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Be a Learning Organization.

たのしむユニバーシティ
～仕事をたのしくする学び～
 

誰でも参加できる社内大学です

昨年より開講した「たのしむユニバーシティ」が２期目を迎えました
これは 川上塗装工業のスタッフのための社内大学です
仕事と人生をたのしくするために
スタッフが定期的に学ぶ機会をつくっています
時代の流れが速い近年
私たちもその流れに合わせ 学び 変わっていくことが必要です
その道のプロに学びをいただき 私たちも進化します
スタッフ研修といっても 講義の内容は誰でも楽しめるもの
関連会社や学生、地域の方も自由にご参加いただけます
これはスタッフ研修以上の
盛岡全体をちょっと明るくする みんなの学び舎 です
メインテーマは 視野を拡げる
人生をより豊かにするために 一緒に学びましょう！
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今年度より”視野” にちなんだ48(しや)分の
講義時間を２倍に拡げた96分に拡大します！

盛岡市三ツ割三丁目2-11 TEL：019-601-4014
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たのしむユニバーシティ

OPEN講義
講師紹介

Season.2 2018-2019

健康診断の結果を見て見ぬふりしていたら入学！

“日本の医療はどうなるの？” 講座



何色を選んだらいいかわからなかったら入学！

“色のチカラを知ろう”講座







大切な人に手料理でもてなしたいなら入学！

“ふわとろオムライスの作り方”講座

体調が悪くて寝込んだ経験、誰にでもありませんか？
そんな時、改めて健康で過ごせることが「ありがたい」
と感じ、健康第一を目標にしている方も多いかと思い
ます。岩手県立中央病院で医師として27年間勤務さ
れた後、病気の予防を普及する立場に変わった武内
先生。
「病気の予防がいかに大切か」見えてくる視点
に変化があったそうです。
これからの医療界はどうなるのか、国の本音はどこに
あるのか。一緒に考えましょう。

私たちの周りには多くの色があふれています。
色が人の心に与える影響はとても大きく、
あらゆる業
種に関係するのではないでしょうか？
カラーデザイナーの仕事は、色の特性を知り、
インテ
リアやファッションなど、様々な商品の配色提案行う
こと。人、
もの、空間などの見た目を、
より美しく快適に
さらには安全性も高め、調和させることが目的です。
仕事で活かせる色の選び方、組み合わせ方など、
カ
ラーデザイナーの鳥屋部さんに教えていただきます。

広い世代に人気の定番料理、
オムライス。
レストラン
やTVで見るようなオムライスを作るのは難しいもの
です。男性では全国的にもめずらしい、料理の専門家
の成田先生をお招きして、家庭でも作れるふわとろオ
ムライスの作り方を教えていただきます。切り方など
基礎から教わるので、料理初心者でも安心！
男性が多く参加しますので、男性一人での参加も大
歓迎！得意料理を身につけて、奥様や子供に感謝の
気持ちを表現してみませんか？

岩手県よぼう医学協会

アトリカ＆コミュニケーション

成田クッキングセミナー

専務理事 兼 呼吸器内科部長

武内 健一 氏

代 表



かっこいいオトナになりたかったら入学！

“セルフブランディングのススメ”講座

人間関係の場において、
自分をもっと価値のある人
間に見せたいと思いませんか？
近年SNSの普及に伴い、個人が不特定多数の人に見
られる機会が増えてきました。
「自分をどう見せるか」
「他人からどう見られるか」
という視点は、今後の人生
の価値の向上に大きく影響する、意識したいポイント
です。
自分自身をブランド化するために、中小企業の
ブランディングで日本中を飛び回る粉奈さんに国内
外の広い視点から教えていただきます。

スターブランド株式会社
コンサルタント 粉奈

健太郎 氏



“実践！マネープランゲーム”講座




怒りと上手に付き合いたいと思ったら入学！

“アンガーマネジメント”講座

自分の人生を計画的に進めている人は意外と少ない
のではないでしょうか？人生には就職や結婚など、
様々な選択があります。決断の大切さと計画性を持っ
て生活していく重要性を体感するために、
グループワ
ークのカードゲームで人生ゲームのように擬似体験
して楽しく学びます。
自分の人生は自分で選択して切
り拓いていくもの。今後の人生を見つめ直すきっかけ
にピッタリです。長年、金融に関わる菊池さんに楽し
く教えていただきます！

怒りたくないのに怒ってしまい後悔した経験はあり
ませんか？つい怒ってしまう原因は、怒りの感情と上
手に付き合う方法を知らないからです。
アンガーマネジメントを学ぶと、怒ったとしても人に
当たらなくて済むそうです。怒りの感情をなくすこと
はできませんが、上手に付き合い、建設的に活用して
いくことは誰にでもできます。家庭や社内でのコミュ
ニケーションを良好にするためにもアンガーマネジ
メントを学ぶきっかけにして下さい。

一般社団法人岩手県銀行協会
常務理事
菊池 芳泉 氏

ネクステージ
代 表

大高 智佳子 氏
Chikako Otaka

Yoshimoto Kikuchi

会 場：プラザおでって３階 大会議室
時 間：15 : 00〜17 : 00
参加費：500円
定 員：50名

会 場：盛岡西部公民館 調理室
時 間：15 : 00〜17 : 00
参加費：1,000円（材料費込）
定 員：20名

一度、人生を見直したいと思ったら入学！

Kentaro Kona

中小企業のブランド戦略の専門家。
全国の様々な業界にクライアントを持ち、年間出張250日以上。
企業、事業、商品、個人のブランディングを手がけ、
メディアに取
り上げられることも多い。
そのブランディングの手法及びアイデ
ィア力とセンスの高さに定評がある。全国の多くの会社から企業
研修を依頼され、様々なテーマで研修を行う。

調理師専門学校卒業後イタリアンレストラン勤務を経て、母校
にて１２年間勤務。主に西洋料理、製菓全般を担当。
在籍中の学生指導や地産地消活動を通じ
「食育」の重要性を
認識。退職後「成田クッキングセミナー」
を立ち上げ、料理教室
や県産食材の販促活動など、食育活動に取り組む。活動を通じ、
地域の食文化の向上を目指す。

会 場：盛岡市上田公民館 会議室
時 間：15 : 00〜17 : 00
参加費：500円
定 員：30名



成田 健児 氏
Kenji Narita

カラーデザイナー《アトリカ&コミュニケーション》代表。
盛岡市出身。結婚、出産後に独学でカラーコーディネーター1級
を取得。
その後A・F・T認定カラーデザイナーとなる。色彩によっ
て感じ方が変わるということに衝撃を受け、色彩心理学を更に
本格的に学ぶ。
色彩のプロとして、人にも環境にも優しいカラーデザインを目指
している。

会 場：岩手県よぼう医学協会 会議室
時 間：16 : 00〜17 : 00
参加費：500円
定 員：20名



代 表

Yoko Toriyabe

Kenichi Takeuchi
宮城県でタバコ屋の息子として生まれる。
岩手が好きで移住し、長男だが墓地まで購入。岩手県立中央病
院勤務中に4,000人以上の肺がん患者の方と接する。早期発見・
治療しかないと定年前によぼう医学協会へ。CTによる健診を推
進中。
「肺がんを早く見つける会 in 岩手」
を心の中で設立。座右
の銘は「死ぬまで働く」
もし生まれ変わるなら
「お酒が少し飲め
て風邪をひきにくい丈夫な身体」

鳥屋部 陽子 氏

大学卒業後、岩手銀行に入行。34年間の勤務の後、退職。
平成26年より現職に就く。銀行の発展に向けた活動はもちろん
のこと、消費者保護への取組みや、経済活動に不可欠な決済イ
ンフラの運営を行う。特殊被害防止や金融経済教育の普及のた
め、岩手県内において学校や各団体、社会人を対象とした講座
で講師を務める。

IBC岩手放送アナウンサーを経てフリーアナウンサー・研修講師
として活動。2013年に起業し、
アンガーマネジメントをはじめ、
上司と部下をはじめとする組織内コミュニケーションの改善と
促進、CS向上研修、電話応対研修など企業研修・人材育成・コミ
ュニケーション向上研修を中心に活動。
岩手で働く方の笑顔のためにがんばっています！

会 場：盛岡市上田公民館 会議室
時 間：15 : 00〜17 : 00
参加費：500円
定 員：30名

会 場：盛岡市上田公民館 会議室
時 間：15 : 00〜17 : 00
参加費：500円
定 員：30名

