小川 豊美さん
三基商事代理店
①ベトナム研修
②組織拡大
③魅力的な私、
知的な私、強い私
魅力的なひとに人は集まります。内面の
目標設定はとても大切です。
多良 貴志氏
㈱保険相談ＦＰセンター
①年収 1000 万
②１０ｋｍ36 分で走る
③お礼を忘れない
新しい環境にも慣れ、これからが本番で
すね！イクメンも同時進行で。。。
前田 和子さん
三基商事代理店
①ビオドラガ賞にのる
②8000 ｾｯﾄにのる
③笑顔、プラス思考
いつも素敵な笑顔です！

光岡 眞里社長
㈱サムライト
①ライセンス先の拡大
②脳若アプリを多くの
人にダウンロードし
て頂く
③体幹を鍛える
「脳若トレーニング」
絶賛販売中！
出版おめでとうござい
ます。これからの時代、
光岡さんの役割は大きい
です。応援しています。

安部田 ゆき子店長
㈱ニューアベタ
①３０％店内在庫削減、
店内の整理整頓
②神田紅の講談を聴く
③店休日にきちんと休む
35 年の歴史は、心からお客様を大切にされ
る姿勢、熱心なファン創りの賜物ですね。

俵 純子代表
社員教育接遇マナー研究所
①海外釜山での韓民人新入社員研修の
成功と新規顧客の年間計画達成。
②講演・研修の目的（お役立ち・あり
がとう）の達成。
③家族を大切に、人を大切にできる人間力向上。
仕事も拡大、家族も増え、公私共に楽しみ倍増ですね♪
柴田 拓典氏
からだ環境総研㈱
①社員と互いに目標を
共有し、モティベー
ト出来る習慣を作る。
社内をイキイキ明るく。
②新規獲得を前年比 200％達成。
③自身の気持ちと発想の方向性の
コントロール技術を身に着ける。
社長の心強い片腕に成長されています
ね。期待しています！

サーカスの像と制限

石原 由佳さん
㈱福一不動産
①常に笑顔で前向き！
成功イメージを持ち
続ける。
②売上目標を達成し続け、
会社に貢献する。
③宅建士試験に合格し、視野を広げる。
合格を楽しみにしています。

浅川 純哉社長
㈱浅川家具
①天職を通し使命の
実践をする。
②家族との時間と
笑顔を沢山つくる。
③心身の健康のため７５ｋｇへ
ダイエット。
スリムになった姿を期待しています。

①ＳＭＩ顧客満足度世界一の成功環境創り
②経営幹部として社長のサポートと自己成長
③健康管理（免疫力ＵＰの料理と運動） 川上かずよ

内田 弘代表
㈱ベストアメニティグループ
①雑穀米を中心とした
商品群の開発強化、
新事業の挑戦
②組織の生産性向上強化…生産性向
上カンパニー２０１８年スタート
③九州の農業・漁業の商品の付加価値
創造
三潴発九州のリーディングカンパニー
として益々楽しみです！

綾戸 一由代表理事
一般社団法人
ふるさと創生の会
①健康！（入院歴０を
維持する）
②日々精進（毎日コツコツ努力）
③世の中で陽の当たらない地域、
人々に陽を当てる生き方をする）
経験と人脈を社会の為に役立て、常に謙
虚に学ぶ姿勢はお慕い申しております。

中村優子代表
行政書士・社労士
中村優子法務事務所
①有能な人財の採用！
②同じビル内で今の
事務所の 3 倍広いところに移る。
③結婚して家庭と仕事を両立させ、本
当の意味で「キャリアウーマン」
になる。
新たなスタート、ワクワク・ドキドキの
年ですね。

江頭 康夫社長
(有)筑後家徳兵衛
①徳のあるトップ
リーダーの育成
②経営理念を中心
とした経営体制
③人財育成を強化し、新たな店舗
展開に挑戦！ＳＭＩ万歳！
これから更なる店舗展開、益々人財育成
の強化ですね。

山下 良太郎社長
(有)山下商店
①健康生活（ﾌｧｽﾃｨﾝｸﾞ）
一日一万歩歩く
体調を万全にして
楽しく仕事をする！
②70 歳迄元気で働く。ｱﾒﾘｶ旅行
③本店売上維持、利益拡大対策。
2 年後支店出店準備。金・人・物
への投資と回収。
仕事もプライベートも楽しく人生謳歌、
さすがトータルパースンの実践者！
中野 民子社長
㈱ラシュール
①新入社員 2 名採用し、
育成する。
②人前で話す訓練を積む。
③他業種の多くの人と接点を持つ。
中野社長の素直さと実行力で目標達成
楽しみにしています。

象は、1 トンもある積み荷を、鼻で楽々と持ち上げることができます。
ところで、サーカスを見に行った時に、あの巨大な動物が小さな木の杭につながれて、静かに立っているの
を、ご覧になったことがあるでしよう。
まだ幼く力もなかった頃から、象は、ビクともしない鉄の杭に、重い鎖でつながれ通しなのです。どんな に、
力を入れてひっぱっても、象は、鎖を断ち切ること も、杭を動かすことも絶対にできません。そのうちに、
身体が大きくなり、力が強くなっても、かたわらの地 面に杭がある限り、どうしようもないと信じ込んで
し まうのです。 多くの教養ある人々も、このサーカスの象と同じで す。人々はさまざまな思考や行動や
結果に妨げられているのです。自分で自分に課した制限から、決して 踏み外そうとはしません。 このよう
なことが、あなたの人生に起きているなら ば…今すぐ決心して下さい。あなたを縛りつけている杭を根こ
そぎ引き抜くことです。あなたを妨害している習慣という鎖を断ち切って下さい。

①ホームページのブログを書くこと
②元気いっぱい、お腹いっぱい、
お散歩いっぱい
ニコ課長

吉村 泰美先生
吉村泰美社会保険
労務士事務所
①事務所の移転
②年商 2 倍
③毎日 1 万ぽ歩く。暴飲暴食（飲酒
減）をやめる。朝型にする。
昨年末からＳＭＩ実践倶楽部へ参加さ
れ、朝型への実行力素晴しいです！

赤峰 美則社長
福岡コミュニケーションセンター
①人生のピークを 70 過
ぎに変更。そのための
準備の年にする。
②若手スタッフが中心となって学校創り
③竹田陽一先生、静子夫人の絵を完成
まるで写真のような鉛筆画は、趣味ではな
くプロの域です！
阿部 宗明社長
㈱阿部情報技術研究所
①お金持ちになるぞ！
②家族サービス
③凡事徹底、堅忍不抜、
言行一致
素直な心の叫び…ですね！！

坂島 雅樹代表
気功＆ボディケア ファンソン
①地域密着型の戦略で地域の方の
コミュニティ―の場を提供する。
②ポスティング、紹介で毎月 20 名
の新規客を作る。
③健康気功をマスターしてインストラクタ
ー資格を取る。
今年は躍進の年となりそうですね！

あなたが心に描いている人間、なるべき人間になって下さい。
轟 政章社長
㈱リティア｡プラス
①レストラン「カフェ・ド・
リリアーナ」の新顧客
創造とおもてなし度ＵＰ
②生産性向上、人財育成の強化
③リフォームの販売強化、地域オンリ
ーワンの基盤づくり
益々おしどり経営で夢の実現楽しみです。

矢頭 美世子会長
㈱やずや
①今年こそダイエット⁉
②やずやグループの
更なる成長
③魅力的な女性経営者の育成
ﾀﾞｲｴｯﾄ？今の矢頭会長が魅力的です♪

塚越 茂支配人
スポーツクラブＮＡＳ㈱
①組織のリーダーとしての
自己成長
②クラブ会員 3000 名
③スクール会員 1000 名
を達成する為に組織強化と満足度ＵＰ
ﾘｰﾀﾞｰである塚越さんの熱き思いが
組織を変えます。期待しています！

園田 正一郎社長
㈱ラクパ
①ニュースレターの顧客倍増
②新サービスの開発
③毎日 7,000 歩あるく
園田社長のコツコツ地道な努力で
ニュースレターを作る会社が増えていますね。
牛島 正子さん
三基商事代理店
①ビオドラガ日本一！
すべての賞を上位で
とる！！
②エクセンド 45 名以上オーストラリ
ア 20 名以上で参加。
③代理店あげて次のグループを育てる。
牛島さんグループのパワフルさは、女性元
気で日本の未来も明るい！と思わせてく
れます。

①ＳＭＩ具現者・・トータルパースン（全人格者）な魅力的リーダーシップと共に最強のモティベーター
②ＳＭＩ交流会、社長塾等の内容充実と発展、世界で成果を出している生産性向上プログラムの販売強化
③家族サービス（家族とのコミュニケーション・旅行）
上射場 敏夫 ㈱サクセスパワー福岡

