
［愛知地区大会］ 開催日・会場の〔　　〕内は予定となります。　参加費は消費税含む。

［東海支部大会］

・体験談発表 （48）件
　・知事賞チャレンジ
　・フレッシュ
        製造部門事例
　・フレッシュ事務・販売・
　　　 サービス部門事例
　・育成・推進事例

　

・講演

・製造部門、事務・販売・サービス〔含む医
  療・福祉〕部門の職場第一線の方々の頑
  張りによって成果を挙げたフレッシュな事
  例からチャレンジする事例、また推進者の
  事例に至るまで、総合的な管理・改善に関
  する成果発表が行われる、相互研鑚の場
  です。　    （参加費　5,500円/人）
・知事賞チャレンジは、『知事賞』及び、
　東海支部チャンピオン大会選考対象です。

・体験談発表　（40）件
　・フレッシュ
　　製造部門事例
　・フレッシュ事務・販売・
　　サービス部門事例
　・チャレンジ
　　製造部門事例

・なんでも相談会

・フレッシュ部門はＱＣサークルを導入して、
　間もない企業の方々の相互研鑽の場として
　有効で、初めての社外発表にも最適です。
　(’19年より半日2回開催から1回に統合)
・また、’19年より追加されるチャレンジ部門は
　他の大会と同様東海支部チャンピオン大会
　選考対象です。
・サークル運営での困り事等など、なんでも
　相談が出来るのが特徴です。
・'17年よりフレッシュ部門にも地区長賞設定
　（参加費　5,500円/人）

添付資料①

・体験談発表における世話人の中身の濃い
　指導と改善事例を基に､参加者とパネラー
　が一体となったワイワイ研究会を実施し、
　成功例 ・失敗例を含め活発な討論を行う
　相互啓発の場です。
　（参加費　5,500円/人）
・この大会は、東海支部チャンピオン大会
　選考対象です。

２０２２年度  ＱＣサークル大会  行事計画

行    事    名 開催日
開催担当会社

会場
プログラム こんな大会（予定）です

最終更新日：2022年9月6日

　（第6439回）

  ＱＣサークル
  　いきいき事例研究大会

４月７日（木）
オンデマンド配信

4月7日(木)～
5月11(水)

(株)アーレスティ

大府市
愛三文化会館

(大府市勤労文化会館)
※オンデマンド配信有り

　（第6361回）

  ＱＣサークル
  　本部長賞地区選抜大会

現地：５月２０日（金）

オンデマンド配信
5月23日(月)～

6月22(水)

コニカミノルタ(株)

大府市
愛三文化会館

(大府市勤労文化会館)

・運営事例発表（9）件

・本大会は「東海支部選抜ＱＣサークル大会」
　（7月）に出場する愛知地区の代表を選ぶ
　大会です。
・幾多の優れた活動の歴史を持つサークル
　が発表します。 これらの優秀体験事例を
　学ぶことにより、多くのノウハウを自サー
　クルで活用できます。
　（参加費　5,500円/人）

・体験談発表 （16）件
  ・製造部門事例
  ・事務・販売・サービス
　　部門事例

・ワイワイ研究会
・講演

豊田合成(株)

大府市
愛三文化会館

(大府市勤労文化会館)

  （第6223回）

  ＱＣサークル
  　フレッシュ＆チャレンジ大会

６月１６日（木）
オンデマンド配信
6月20日(月)～

7月19(火)

　（第6427回）

　ＱＣサークル
　　現場発表会

２０２３年
１月１３日（金）

(株)東海理化

〇〇工場

・体験談発表（ 5）件
・ＱＣサークル活動の
  説明
・工場見学

・愛知地区の幹事会社のＱＣサークル活動
　状況説明・工場見学と体験談発表会から
　ＱＣサークル活動を理解します。
・参加しやすいように午後の半日コースとし
　開催します｡また、'17年より最優秀発表
　サー クルに地区長賞設定。
 （参加費　2,800円/人）

行    事    名 開催日

１２月２７日（火）

大豊工業（株）

大府市
愛三文化会館

(大府市勤労文化会館)

〔選抜大会〕
・事務・販売・サービス
〔含む医療・福祉〕部門
　運営事例発表(6)件

〔ステップアップ大会〕
・体験談発表(18)件
・講演

・この大会は、事務・販売・サービス〔含む
　医療・福祉〕部門の選抜大会と改善事例
　大会の同時開催する大会です。
・選抜大会の運営事例や製造部門と事務・
　販売・サービス部門のサークル改善事例
　の聴講を通じて活動の質的向上・活性化
　に役立ちます。   （参加費　5,500円/人）
・ステップアップ大会は、東海支部ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ
　大会選考対象です。

　（第6393回）

　ＱＣサークル
　職場改善飛躍成果発表大会

１０月６日（木）

（株）ジェイテクト

大府市
愛三文化会館

(大府市勤労文化会館)
※オンデマンド配信有り

開催担当会社
会場

プログラム こんな大会（予定）です

  （第6379回）

  ＱＣサークル
  　本部長賞支部選抜大会

  （第6433回）

  ＱＣサークル
  　総合・交流大会

１日目交流会
２０２３年

２月１４日（火） 日本特殊陶業(株)

大府市
愛三文化会館

 〔１日目〕
・交流の場(ｵﾝﾗｲﾝ開催)

 〔２日目〕
・体験談発表（55）件
・事務・販売・ｻｰﾋﾞｽ
 〔含む医療・福祉〕部門
  支部選抜大会
・講演

・１日目は午後からオンラインでライブ交流
　会を開催します。職種毎のミニ講座を踏ま
　えた各社の取り組み映像を配信し、ライブで
　交流できる機会です。
・２日目は６月に開催される事・販・サ部門の
　全日本選抜大会東海支部代表を選ぶ大会
　のほか、各職種の改善事例、推進事例も
　数多く発表され、自社のＱＣサークル活動の
　「質の向上」に役立たせることができます。
 （参加費：5,500円/人　ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 3,500円/人）

２日目発表大会
２０２３年

２月１５日（水）

  （第6389回）

  ＱＣサークル
  　チャンピオン大会

９月１４日（水）
オンデマンド配信
9月14日(水)～10

月31日(月)

(株)豊田自動織機

大府市
愛三文化会館

・体験談発表（20）件
　・製造関係（１0）件
　・事務・販売・サービス
　　〔含む医療・福祉〕
　　関係（10）件

　

・4地区の代表発表
 (愛知、岐阜、三重、静岡）

・東海支部の４地区から選び抜かれた代表
　優秀改善事例の東海支部チャンピオンを
　決定します。
・各地区トップレベルの製造部門、事務・販
　売・サービス部門、医療・福祉部門の改善
　事例の聴講を通じて、今後のQCサークル
　活動や業務に大変参考になる大会です。
 （参加費：5,500円/人　ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 3,500円/人）

７月１４日（木）

(株)デンソー

大府市
愛三文化会館

・運営事例発表(14)件

・4地区の代表発表
 (愛知、岐阜、三重、静岡）

・本大会は「全日本選抜ＱＣサークル大会」
　（11月）に出場する東海支部の代表を選ぶ
　大会です。
・幾多の優れた活動の歴史を持つサークル
　が発表します。 これらの優秀体験事例を
　学ぶことにより、多くのノウハウを自サー
　クルで活用できます。
 （参加費：5,500円/人　ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 3,500円/人）

　（第6423回）

　事務・販売・サービス
　【含む医療・福祉】部門
  本部長賞地区選抜大会
　ステップアップ大会

オンデマンド配信のみに変更

開催済

開催済

開催済

開催済

オンデマンド配信のみに変更



［研修会･交流会］　

［懇談会］　

・ＱＣサークル活動に対する理解を、更に深め
　自己革新を図り、推進者 ･支援者・推進事務
　局として、それぞれの立場や環境からＱＣ
　サークル活動への関り方はどうあるべきか
　その考え方を具体的に模索し、進むべき
　方向を見出すと共に、交流を通じてヒューマン
　ネットワークづくりを目指します。
　（参加費　25,000円/人　程度を予定）

中部国際空港
旅客サービス(株)

大府市
愛三文化会館

(大府市勤労文化会館)

･講話
･グループ研修
･グループ研修
 結果の発表と講評
・なんでも相談会

・入門コース：新規導入会社、新入社員等を対象
・初級コース：サ－クルリーダー･メンバーを対象
・部門：事務･販売･サービス部門、製造間接部門
・内容：ＱＣサークル活動の基本と役割について
　の講話及びGD・体験学習を通して、日頃の
　活動の悩みや問題点について、情報交換や
　相互研鑽を行います。
・研修は、入門・役割認識・問題解決・課題達成
　コースに分かれ実施し、体験学習を通じ
　て参加者のスキルアップを行います。
 （参加費　5,500円/人）

７月２２日(金）

　ＱＣサークル
　　推進者・支援者・
　　推進事務局研修会
　　　〔宿泊２日間研修〕

フタバ産業(株)

刈谷市
刈谷市産業振興センター

･講話
･グループ研修
･グループ研修
 結果の発表と講評
・なんでも相談会

　ＱＣサークル
　　リーダー研修会（中級）
　　〔宿泊２日間研修〕

・中級リーダーを対象に、他企業との交流を
　実施することにより、活性化のノウハウを
　学ぶとともに、リーダーの悩み等について、
　意見交換をする場です。
・研修は、役割認識・問題解決・課題達成・
　ＱＣ手法活用の４つのコースに分かれ実
　施し、体験学習を通じて参加者のスキル
　アップを行います。
 （参加費　23,000円/人）

９月２１日(水）

１１月８日(火）

１１月９日(水）

愛知製鋼(株)

大府市
愛三文化会館

(大府市勤労文化会館)

添付資料①
２０２２年度  ＱＣサークル研修会･懇談会  行事計画

行    事    名 開催日
開催担当会社

会場
プログラム こんな企画（予定）です

最終更新日：2022年9月6日

･講話
･グループ研修
･グループ研修
 結果の発表と講評
・なんでも相談会

・ＱＣサークルのリーダー経験が浅い１年目
　２年目のリーダーや次期リーダーを対象に
　“ＱＣサークル活動の基本”　と “リーダーの
　役割” についての講話ならびに体験学習を
　通じて、リーダーシップの育成とＱＣ手法を
　習得する場です。
・研修は、役割認識・問題解決コースに分かれ
　実施し、体験学習を通じて参加者のスキル
　アップを行います。
 （参加費　5,500円/人）

４月２１日(木）

　ＱＣサークル
　　事務・販売・サービス
　　入門・初級研修会
　　　　　（製造部門可）
　　〔１日研修を２回開催〕

７月２１日(木）

　ＱＣサークル
　　リーダー研修会（初級）

　　〔１日研修を２回開催〕

４月２０日(水）

９月２０日(火）

プログラム こんな企画（予定）です

　ＱＣサークル
　　企業代表者懇談会

７月２７日(水）

小島プレス工業(株)

豊田市
名鉄トヨタホテル

･特別講演
･ＱＣサークル活動
　活性化 のための
　意見交換会
･ＱＣサークル
  愛知 地区活動
  状況報告
･懇談会

・ＱＣサークル愛知地区の幹事会社ならびに
　行事にご参加いただいている企業・団体の
　トップの方々に、QCサークル愛知の活動の
　説明とディスカッションを通して、ご理解と
　ご支援をいただき、地区活動の裾野を更に
　広めるためのアピールの機会とする。

行    事    名

(株)デンソー

岡崎市
愛知県青年の家

･講話
･グループ研修
･グループ研修
 結果の発表と講評
・なんでも相談会

開催担当会社
会場

開催日

注１） 各開催行事日程・会場につきましては、変更になりうる場合もありますので、開催前に配送･配信されます
行事案内･パンフレット等でご確認願います。

注2） 会場アクセス案内
・愛三文化会館（大府市勤労文化会館）：JR東海道線｢共和駅｣下車、徒歩15分
・産業振興センター：JR刈谷駅（北口）・名鉄刈谷駅（北口）から徒歩3分
・愛知県青年の家：名鉄本線｢美合駅｣下車、徒歩12分

注3) 行事内容の紹介のため、行事紹介キャンペーンを開催予定です。初めての方はご活用ください。
・第26回：2022年/12月開催予定（小島プレス工業㈱） 参加無料。

注4) また、タイムリーな情報提供をさせていただくために、
無料の会員窓口登録制度を開始しました。
下記、ホームページの入会案内からご登録をお勧めします。

各種情報はＱＣサークル東海支部愛知地区のホームページでご覧になれます。
◇「QCサークル愛知地区」で検索 https://qc-members.jp/tokai/aichi

検索QCサークル愛知地区

ＱＣサークル東海支部
愛知地区ホームページ
ＱＲコード

中止

開催済

９月２２日WEB開催に変更


