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輝く未来へ！
人を生かし人が育つ経営の実践 !!

〜夢と誇りを持って〜
　社員の能力を十二分に引き出し、企業が社員とともに成長し、
働くことにやりがいを感じ、企業や仕事に誇りを持てる企業づ
くりを進めましょう。
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地区会対抗！第４回ボウリング大会開催！
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■委員会だより：活性化委員会

地区会対抗！中支部ボウリング大会開催！
「自分の地区のボタンをタップしてください」

　受付で突き出されたのは手のひらよりちょっぴり大
きなタブレット端末。
　今回の中支部レクリエーションであるボウリング大
会では、チーム編成を決める「くじ引きアプリ」が用
意されていました。中⑨三上さんがこの日の為に作ら
れたものだそうです。
　会場内に入ると、プロジェクターで今回のボウリン
グのルールが投影され、早く到着した人達に暇を感じ
させない工夫まで施されていました。

「出ても最高得点１３０点台が限界だよね」
　これが僕らのチームで最初の会話。３人が１フレー
ムごと交代しながら投球するチーム戦なので、個人の
力の差が出にくい形になっていた為です。しかしなが
ら、人間の力とはすごいもので、雰囲気が上がってく
ると一気に全員が引き締まり、１７５点を弾き出すこ
とに成功。普段１人でプレイしてもまず出すことがな
い数字が出てしまいました。トータル６ゲームの総合
得点を競う形ですので総合順位１位は無くとも、１
ゲームでの最高得点では１位を確信しました。

懇親会＠ビアローゼン
　ボウリングの後は２５年以上前からあるお店『ビア
ローゼン』（同友会東支部の福田さんのお店）に移動。
久々の運動の後の食べ放題でしたので、猛烈な勢いで
しゃぶしゃぶを胃袋に詰め込み、短時間でおなかいっ
ぱい。「もう食べられない」と言いながらも追い討ち
の肉をつまんでいると、お待ちかね「ボウリング結果
発表」が始まりました。

結果発表～！
　各地区３チームずつ編成し、全部で１２チームあり
ました。地区の勝敗は総得点ではなく、ボックス対抗

での勝ち数で競われました。優勝は２年連続の中⑨で
した。
　チームの部では、中②Ｃチーム（塩梅、中岡、田中）
が８３０点で優勝。ハンディキャップが無いにも関わ
らず女性だらけの中③④Ｃチーム（青木・平原・高橋佳）
も３位に入るというとても面白い結果になりました。
僕たちのチームは最高得点に自信があったので、「１
ゲームでの最高得点も発表しようね♪」と司会者に耳
打ちしておいたのですが、なんと、チーム順位２位の
中⑨Ａチーム（重原・杉原・横山）が更に上をいく
１７６点を出していたとのこと ･･･。

チーム力、恐るべし。
　最高得点、出ても１３０台という予想に反し、多く
のチームが個人の力を超える以上の高得点をばんばん
出し、これまでに無い盛り上がりを見せたボーリング
大会になりました。地区会を越えての会員同士懇親の
為のレクリエーションではありましたが、ここに会社
や経営の中にある「チーム」の力とはどういうものな
のかを垣間見ることができたような気がします。

文：㈱ TomTak 毛利 武雄
　

［ビアローゼンの URL］ http://www.fukuda-global.
com/bierrosen.htm

［ビアローゼンの QR］

［動画の URL］ https://youtu.be/ZadRipLEs4Y
［動画の QR］

［YouTube 検索］　　　　　　　☟
　中支部第４回ボウリング　　検索
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富士興産㈱　取締役副社長　藤澤正治　氏（中①）
　今回は富士興産株式会社をご
紹介致します。取締役副社長 藤
澤正治さんにお話を伺いました。
　まず事業内容について。日本
製紙株式会社の協力会社として
製紙の際に出る汚泥の処理や加

工をされていて、同社が製造したステビア甘味料（ス
テビア原葉に含まれている甘味成分を抽出・精製した
天然甘味料で、甘さは砂糖の２００倍）の取扱代理店
もされています。
　また、玄関マットやモップのレンタルオーダーメイ
ドマットの製作をしている『フジクリーン』やキャン
プ場『プレイパーク蛇喰』の経営、不動産賃貸業もさ
れています。
　次にアピールしたいことを伺ってみると「玄関マッ
トは経費削減の対象にされがちですが、会社に入ると
き最初に目にするものなので自社のアピールをするも
のとして利用していただきたい」とのことでした。オ
リジナルマットの製作もされているので興味のある方
は藤澤さんにお問い合わせください。ちなみに、キャッ

会員紹介コーナー　

チフレーズは “ あなたの街とあしたをキレイに ” だそ
うです。
　さらに「これからキャンプのシーズンです。広島県
の天然記念物である「蛇喰磐」の川辺にある『プレイ
パーク蛇喰』に是非お越しください。手ぶらでお越し
いただいてバーベキューをすることもできます」との
ことでした。詳しくはホームページをご覧ください。
　同友会に関しては、これからできるだけ例会などに
参加し、知り合いを誘って仲間を増やしたいとのこと
でした。
　取材をして藤澤さんの誠実さが伝わってきました。
これからの益々のご活躍が楽しみです。

文：土地家屋調査士六箱事務所　六箱将隆
富士興産株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　
広島県大竹市新町二丁目１３番８号　　　　　　　
TEL：0827-52-5111
FAX：0827-52-5113　　　　　　　　　　　
Mail：fujikosan@abeam.ocn.ne.jp　　　　　　　
　プレイパーク蛇喰
URL：www.fuji-kosan.co.jp/playpark

　㈲繁本組の向田 篤史さん
は、４年前に神奈川県平塚市
から帰広し入社されました。
創業者は祖父、現社長が父、
向田さんは三代目となる後継
者です。
　㈲繁本組は、本社は安佐南
区にありますが、安佐北区に

ある大手鋳物メーカーの受注を専門に受け、同社工場
内で工作機械部品やエンジンの仕上・塗装工程等を請
け負っています。
　同友会の魅力をお聞きすると、「いろいろな人の意
見が聞ける。特に青年部では年の近い、同じ悩みを持
つ人に相談できるのが嬉しい」と熱意溢れる向田さん
ですが、現社長が寡黙なタイプであまり話してくれな
いのが悩みだそうで「社長ともっと経営のこと、これ
からの会社のことを深く話したい！」と社長への熱い
ラブコールをいただきました。
　創業者である初代は現場バリバリの職人タイプ、現
社長は個人プレイの多かった現場に班体制を作り組織

化したそうです。「自分の代で何をやっていきたいで
すか」との質問に、「目標は、業種は何でもいいので、
別の事業の柱を見つけること。憧れは『自社工場』を
持つことです。」そのために同友会で色々な方の意見
を聞いて、自社にどう活かせるか、日々勉強中だそう
です。

文：広島開業会社設立相談所　山田希恵

有限会社繁本組
　広島市安佐南区大町東 3-26-14-7
　　TEL：082-877-0857

㈲繁本組　向田篤史　氏（中②）
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恒例のビアパーティー例会
　7 月 21 日 ( 金 )　19 時 00 分よりビアローゼンにて
7 月例会を開催いたしました。参加者数 11 名、他地
区会、オブザーバーさんの参加は有りませんでした。
　7 月例会は中①恒例のビアパーティー例会です。今
年は狙い通り個室の予約が取れて一安心。空調の聞い
た静かな部屋で豪華な食事と美味しいビールを楽しみ
ながらの仲間との語らいは時を忘れさせてくれます。
　本来なら経営の匂いのする話をすべきところでしょ
うが、仕事の話も有りつつ、趣味の話などで楽しい時
間を過ごすことが出来ました。
　たまたまなのでしょうが、他の予定をお持ちの会員
さんも居られて思ったほど参加者が伸びませんでし
た。

文：㈱三田電子　三田善博

　今回の報告者は流川でウイスキーバーを経営する、

株式会社 Little.m 代表取締役 谷本 美香氏でした。20

代前半で、右も左もわからないままバーを創業し数々

の困難に直面し乗り越えてきた体験を赤裸々に発表

していただきました。社外重役形式で、「あなたなら

どうやって BAR 業界のイメージを変えていきます

か！？」という討論テーマで白熱したディスカッショ

ンと異業種ならではのアドバイスがあり、ビアホール

での懇親会も楽しく盛り上がりました。

　飲食業でも、人材育成の仕組みづくりを体系化しき

ちんと実践されているところに参加者全員が感銘を受

けた良い例会でした。

文：㈱エコリューション　塩梅泰弘

中①地区会　地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　       　開催日：2017 年 7 月 21 日

中②地区会　地区例会報告   　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　   開催日：2017 年 7 月 25 日

ゼロから始めて創業 11 年♥女性 BAR 経営者が考える人材育成とビジョン
～男性社会で逆境を乗り越える為に～

報告者：㈱ Little.m　代表取締役　谷本美香　氏
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『電話屋』から 『超高付加価値通信業』への進化
～高齢化社会だからこその可能性を求めて～

アイテレコムサービス㈱　代表取締役　増西伸治　氏（中③④）
である東京で今後も挑戦し続けることをご報告されま
した。
　グループ討論では、参加者 35 名で、6 テーブルに
分かれて討論を行いました。討論テーマ「ターゲット
を高齢者へ向けてみた場合、自社ではどのような経営
戦略ができるか？」を話し合いました。それぞれの業
界からみた視点でさまざまな意見やアイデアをグルー
プ発表頂きました。一般住宅・賃貸マンション向けの
介護システムや介護になる前に健康維持できるような
商品など、活発な意見交換や斬新なアイデアなど盛ん
に討論が行われ、どのテーブルも非常に活気あふれた
様子でした。

文：㈱千歳屋商店　津村美智子

　アイテレコムサービス株式会社 代表取締役 増西伸
治さんにご報告頂きました。
　ビジネスフォンやインターネットの環境整備の工事
を本業に、これまで一般企業を対象に営業してきまし
たが、介護保険制度をきっかけに営業先を介護業界へ
広げられました。
　消防法の改正や介護保険制度の政策により、当時は
まだ売上げのシェアが小さかった介護機器に着目し
て、中四国圏内約 130 社の介護福祉施設へ営業を行
われました。当時は 130 社中 10 社程度の契約だった
そうです。この時の営業によって、契約には至らなかっ
た介護事業所ともつながりができ、現場の状況も知る
ことができたそうです。そこで、改めて断られた企業
へも再度別の商品を営業しながら、営業努力を重ねら
れました。現在では、介護分野の売上げは本業と並ぶ
程となり、中四国での手ごたえを得て、3 年前から東
京の介護福祉施設へも営業を行っています。東京市場
ではまだ実績は少ないけれど、国内で最も大きな市場

　梅雨明け発表のあった７月１９
日、中③④地区会の㈲カトー企画
　代表取締役　加藤博生 氏を報告
者に迎え、「コインビジネス、コイ
ンパークの次の戦略～経営理念に

ビジネスチャンスは必ずある～」と題して体験報告を
して頂きました。
　加藤氏の報告で、経営理念の中に、所有者の財産を
守る、お客様のニーズに応えるという言葉をもとに自
利利他の精神が念頭にありました。事業の主軸であっ
た不動産の仲介事業から現在のコインパーク、コイン
ランドリーの運営に変化させていく経緯として、人と
の出会いや法改正、災害などの外的要因、時代の流れ
による生活の変化を事業のチャンスとして敏感にとら
え実行に移す度胸を目の当たりにするものでした。ま
た、具体的な営業手法や交渉術についても触れておら
れ、参考になった方も多くいるのではないかと思いま
す。

中③④地区会　地区例会報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　    開催日：2017 年 7 月 20 日

中⑨地区会　地区例会報告　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　   開催日：2017 年 7 月 19 日               

　会社の成長・繁栄のために日々アンテナを張って情
報収集をする事は、経営者としての責務だと思います
が、ビジネスチャンスとして掴んでいく為の経営理念
について、その必要性を一歩踏み込んでグループ討論
出来たのではないかと思います。
　例会には普段お越しではなかった方の参加や、他地
区会からオブザーバーの方も多く参加いただき、とて
も活気溢れる会となりました。皆様、ありがとうござ
いました。

文：㈱こころ不動産　神田晋一郎

コインビジネス、コインパークの次の戦略
～経営理念にビジネスチャンスは必ずある～

㈲カトー企画　代表取締役　加藤博生　氏（中③④）
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女性部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　　   開催日：2017 年 7 月 19 日

青年部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   　開催日：2017 年 7 月 27 日

　今回の７月例会は、近年日本でも幅広い年代層に注
目され受け入れられている NLP（神経言語プログラ
ミング）のトレーナーの㈱グロウアップ代表取締役　
西前好朗　氏をお招きしました。
　心理学の観点から日常生活に欠かせない「コミュニ
ケーション」の存在を改めて考えさせられた 80 分で
した。
　今まで「コミュニケーション」と言えば対相手との
交渉といった認識しかなかったのですが、対自身とも
行っているということを学びました。
　コミュニケーションの質を上げることにより新たな
気付きを発見し新たな選択肢、幾通りもの思考を導く
可能性を引き出すということです。
　また、自分自身、会社においては対社員、対お客様
とのコミュニケーションの場を作ることによって「可
能性」を実現させる手掛かりへ繋げるということです。
準備された講座のテキストに「優先度」のテストがあ
り、そこから自分のタイプが「視覚型」か「聴覚型」
か「体感覚型」か、或いは「内部対話型」が分かり興

　中支部青年部 7 月例会はテーマ「あなたは何のた
めに仕事をしてますか？」と題し、㈱タイ・アンド・
ギーの板坂氏を招いて行いました。
　青年部には後継者に創業者、そして組織に所属して
いる士業と様々な立ち位置の会員が混在しておりま
す。そんなメンバーに対し、今の仕事のやりがいや目
的を明確にしてもらうため、なぜ今の仕事に携わり、
何のために仕事をしているのか、自分自身と向き合う
例会として企画しました。
　講師の板坂氏からは、想いや使命、ビジョンの重

要性を約 1
時間に渡り
ミッチリと
指導して頂
きました。

『想いがな
いとビジネ
スは絶対に

成功することはできない。想いがないとその後の行動
やアクションは 100% 上手くまわらない』。そう断言
した板坂氏の持論は、これから長い経営者人生を送る
青年部会員の心に響きました。また、講義中には仕事
の好きレベルを診断するテストということで、『収入
面や将来性、満足度や実は他にやりたいことがある』
といった自分の仕事に対して深堀するワークも実施。
ワークで点数化されたデータを元にグループ討論が行
われて、会員同士で熱い議論が交わされました。
　例会とセットで行った懇親会も多数集まり、経営者
としての話だけでなく、長く同友会活動に貢献してき
た板坂氏の話を聞くこともでき、中支部青年部にとっ
て刺激のある濃い時間を過ごすことができました。こ
の度、快く講師を引き受けて頂きました板坂社長、本
当にありがとうございました。そして、他支部青年部
会員、本会からのオブザーバーの皆様を含め、多くの
方に参加頂き、ありがとうございました。

文：㈱ナカオカ　中岡英也

味深い内容でした。
　この事から相手に対してどんなタイプの人間なの
か、相手の立場に寄り添い言葉と態度でタイプを見極
め大切なものを引き出す事が重要だそうです。

　①相手の心を開き答える準備を整える
　②相手を知る
　③相手の本音を引き出す…

　この３点に着目し、得たい結果を得るまでの過程を
想像し、相手の個性を活用して会話を進める事がポイ
ントだそうです。
　今回この報告書を担当するにあたり資料を読み返す
事で「言葉」とは凄い力をもっているということと、
更に「コミュニケーション」への認識を新たにした深
い学びが得られたことに感謝します。

文：㈱エヌ・スタイル　流田尚子

あなたは何のために仕事をしてますか？
～今の仕事は好きでやってますか？それとも仕方なくやってますか？～

報告者：㈱タイ・アンド・ギー　代表取締役　板坂 裕治郎　氏

関係を築いて本音を引き出すコミュニケーションづくり　学んで実践 !!
講師：㈱グロウアップ　代表取締役　西前好朗　氏
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ほっと一息
えぇねぇ ・ ・ ・

読　　書
　㈲グローバルエージェンシー　黒川章治　氏（中①）

　幼少時は公園で野球ばかりしている子どもで、本を
読んだ記憶のない私が現在、月一冊のペースでハード
カバーの小説を読破しております。その中で是非、皆
様にも読んでいただきたい本が百田尚樹著の「影法
師」。
　時代小説で時は江戸時代。文武両道天才肌の彦四郎
と、彼にずっと憧れて目標としていた勘一。ともに成
長していくと誓った少年二人でしたが、何かをきっか
けに歯車が狂い、年老いた勘一は国を支配し、彦四郎
は廃人となってしまいます。
　勘一の成功の陰にはいつも彦四郎がいました。男の
友情物語です。真相が明らかになる終盤は嗚咽もので
す。ジムでランニングマシンを漕ぎながら人目を気に
しつつ号泣しながら読んでいました。
　秋の夜長はもう少し先ですがクーラーの効いた部屋
で是非読んでみて下さい。
　男性必読です。絶対に！

文：㈲グローバルエージェンシー　黒川章治

第２回広島中支部理事会　報告
＜入退会の承認＞
　■入会２名    

　　中②　㈲シンワ技術　取締役営業総務部長　勘田泰邦　氏　推薦者：泉　昌司

　　中⑨　Noppo　代表　空　明里　氏　推薦者：渡邊祐司

　■退会３名    

　　中①　岡野機工㈱　代表取締役社長　岡野久恒　氏　推薦者：原田修治

　　中③④　メディアオフィスＭ　代表　山本真紗子　氏　推薦者：小田友里香

　　中③④　㈱タカタ　副社長　高田泰典　氏 

　　　※これにより会員数は 397 名となります。

[URL]　https://goo.gl/44oa2d

[QR コード ]

会費改定のお知らせ
　日頃より当会の活動に対しまして特段のご理解とご

協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

　さて、去る 5 月 18 日に開催されました第 45 回定

時総会におきまして、26 年間にわたり据え置いて参

りました会費を、本年 10 月より月額 6,000 円とする

規約の改定が決議されました。会創立以来､ 当会は行

政等の財政的支援は受けず、中小企業家による中小企

業家のための任意団体として、自主・民主・連帯の精

神を大切にしてきた会です。

　経営環境が厳しい折、会員の皆様にはご負担をおか

けすることになりますが、さらなる会員と会の発展に

力を入れて参ります。何卒ご理解を賜りますよう宜し

くお願い申し上げます。

 広島県中小企業家同友会　代表理事

粟屋 充博　立石 克昭　勝矢 珠容子

※ご不明な点がございましたら同友会事務局までお問

　い合わせ下さい。℡ 082-241-6006
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性部役員会：６月 5 日（月）18:30 ～　事務局 青年部役員会：６月 1 日（木）19:00 ～　事務局女

2017 年 9 月　各地区会行事のご案内

報告者：古川ガラス建材　代表　古川次一　氏
日時：9 月 15 日（金）18:30 ～
会場：同友会事務局
会費：無料
　経営者の最優先目標（本当は何をしたいのか？）発見又は再
確認できる例会にする。
　グループ討論によって、経営計画を作成するきっかけになる
例会にする。

【中①地区会】
個人経営者が

経営計画を作成してどうなったか？
報告者：㈲ＳＴコンサル　高山誠司　氏
日時：9 月 21 日（木）18:30 ～
会場：同友会事務局
会費：無料
　ほとんどの方が将来の年金不足を心配されています。しかし
ながら国は国民に自助努力を訴えています。金融庁レポートか
ら読み取った効率的な運用方法をお伝えします。
※皆さんにプランを組んで貰いますので、電卓の持参をお願い
します。

中②役員会：9 月 12 日（火）19:00 ～　事務局

【中②地区会】
マイナス金利時代に 3000 万円を貯める方法！
～個人でも法人でも出来る効率的な資産形成～

中③④役員会：9 月 1 日（金）18:30 ～　事務局

【中③④地区会】
こんな会社にしたい！という思いを、経営指針にしてみました
～明治２年創業の呉服店の次期社長が考える我が社の理想像～

日時：9 月 10 日（日）9:00 ～
会場：かなぎウエスタンパーク、他
会費：6,000 円
　会員同士のみならず、家族の方とも親睦をはかり、同友会活
動を理解してもらい、活性化につなげます。

中⑨役員会：9 月 6 日（水）18:30 ～　事務局

【中⑨地区会】
中⑨恒例　家族例会！

～ブドウ狩り＆バーベキュー＆乗馬体験～

報告者：KIGURUMI.BIZ ㈱
代表取締役　加納ひろみ　氏

日時：9 月 7 日（木）16:00 ～ 18:30
会場：ひと・まちプラザ
会費：1,000 円
年間 200 体の着ぐるみを製作する会社の代表。全国の着ぐるみを手がけ、販路
は海外へも拡大中。
社員のすべてが女性。大半が既婚者で「お母さん」。そうした特性を活かし女性
ならではのヒラメキや気づかい、細やかさが随所にほどこされた見る人も着る人
も幸せになれる、愛される商品を開発製作。

【女性部】（オープン例会）
経営の処方箋

～自社が抱えている課題に効く薬が見つかります～

報告者：㈲西研　製造部課長　内藤　毅　氏
日時：9 月 28 日（木）19:00
会場：同友会事務局
会費：無料
　３S 活動は、整理・整頓・清掃の頭文字を取ったもので、一
般的には工場などで使われるイメージがありますしかし、西研
さんに見学に行かせてもらい、常識が変わった！３Ｓ活動とは、
単にきれいにするだけではない。また、どんな職種にも応用で
きるすごいモノだった！

【青年部】
３S 活動で業務改善！

～キレイにするだけが３S 活動じゃない！～

中①役員会：9 月 5 日（火）12:30 ～　一味

女性部幹事会：9 月 4 日（月）18:30 ～　事務局 青年部役員会：9 月 7 日（木）18:30 ～　事務局

報告者：㈱髙橋呉服店　髙橋信善　氏　
日時：9 月 20 日（水）18:30 ～
会場：同友会事務局
会費：無料
　報告者は、明治２年創業と長い社歴を誇る呉服店の代表者の長男
さんです。呉服に関わる仕事は多々ありますが、報告者がこうあり
たいと願う「呉服太物商」の姿、それを実現するための工夫と父で
ある現代表者との衝突、事業承継の試み等の報告を通じて、報告者
が自社をどのような会社にしていくのか、それを明確にするために
初めて経営指針を作成しての感想等を報告していただきます。


