマンド３，５００円､総合･交流大会１名５，５００円 （工場見学なし）

各各大大会会・・研研修修会会ををごご活活用用下下ささいい !!!!

企企業業ののトトッッププ、、管管理理・・監監督督者者のの皆皆様様へへののおお役役立立ちち
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[申込み先]

　矢崎総業株式会社　品質管理室　管理部　職場活性化推進チーム　井出雅彦　行き

　TEL　055-965-0249　　FAX　055-965-4021

　Ｅ-mａｉｌ ： smb_qccshizuoka-yzk@jp.yazaki.com

２２００２２２２年年度度「「ＱＱＣＣササーーククルル東東海海支支部部・・静静岡岡地地区区各各大大会会」」ででのの

発発表表希希望望ササーーククルル年年間間募募集集　　申申込込書書

 

おお申申込込みみはは、、発発表表をを希希望望すするる大大会会のの該該当当欄欄へへ、、○○印印ををごご記記入入下下ささいい。。

＊さつき大会は、静岡地区年度の運営準備を円滑にするために２０２３年度分を募集致します。

＊さつき大会の運営事例は、東海支部選抜大会選考会として、「運営事例」（活動期間２～３年）を募集致します。

＊東海支部選抜大会・チャンピオン大会は、さつき大会、秋桜大会の優秀サークルが参加予定のため、募集はしておりません。

＊発表内容は、「製造」「事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕」等

　「問題解決型・課題達成型・施策実行型・未然防止型」のいずれでも結構です。

＊発表部門に関しましては、別紙-1「区分ガイドライン」に従いお申込みください。

    （別紙参照：不明な場合は下記事務局へお問い合わせください。）

＊尚、大会単位で、発表申し込みが集中した場合には、調整させていただく場合がありますのでご承知おき下さい。

※1.支部大会は、割り当て枠の関係で発表が不可となる場合があります。

2.秋桜大会は、シードポイント制度で発表サークルを決めさせていただきますのでご了承下さい。

シードポイント制度につきましては、QCサークル静岡地区HPの地区掲示板に掲載致しますので、ご確認下さい。

＊発表サークル・テーマ名が決まった時点で、ＱＣサークル本部登録をされていないサークルは、登録Noを取得して下さい。

ＱＣサークル本部Ｗｅｂページ　＜https://qc-circle.jp/headoffice.html＞　にて登録できます。

QQCCササーーククルル本本部部登登録録  ・・発発表表ののおお申申込込みみはは、、おお済済みみでですすかか？？

　２０２２年　　月　　日

　〒410-1194　静岡県裾野市御宿1500番地 Y-CITY W

会社名・団体名 担当者所属
担当者
氏　名

所 在 地

〒
Ｔ  Ｅ  Ｌ

Ｆ  Ａ  Ｘ

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

発表
　　  希望大会

2022年度 東海支部 2022年度　静岡地区 2023年度　静岡地区

総合・交流大会 秋桜大会 新春大会 さつき大会

発表内容
’23年2月3日（金） ’22年10月25日(火) ’23年 1月26日(木） ’23年 5月30日（火）

愛三文化会館
（愛知県大府市）

グランシップ
（静岡市駿河区）

グランシップ
（静岡市駿河区）

グランシップ
（静岡市駿河区）

２０２２年度 ＱＣサークル静岡地区 事務局   

運運営営事事例例

事務・販売・サービス
〔含む医療・福祉〕の運営事例

運営事例

製製造造部部門門

事事務務・・販販売売・・ササーービビスス
〔〔含含むむ医医療療・・福福祉祉〕〕

秋秋桜桜大大会会ににつついいててはは、、下下記記注注意意事事項項ををごご確確認認のの上上、、
おお申申込込みみををおお願願いい致致ししまますす。。

QCサークル静岡地区

QRコード
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賛賛助助会会員員加加入入ののごご案案内内

ＱＣサークル静岡地区内各企業のＱＱＣＣササーーククルル活活動動導導入入・・推推進進の一助となる様、
ＱＣサークル静岡地区による各種の指導・支援活動を行い、各企業のＱＱＣＣササーーククルル活活動動
のの向向上上とと活活性性化化に寄与するため、２００６年度から運用しています。

加 入 特 典

２２００２２２２年年４４月月１１日日かからら２２００２２３３年年３３月月末末ままでで （（１１年年間間））

１１事事業業所所：： １１２２，，５５００００円円 （（入入会会時時一一括括払払いい））

ＱＣサークル静岡地区

◆◆賛賛助助会会員員ととはは

◆◆会会員員のの期期間間

◆◆会会 費費 (消消費費税税のの課課税税対対象象外外））

◆◆加加入入特特典典

年会費を上回るメリットがあります

５５,４４００００円円相相当当

合合計計２２００，，４４００００円円相相当当

・ＱＣサークル静岡地区行事に積極的に参加し、自社のサークル活動の活性化にお役立て下さい。
・ＱＣサークル本部登録や『ＱＣサークル』誌をご活用下さい。

◆◆「「賛賛助助会会員員」」加加入入にに際際ししててののおお願願いい

最最大大１１５５，，００００００円円相相当当

各社のＱＣサークル活動の取り組み・進め方や､悩みなどグループ

ディスカッションで話し合い､問題を共有化し､解決策を見い出すことが出来ます。

特特典典②② 静静岡岡地地区区ののＱＱＣＣササーーククルル基基本本研研修修会会・・発発表表大大会会にに計計３３名名ままでで無無料料参参加加

ででききまますす。。

特特典典①① 賛賛助助会会員員対対象象のの行行事事（（賛賛助助会会員員研研修修会会））にに無無料料参参加加出出来来まますす。。

特特典典③③ ＱＱＣＣササーーククルル誌誌がが 会会員員のの指指定定さされれたた部部署署へへ日日科科技技連連出出版版社社よよりり

直直送送さされれ、、無無料料購購読読ででききまますす。。（（１１年年間間 毎毎月月１１冊冊））

・基本研修会 @5,000円/人

・発表大会

①会場にて参加 @4,000円/１人

会場にてご参加された聴講者は、WEBでも聴講可能です。

（年間購読料）

ご自由に

組合わせして頂き

３名分まで
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◎申込期間 ： ２０２２年２月から２０２２年４月末（２０２２年度分）
＊上記期間以降でも随時募集はしております。但し、加入時期により、一部の特典が

受けられない場合があります。
◎加入口数 ： １事業所１口とする

おお申申しし込込みみ手手続続きき方方法法
①２０２２年度賛助会員申込書（別紙）に必要事項を記入

②地区賛助会員担当事務局にお申し込み（Ｅメール又はFAXにて）
*注注意意 必必ずず””PDF””ももししくくはは””エエククセセルル””ににててごご添添付付下下ささいい。。

③会費１２，５００円をお振込み（期間：２０２２年３月から４月末の間）

【注意事項】

・お申し込みとお振り込みの期日が異なります。地区賛助会員担当事務局から
請求書が送付されますので、お振り込みは２０２２年３月１日以降に願います。

・賛助会員申込書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに賛助会員担当
事務局にご連絡下さい。

・幹事会社は加入できません。
・現在賛助会員になられている会社も「継続加入」に○をし、お申し込みが必要です。

申込書を受領後、２０２２年３月上旬に請求書を送付させていただきます。

請求書に記載されている指定口座にお振込みください。

【注意事項】

・振込手数料は各企業にてご負担願います。
・振込用紙は銀行の備え付けのものをご使用願います。
・領収書は銀行発行の振込金受領書にてかえさせていただきます。

◆◆会会費費振振込込先先

◆◆会会員員加加入入のの手手続続ききににつついいてて

ジヤトコ㈱ 〒417-0023 静岡県富士市吉原宝町１－１

■ 担 当 ：品質保証部 品質企画課 齋藤 正洋 （さいとう まさひろ）

■ 担 当 ：品質保証部 品質企画課 因 弥生 （いん やよい）

■ T E L ： ０５４５（５７）ー ２３１５

■ F A X ： ０５４５（５７）ー ２３６７

■ Ｅ－ｍａｉｌ： masahiro2_saitou@jatco.co.jp

＊＊注注意意 必必ずず””ＰＰＤＤＦＦ””ももししくくはは””ＥＥｘｘｃｃｅｅｌｌ””ににててごご送送付付下下ささいい。。

◆◆２２００２２２２年年度度 地地区区賛賛助助会会員員担担当当事事務務局局
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'２２年度賛助会員担当事務局 
　ジヤトコ㈱　品質保証部　品質企画課　
　　　　齋藤・因　　⾏き *事務局で記⼊

※

静岡県富⼠市吉原宝町１－１
E-mail︓　　

　＊下記注意事項※②をご確認下さい
ＴＥＬ︓　　 ０５４５－５７－２３１５
ＦＡＸ︓　　 ０５４５－５７－２３６７

※
会社・事業所名 ﾌﾘｶﾞﾅ

所在地 〒 住所
部 署 名
役　職
⽒　名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ-mail

【Ⅱ】 〒 　
住所

部 署 名
役　職
⽒　名
ＴＥＬ
ＦＡＸ

　【注意事項】
　※① 「※」の太線枠内に○印および必要事項をご記⼊願います。
　※② 賛助会員申込書は、上記地区賛助会員担当事務局にお申込み下さい。(Ｅメール⼜はＦＡＸにて)
     　なお、必ず”ＰＤＦ” もしくは ”Ｅｘｃｅｌ” にてご送付下さい。
　※③ 会費は、賛助会員担当事務局から連絡担当者宛に２０２２年３⽉上旬以降に請求書を送付しますので、
　　　４⽉末までにお振込み願います。 ＊請求書の送付先が連絡担当者と異なる場合は「連絡･依頼事項」欄にご記⼊下さい。

　　　≪お申込みいただきました⽒名、住所、電話番号等の情報の取り扱いについて≫
　　　　⽀部・地区主催の⼤会、研修会参加券の発送、関連する活動情報のお知らせのために利⽤し、
　　　　⽬的以外での使⽤は致しません。

継続の場合､前年度の会員番号

２０２２年度　賛助会員申込書
 

今年度 会員番号

↓ご記⼊ください

賛助会員会費の振込予定⽇ ⽉          ⽇

新規 新規継続

〒４１７－００２３ 申　　込　　⽇            ⽉           ⽇
　*どちらかに〇を記⼊して下さい（新規加⼊は前年度以前からの再加⼊含む）

masahiro2_saitou@jatco.co.jp

※原則ＱＣサークル誌の送付先は連絡担当者となります。
　　諸事情により送付先窓⼝を別途登録希望される⽅は、下記【Ⅱ】にご記⼊下さい

所在地
｢ＱＣサークル｣誌

【Ⅰ】
    賛助会員
　　担当窓⼝

 連絡担当者（窓⼝）
フリガナ

※⼤会等のご案内やＱＣサーク
ル誌配送先となります

内線

連絡・依頼事項

　　　　　 送付先

送付先⽒名 フリガナ
内線
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'２２年度賛助会員担当事務局 

　ジヤトコ㈱　品質保証部　品質企画課　

　　　　齋藤・因　　行き

年 月 日

〒４１７－００２３

静岡県富士市吉原宝町１－１

E-mail：

ＴＥＬ： ０５４５－５７－２３１５

ＦＡＸ： ０５４５－５７－２３６７

※※

　　↓↓変変更更欄欄にに○○ををつつけけ、、変変更更部部分分ののみみごご記記入入下下ささいい。。

〒 -

)

)

◆ 加入申込書送付先 ： 上記 地区賛助会員担当事務局宛にお願いします。

◆ ※印は必ずご記入願います。

◆ 必ず”ＰＤＦ” もしくは ”Ｅｘｃｅｌ” にてご送付下さい。

会会社社・・事事業業所所名名

会員番号

masahiro2_saitou@jatco.co.jp

賛賛助助会会員員  担担当当窓窓口口等等変変更更連連絡絡書書

代代表表者者役役職職・・氏氏名名

【【ⅠⅠ】】
賛賛助助会会員員担担当当窓窓口口

所在地

連絡担当者
（窓口）

部署名

役職

氏名 （フリガナ 　）

TEL

FAX

E-mailｱﾄﾞﾚｽ

(内線：

【【ⅡⅡ】】
｢｢ＱＱＣＣササーーククルル｣｣誌誌
送送付付先先

〒

送付先氏名

部署名

FAX

役職

氏名 （フリガナ 　）

TEL (内線：

― 29 ― 



QQCCササーーククルル静静岡岡地地区区かかららののおお知知ららせせ

ＱＱＣＣササーーククルル静静岡岡地地区区ががＱＱＣＣササーーククルル活活動動ののおお手手伝伝いいををししまますす。。

１１．．  QQCCササーーククルル社社内内研研修修
①QCサークル活動の導入はどうするの！
②QCサークル活動の再活性化はどうするの！
③QCサークル初心者・リーダー・推進者の育成方法はどうするの！
④これからのＱＣサークル活動はどうするの！

２２．．  QQＣＣササーーククルル社社内内発発表表大大会会

①大会での講演・講話はどうしたらいいの！

②大会での総合講評・ワンポイント講評はどうしたらいいの！

３３．．社社内内業業務務改改善善活活動動
①問題解決型QCストーリーがわからない！
②課題達成型QCストーリーがわからない！
③QC手法の使い方がわからない！

４４．．  そそのの他他
・・企企業業・・団団体体のの要要望望にに沿沿っったた対対応応ががででききまますす。。

おお気気軽軽にに静静岡岡地地区区事事務務局局ままでで、、ごご連連絡絡下下ささいい。。

・・ななおお地地区区指指導導員員のの安安全全をを守守るるたためめ、、ココロロナナウウイイルルスス感感染染防防止止をを徹徹底底ししたた上上でで
実実施施下下ささいいまますすよよううおお願願いい致致ししまますす。。

講講師師料料基基準準
* 詳細につきましては、ご依頼の企業様と地区指導員で調整をお願い致します。

※ 税は外税とし、ご依頼の企業様にて手続きをお願いします。

出出前前研研修修のの流流れれ

２２００２２２２年年度度　　ＱＱＣＣササーーククルル静静岡岡地地区区  事事務務局局
矢矢崎崎総総業業株株式式会会社社
品品質質管管理理室室　　管管理理部部　　職職場場活活性性化化推推進進チチーームム　　井井出出雅雅彦彦

〒〒441100--11119944　　静静岡岡県県裾裾野野市市御御宿宿11550000番番地地
TTEELL：：005555--996655--00224499　　FFAAXX：：005555--996655--44002211
EE--mmaaiill：：ssmmbb__qqccccsshhiizzuuookkaa--yyzzkk@@jjpp..yyaazzaakkii..ccoomm

地地区区指指導導員員（（半半日日）） 3300,,000000円円 実実費費 実実費費

ごご依依頼頼企企業業様様のの負負担担
講講師師 講講師師料料 交交通通費費 宿宿泊泊費費

地地区区指指導導員員（（１１日日）） 5500,,000000円円 実実費費 実実費費

出出前前研研修修
依依頼頼

地地区区長長会会社社
（（事事務務局局））

地地区区指指導導員員

①① 依依頼頼 ②② 講講師師依依頼頼

⑤⑤ 日日程程・・場場所所・・研研修修内内容容・・講講師師料料のの打打合合せせ

③③ 受受諾諾④④ 講講師師情情報報
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22.3.1現在

ＱＱＣＣササーーククルル東東海海支支部部 静静岡岡地地区区 幹幹事事会会社社のの紹紹介介

矢崎総業㈱
データは、大和印刷で保管中

ＦＦＵＵＮＮ ＴＴＯＯ ＤＤＲＲＩＩＶＶＥＥ ＡＡＧＧＡＡＩＩＮＮ

トトヨヨタタ自自動動車車株株式式会会社社

東東富富士士研研究究所所

〒〒441100--11119933  裾裾野野市市御御宿宿11220000番番地地

独創的な技術⼒とモノづくりで世界へはばたく。
未来を拓く。

業界トップクラスの品質

超精密を極める。

〒431-0431 静岡県湖⻄市鷲津136番地

www.hamanakodenso.co.jp

ソレノイド、樹脂成形を⽀える⼀貫⽣産体

先端技術で⾃動⾞業界に貢献株式会社デンソー

湖西製作所
〒431-0493 
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※※ごご興興味味ががああるる企企業業様様ははごご遠遠慮慮ななくくおお問問合合せせ下下ささいい！！

２０２２年度　ＱＣサークル静岡地区 事務局
矢崎総業株式会社　　品質管理室　井出雅彦
　　〒410-1194　静岡県裾野市御宿1500番地
　　TEL：055-965-0249　　FAX：055-965-4021

E-mail：smb_qccshizuoka-yzk@jp.yazaki.com

全全ててのの幹幹事事がが能能力力向向上上

・基本研修の体験学習（QCストーリー）

・講義資料（手順、手法、運営等）

・リーダーQ&A学習

・大会運営マニュアル

・司会原稿

・講評、審査の仕方等地区教材

《 地区行事アイテムの活用 》 《 幹事能力の向上 》

全全ててのの幹幹事事会会社社がが自自社社でで活活用用

幹事も勉強

地地区区資資料料をを基基にに自自社社にに合合わわせせたた教教育育

・審査 / 講評 能力 （内容把握力）

・アドバイザー能力 （指導力向上）

・手順、手法の理解 （指導力向上）

・サークル運営の知識（推進力向上）

・行事企画運営能力 （企画運営力向上）

・他地区行事への参加（視野拡大）

《 他社情報の活用 》
・グローバル大会の内容

・サークル活動評価

・褒章制度

・管理項目と実績値

・教育の仕組み

《 人脈の活用 》
・他社工場見学

・サークル招待

・講演依頼

・アドバイザー依頼

・会社間での交流

幹幹事事会会社社間間でで交交流流ががでできき、、自自社社ののササーーククルル活活動動にに貢貢献献ででききるる

幹幹事事ささんんののススキキルルアアッッププ
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'22.3.1現在

◆◆賛賛助助会会員員にに関関すするる問問いい合合わわせせ（（申申込込みみ・・変変更更・・脱脱会会・・特特典典ななどど））

◎ジヤトコ株式会社（副事務局）

さいとう　まさひろ 品質保証部 0545-57-2315

齋藤　正洋 品質企画課 masahiro2_saitou@jatco.co.jp

いん　やよい 品質保証部 0545-57-2315

因　弥生 品質企画課 yayoi3_in@jatco.co.jp

◆◆出出前前研研修修にに関関すするる問問いい合合わわせせ（（申申込込みみ・・ごご相相談談ななどど））

◎矢崎総業株式会社（事務局）

 いで　 まさひこ 品質管理室　管理部　 055-965-0249

井出　雅彦 職場活性化推進チーム smb_qccshizuoka-yzk@jp.yazaki.com

◆◆各各大大会会・・研研修修会会にに関関すするる問問いい合合わわせせ（（申申込込みみ・・変変更更ななどど））

◎まずは、各行事担当会社へ

または、

◎矢崎総業株式会社（事務局）

 いで　 まさひこ 品質管理室　管理部　 055-965-0249

井出　雅彦 職場活性化推進チーム smb_qccshizuoka-yzk@jp.yazaki.com

◆◆そそのの他他にに関関すするる問問いい合合わわせせ 　　＊迷ったときにはここに！

◎矢崎総業株式会社（幹事長・事務局）

 おの　まさとも 品質管理室　管理部　 055-965-0249

小野　昌伴 職場活性化推進チーム smb_qccshizuoka-yzk@jp.yazaki.com

 いで　 まさひこ 品質管理室　管理部　 055-965-0249

井出　雅彦 職場活性化推進チーム smb_qccshizuoka-yzk@jp.yazaki.com

各各種種問問いい合合せせ先先  一一覧覧表表

　＊各行事担当会社は　しおり P１４～Ｐ１５、をご参照下さい。
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発行年月日    ２０２２年 ３月 １日

発 行 ＱＣサークル東海支部 静岡地区 地区長　西川　幸延

編 集 矢崎総業株式会社　(２０２２年度地区長会社)

発 行 部 数

ー印 刷

静岡地区ホームページ　https://qcc-shizuoka.com/

本資料を無断で複写・複製・転載することを禁じます。
これらの許諾については、QCサークル東海支部静岡地区までお問い合わせください。

大和印刷さん
写真依頼

ー


	2022-東海支部_静岡地区のしおり_表紙
	2022-東海支部_静岡地区のしおり_本文_名簿抜き



