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尾道支部 

29年度 

スローガン 
自社のために、同友会を活用しよう！ 

 

 

* 

【支部 8月例会】 自社商品の価値を高めるために何ができるか 
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今月の見どころ 

 

同友会で学んで会社がよくなったという方

の体験談をお聞きすると、経営指針を５Ｗ１Ｈ

に落としたり、年間・月間・週間の会議で実績

をチェックしたり、人時生産性の指標で生産性

を測定したりと、具体的に取り組んでおられま

す。理念、目的は大切ですが、そういう具体的

な取り組みをしないと会社はよくならないと

再確認しました。 
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付加価値を高める  ～ 新しい取り組みと体制 ～ 
■とき：2017年 8月 30日（水）19:00 ■会場：しまなみ交流館大会議室 

■報告者： (株)プラス 代表取締役 酒井裕次 氏（尾道支部会員） 

 

【概要】 

8月支部例会のテーマは「付加価値を高める

～新しい取組と体制～」でした。自社の価値が

何なのかを知り、それを高める事が目的でした。 

 

その大きなヒントになるような働き方をしてい

るのが報告者の酒井氏でした。主な報告内容は、

「自己紹介」、「本業の仕事内容紹介」、「2拠点

ワークをするに至ったきっかけと想い」、「東京

の仕事と尾道の仕事」、「この 5年間のワークス

タイルでやってきたこと」、「各プロジェクトの

紹介」、「自分が考える地域プロジェクトのゴー

ルと目的」、「2拠点ワークだからこそ可能にな

ること」、「自分が考える働き方と価値観」、「今

後の夢と活動予定」でした。 

特に注目すべき内容が 2つあります。1つ目

は「この 5年間のワークスタイルでやってきた

こと」です。東京を拠点に雑誌・新聞等の広告

プロモーション業務をしていた経験と実績を因

島でのイベント等のプロデュースに生かし、地

元の若者に成長してもらための「シグナル」と

いう砂浜活性化イベント。地元の鉄工業を子供

が働きたくなるように企画した「造船鉄工祭」、

廃園になった保育園を地域のコミュニティース

ペースとして活用した「晴耕雨読」を実行する

に当たり苦労したこと、それをどうやって進め

て行ったか、それは人に関する問題がほとんど

で、今までとは違った形の伝え方で相手にわか

りやすい表現方法を用い、根気強く伝えること

で物事が前に進み、最終的には成功が見えてく

るとの報告内容でした。 

2つ目は、「自分が考える地域プロジェクトの

ゴールと目的」です。イベント等のプロデュー

スはボランティアではなく、「ゴールはビジネス、

目的は地域貢献・発展」で、収益が生まれない

と雇用も生まれないし、継続もできないとの報

告内容でした。 

今までと違うことを行うには、視点を変え、

新しい知識や考えも取り入れ、かつ今まであっ

たものも注視しながら、一つ一つ着実に実行し

ていくことが大事だと考えさせられる報告でし

た。酒井さんありがとうございました。 

(有)光立建設 浮田友輔 

 

【感想】 

発表では、口調はいつものクールなままです

が、因島への「愛」や「熱い思い」があふれ出

てくる内容でした。 

8月支部例会 
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酒井さんが因島で初めにしたことは、島民と

の信頼関係づくり（ここが一番大切で難しいと

ころですが、酒井さんの解決方法がすごかった）。

次に信頼関係をもとに小さな仕事をし、仕事の

成功例を増やす（仕事に伴う出費やボランティ

ア活動も広告と割り切ってやっていくところも

さすがだなあと思った）。そして成功の積み重ね

により、多方面から声がかかる。現在は多方面

で因島をプロデュースし始めているところ。ま

た、10年先 20年先を見据えて人材育成にも力

を入れている（ほぼボランティア活動。持ち出

しが多いが若者の成長が楽しみだと言っていた。

ホント因島「愛」だなぁ）。 

＜記憶に残ったフレーズ＞ 

・因島の若者が誇り思うような因島にしたい。 

・ビジネスとしても成功させ、若者が誇りをも

って因島で働けるようにしたい。 

・因島を活性化させてお金が回るようにしたい。 

 

結局、酒井さんの仕事は「どんな仕事？」に

明確に答えられません(笑)が、日ごろクールな

酒井さんには見られない、「ふるさと因島を本気

で立て直したい」という気迫が見え隠れする発

表でした。 

杉田与次兵衛商店㈲ 滝澤 彦胤 

 

 

 

 

 

 

 

フレッシュマンセミナー 第 2講（第 2回/3回シリーズ） 

～ あなたが本当にやりたいことってなんだろう ～ 

■日時：8月 25日（金）19:00 ■会場：しまなみ交流館 

 

 

つい先日、8/25(金)に、フレッシュマンセミナ

ー第 2回を開催させていただきました。 

連続セミナー2回目は、「あなたが本当にやり

たいことってなんだろう」というテーマで、自分

自身の夢リストを作成していただきました。 

1回目にて自分の性格を知った上で、自分の人

生でやってみたいことや夢、仕事に対しての目標

などたくさん出してもらう場になり、皆んながワ

クワクする会、そして、懇親会では受講生の皆さ

んが仲良くなる会になりました。 

 

そして、9/22(金)の 3回目は川口新太郎さんに

ご登壇していただき、「働く目的」を話していた

だき、自分の夢を

達成していくた

めには今の職場、

今の役割を全う

することの大切

さを学びたいと

思っております。 

 

身近な方々へ感謝を込めて。 

長坂侑 

 

求人社員教育委員会 
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山根食品㈱ 山根社長の決断と挑戦！ 
■日時：8月 23日（水）19:00 ■会場：尾道市市民会館 

■報告者：山根食品㈱ 山根 徳久 氏 

 

いつも明るく、面白い

山根社長。プレから楽し

みにしていました。しか

し、プレが始まってみる

と、普段の山根社長とは

違った姿がありました。

緊張感のあるプレから

のスタートとなりまし

た。「文章にするのが難

しい」と山根社長。『想い』はあるが、なかなか

言葉にならない様子でした。「経営理念を作成し

たが、浸透していない。まだ出来ていない。」と

自信が無いとのこと。青年経済人であれば、誰も

が直面している課題を真剣に考え、取り組んでい

ました。経営理念も出来ており、経営指針の前段

階まで出来上がっている山根社長。青年部の中で

も、かなり出来ているじゃないですか！？と敬意。 

今回の発表は、青年部だからこその悩みを自己

開示して共有し、少しでも解決に結びつけるきっ

かけを得ていこうという部会長の想いに沿った、

自己開示型の発表となりました。また、山根社長

の発表・グループ討論を通して、皆が自身を振り

返り、一歩前に踏み出せたのではないかと感じて

います。 

社会福祉法人愛和会 たんぽぽ認定こども園 

中本 悠哉 
 

 

 

 

 

 

 

働きやすい職場づくり② 
労働基準法の勉強（社員はどんな法律で守られているか） 

■日時：8月 8日（火）19:00 ■会場：工房おのみち帆布 

■講 師：山根社会保険労務士事務所 山根昭彦氏 

 

6月に続き 2回目、山根社労士様を講師に迎え

て勉強させて頂きました。 

国より会社経営者に、労働基準法、労働者の健

康確保、従業員の為、健康、人生を考えて生活の

調和をいろいろと配慮する。経営者の責任が重く

なる時代になります。との事です。 

私達経営者も、従業員の幸せを願いつつ、商売

繁盛従業員とお客様に喜んでもらえる経営者を

めざさなくてはと思いました。 

山根様 ありがとう ございました。 

尾道女性部 山田 きよ美 

 

 

 

 

青年部会例会 

女性部会例会 
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障害者問題全国交流会 
誰もが安心して暮らせ、 

夢の持てる地域づくりを 

日時：10月 19日（木）～20日（金） 

会場：福山ニューキャッスルホテル 

経営フォーラム 2017 
10月 6日はリーガへＧｏ！ 

講師：(株)マザーハウス 山口絵里子 氏 

日時：10月６日（金） 

会場：リーガロイヤルホテル広島 

 

 

******************************************************************************************* 

 

会費改定のお知らせ 

会員のみなさまへ 

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 

直前ですが・・・・・ 

「企業訪問」~(株)プラス 酒井さん 因島事務所 

のご案内 

【とき】9 月 27 日（水）15:00～16:00 

【場所】㈱プラス 酒井さん 因島事務所 
大浜地域未来交流館「晴耕雨読」（旧大浜保育所） 

広島県尾道市因島大浜町 1691-3 

 

※ 現地集合現地解散（乗り合わせ等は各自お声がけの上、任意でお願いします） 

 

昨年、閉園した大浜保育所を大浜地域未来交流館「晴耕雨読」としてオープンし、元職員

室を事務所として使いながら施設の管理運営を行っています。教室をレンタルスペースと

して貸し出したり、不定期で音楽イベントやマルシェなどを企画し開催しています。 

当日の予定： 

 ・館内の見学 

 ・現在取り組んでいることの報告と意見交換 

 

担当：企画広報委員会（委員長 髙垣 年希） 
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9 月支部理事会報告 
とき：2017 年 9 月 6 日（水）19:00～  ところ：工房おのみち帆布 

 

議長：高垣副支部長 

■ 開会挨拶（山根副支部長） 

本日は事務局の新人さんが参加しています。 

■ 確認・報告事項 

※ 8 月例会（経営労働委員会担当）のふりかえりと、

9月～12月の例会の準備状況の確認を行いました。 

☆ 9 月例会（政策環境） 9/25（月）19:00 しま

なみ交流館 テーマ：尾道パパイヤから教わった

こと～ フルーツみたいに甘くはいかない ～ 

報告者：㈱みつぎ交流館 内海洋平氏 

☆ 10 月例会（求人社員教育） 10/26（木）19:00 

市民会館 テーマ：わが社の社員教育 報告者：

㈱岡本製作所 岡本 哲弘 氏 

☆ 11 月例会（経営労働） 11/16（木）19:00 し

まなみ交流館 報告者：㈲和弘商事 黒飛元晴氏 

☆ 12 月例会（青年部会） 12/22（金） 妙宣寺 テ

ーマ：忘年会 講師：妙宣寺住職 加藤 慈然氏 

■ 県理事会の報告（事務局） 

※ 報告のポイントは以下。詳細は省略。詳しくは

事務局にお尋ねください。 

・承認事項：総会議案検討委員会、役員選考委員会

の設置。 

・討議事項：近況報告 

■ その他 

※ 担当の高垣氏より、経営フォーラムの参加呼

びかけ（目標 25 名）がありました。また、尾

道発のチャーターバスを用意したとのこと。 

※ 担当の山根氏より、役員研修大学の参加呼び

かけがありました。 

※ 担当の高垣（洋）氏より、障害者問題全国交流

会の参加呼びかけがありました。また、大会終

了後、オプショナルツアーがあり、尾道の案内

人 4名を募集中とのこと。 

■ 入退会の承認 

入会希望者 

㈱タテイシ広美社 代表取締役 立石良典 

推薦者：立石克昭 看板製作施工・自社開発Ｌ

ＥＤ電光表示システム・ライトパネル・デジタ

ルサイネージ 

退会希望者 

㈲東山 横山正志氏 入会 1999/3/18 推薦

者：（退会） 都合により 

ダスキンサーブ１００ダスキン西宮支店 佐

倉恭吾氏 入会 2013/9/13 推薦者：杉原寛 

参加できない 

㈲浪漫珈琲 寺岡 睦夫氏 入会 2008/10/17 

推薦者：神原 栄 参加できない 

㈲さくら  林田宗久氏 入会 2014/9/2 推薦

者：小圷さん 大原さん 参加できない 

※ 承認され、会員数は 100名となりました。 

■ 承認事項「総会議案検討委員会、役員選考委

員会の設置」 

※ 以下が承認されました。 

総会議案検討委員会：構成は理事会。委員長は山

根副支部長（総務 & 組織委員会担当）。 

役員選考委員会：構成は、総務委員長、青年部会

長、副支部長 2 名、政策環境委員長（計 5 名）。

委員長は互選。 

※ 前回の役員選考基準に沿って進めることを確

認しました。 

■ 討議事項「近況報告 ～人の問題～」 

※ 以下、グループ討論の要旨です。 

・人手不足のところが多い。社員に寄り添ったやり

かたをすれば、雇用できるのではないか。 

・人手不足の要因は、多様化し過ぎたサービスのあ

り方もあるのではないか。 

・人手不足と休日について意見交換した。社員によ

って要望は様々。 

・社会の変化に経営者が追いつけていない。 

・人と仕事のバランスが大事なので、計画的に取り

組む。 

※ 議長の高垣氏が以下のようにまとめました。 

・経営者と社員ががっちりスクラムを組んでやる会

社が強いですね。 

■ 閉会挨拶 矢野氏 

今日は勉強になりました。 

文責 事務局 竹河内 
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■尾道支部 10月 委員会・部会行事のご案内■ 
 

支部理事会 

 

■日 時：10月 4日（水）19:00 

■会 場：工房おのみち帆布 

■内 容：定例の議題、ほか 

総務 ＆ 組織委員会 

 

■日 時：未定 

■会 場：未定 

■内 容：会計の確認、増強の状況、ほか 

企画広報委員会 

 

■日 時：10月 3日（火）19:00 

■会 場：宝商事㈱ 

■内 容：支部例会・でべら、企業訪問、ほか 

経営労働委員会 

※ 経営フォーラムに参加します。 

■日 時：10月 6日（金）13:00～20:30 

■会 場：リーガロイヤルホテル広島 

■参加費：10,000円 

【基調講演】㈱マザーハウス 山口 絵理子 氏 

【分科会】10の分科会があります。 

求人社員教育委員会 

※ 支部例会を担当します。 

■日 時：10月 26日（木）19:00 

■会 場：市民会館 31号室 

■テーマ：わが社の社員教育 

■報告者：㈱岡本製作所 岡本 哲弘 氏 

政策環境委員会 

※ 経営フォーラムに参加します。 

■日 時：10月 6日（金）13:00～20:30 

■会 場：リーガロイヤルホテル広島 

■参加費：10,000円 

【基調講演】㈱マザーハウス 山口 絵理子 氏 

【分科会】10の分科会があります。 

青年部会 

 

■日 時：10月 19日（木）19:00 

■会 場：市民会館 

■テーマ：プロフェッショナル上田の流儀 

■報告者：カメレオンワークス 上田 昇辰 氏 

女性部会 

※ 経営フォーラムに参加します。 

■日 時：10月 6日（金）13:00～20:30 

■会 場：リーガロイヤルホテル広島 

■参加費：10,000円 

【基調講演】㈱マザーハウス 山口 絵理子 氏 

【分科会】10の分科会があります。 

 

《予告》 

尾道支部 11月例会 
 

■日 時：11月 17日（金）19:00 

■会 場：しまなみ交流館大会議室 

■報告者：(有)和弘商事 黒飛元晴 氏 

障害者問題全国交流会 

誰もが安心して暮らせ、夢の持てる地域づくりを 

■日 時：10月 19日（木）～20日（金） 

■会 場：福山ニューキャッスルホテル 

■参加費：20,000円 

※ 全国からの参加者をお迎えしましょう。 
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広島県中小企業家同友会 尾道支部 10 月例会 
 

 

 

 

 

岡本 哲弘 氏 

 

【テーマ】 わが社の社員教育 

【報告者】 ㈱岡本製作所 代表取締役 岡本 哲弘 氏 

【報告要旨】 
専務時代は納期に追われ、感情的に社員を怒っていた。社長就任後は自

身の考え方・やり方を変え、目先の納期より組織強化を優先するように

なった。役付きの古参社員に、技術を次世代に伝えることが仕事と伝え、

「責任」を若手へ移行。ベクトルを社員と合わせながら一歩一歩前に進

み続けている、そんな岡本氏に自社の社員教育の体験報告をしていただ

きます。 

 
昭和 40 年創業。元々は建設建具を主にしていたが、平成 19 年 3 月に新工場稼働

で造船も手掛ける。平成 21年に社長就任、趣味は釣り・マリンスポーツと 1 年中

アウトドアを楽しむと同時にインドネシアにも拠点を構え、地元活性にも尽力さ

れながら先を見据えた経営を展開している。 

 

 

と き 2017年 10 月 26 日（木）19:00 ～ 21:00 

会 場 市民会館 31号室 

参加費 無料 

 

 

 

 

 

でべらの尾っぽ【特別号】 
 

 

▼経営フォーラムの開催まであとわずか

となりました。 

「自社を変えたい！」と思って居られる方

は是非ご参加ください。 

同友会員の皆様であれば、想いもよらない

「出会い」と「気づき」が必ずあります。 

１０月６日は貸切バスでリーガへＧｏ！ 

経営フォーラム実行委員 高垣 

 

▼皆さま！こんにちは（＾＾） 

障害者問題全国交流会 in広島の実行委員

をさせて頂いております、高垣デンキ産業

（株）髙垣洋美です。この交流会は、全国

行事の一つで、二年に一度開催されていま

す。 

その全国行事、略して障全交が今年は 10

月 19日（木）20日（金）の二日間、地元

の福山で開催されます。 

全国行事がこんな近くで開催される！！

絶好のチャンスではないでしょうか！！ 

全国で 300 名、県内 200 名、尾道支部 20

名の参加目標で準備を進めています。 

皆さん、一緒に参加しませんか？多くの参

加をお待ちしています。 

知らないから出来る壁、知る事でなくなる

壁、知る事からはじまるんじゃけぇ！！ 

福山に来たら目からうろこの障全交！！ 

皆様の参加申し込みをお待ちしています。 
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