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西支部現在会員数 230名 
 

 

広島西支部の皆様いつもお世話

になります。 

2017 年度広島西支部求人社員

教育委員長をさせて頂いておりま

す（株）エイコー 荒川英美と申

します。 

早いもので二興の松浦会長さま

から委員会のバトンを渡され 2 年

弱が経ちました。最初は何もわか

らないまま時だけが過ぎ、西支部

の会員様には大変ご迷惑をお掛け

しました。 

そのような中、県・4 支部の各

委員会で勉強させて頂き、一緒に

勉強をしていく仲間として先ずその人を知り、

会社を知らなくてはと思いました。 

またうわべだけでなく本音の話が出来なくて

はと思い、2 か月に 1 回の委員会を各会社の持

ち回りで行うことにしました。会社ごとの様々

な取り組みや特徴など大変勉強になりました。

今後委員会として各地区会から 2名以上で最低

6 名を目標に頑張りたいと思います。 

求人社員教育委員会は、合同企業説明会が年

に 3 回、新入社員研修、合同入社

式、新入社員フォロー研修、3年

目ネクストリーダー研修、中堅社

員研修が毎年予定されています。 

広島西支部として、各地区会で

年に 1 回は求人社員教育の例会

をして頂きたいと思います。4 支

部持ち回りの勉強会を 12 月に

(株)山陽タオルの橋本氏に障害者

雇用についてのお話をして頂く

予定にしています。7月の委員会

で会社訪問させて頂いた時、大変

貴重なお話と社員一人ひとりが

いきいきと働いている姿を拝見

し、とても胸が熱くなりました。 

ぜひご参加をお願いします。 

今後とも廿日市大竹地区会と広島西支部求人

社員教育委員会へのご指導の程を宜しくお願い

致します。 
 

広島西支部 求人社員教育委員長 荒川 英美 

  (株)エイコー  代表取締役 

 

 

【今月のメニュー】 

①  広島西支部求人社員教育委員会 P1  ④ 支部例会 P4 

②  西地区会、佐伯地区会、廿日市大竹地区会 P2  ⑤ 広信コラム、一言コラム、編集後記 P5 

③  青年部会、女性部会 P3  ⑥ 企業訪問 (株)山崎精研 P6 
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８月行事のご報告 
 

西地区会 

懇親例会～夏休み最後の思い出づくり～ 
日時：８月 27 日(日)11:00～      会場：広島中央森林公園 参加者：23名 

記入者： (株)島村製作所 代表取締役 島村知恵 
 

8 月 27 日(日)に

中央森林公園で行

われた西地区会 8

月例会は、毎年恒

例の西地区会と青

年部合同の家族会

バーベキューでし

た。今年は数名の社員さんにもご参加頂き、青年部

メンバーにご家族、そして社員さんと、いつもとは

また違った交流が出来てとても楽しかったです。今

年は天気がよく、子供たちが氷で遊んだり、虫取り

したりと夏らしく楽しそうに過ごしていて良かった

です。子供たちは途中ケンカもしていましたが、帰

りにはまた遊ぼうねと手を振っ

ており、子供たちの素直な交流を

改めて自分も見習いたいなと思

いました。そして、毎年楽しみな

三浦さん手作りの一品は、魚介ク

リームパスタ！魚介だしがきい

てとてもおいしかったです。三浦

さん、いつもありがとうございま

す。また実行委員の皆様はじめ、当日ご参加頂いた

皆様ありがとうございました！また来年も良い天気

の中でワイワイとバーベキューが出来たらいいなと

思います。 

 

佐伯地区会 

ALL MEMBER 同友会～佐伯地区会、全員集合！～ 
日時：8 月 19 日(土)18:00～    会場：用品名酒センター 屋上  参加者：30名 

記入者：(株)ライフシェア 代表取締役 西村圭司 
 
佐伯地区会 8月の例会は 

ALL MEMBER 同友会でした！

今年も用品名酒センター様の屋

上をお借りして夏真っ盛りの中 

バーベキュー＆亀岡さん特製焼

きそばで盛り上がりました。 

佐伯地区会会員の参加が 20

名 他地区会員のご参加が 3 名、

オブザーバーのご参加 3名。また、ご家族のご参加

も子供 4名のご参加を頂きました。 

今年も準備担当をうけもったＢ組でしたが、準備

できる人数が２人しかいない状況。しかし、他の組

から何人も準備を手伝って頂き無事準備できました。

本当にありがとうございました。 

亀岡さん特製焼きそばは今年も大好評で、今年は

ホルモン焼きそばも作っていただき、初めての方は

皆 声をあげて美味しいと

喜んでいました。毎年暑い中、

ありがとうございました。 

また、濱崎精版印刷所の濱

崎さんが調達してくれたお

肉がやわらかく美味しいと

好評で、タン、はらみ、カル

ビ、ホルモン、豚ロース、な

ど種類も量も十分でした。 

今年は佐伯地区会に新しく入会された菊川さんや

日高さんも参加して、いろんな話や以外な一面も見

せてくれたことも 良かったと思います。 

反省点はやはり多くありましたが、しっかり食べ

て飲んで、また１年頑張る鋭気を養いました。 

来年は 今年参加できなかった方も 是非参加し

て頂き、盛大にもりあがりましょう。 
 

廿日市大竹地区会 

わが社が RUNに参加して変わったこと 
日時:8月 18 日(金)18:30～       会場:廿日市商工会議所     参加者：11名 

報告者：(株)エイコー 代表取締役 荒川英美 氏   記入者： (有)アナヴァン 代表取締役 吉村千春 
 

まず、会社概要、生い立ち、社歴、同友会歴、社

員教育、RUN参加についての六項目について、きち

んとレジメにまとめてありました。 

また、平成 7年度（1995年）から昨年度まで、会

社の歴史を項目ごとに記載、一覧表にされ一目で会

社の動きが判るような資料も用意されていました。 
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そうした資料に沿って、自らの経営の想いを熱く

語っていただきました。 

平成 7年創業のエイコ―の歴史は、平成 18年に同

友会入会から大きく変わったようです。 

「気合と根性でやって来たが、どうも違う、経営

の事をきちんと学ばないといけん」と本気で経営指

針書を作成、意欲的に活動を開始。と同時に売上高

は順調に伸びてゆきます。 

入会四年後には、地区会長にも抜擢されます。 

その後、ユーモラスな彼の人柄は地区会にとどま

らず、西支部副支部長や求人社員教育委員長にも任

命されます。 

会社の根幹であり、安定した水

道事業をベースにリフォーム事業

を新たに立ち上げ、八面六臂の活

躍は衆知の通りです。 

 さて、特に印象に残った話は、

「求人社員教育委員になって、自

分自身が大きく変わった！」 

「人の子を預かる、その子が幸せ

にどうしたらなるか？」「その子の

親になった気持ちで仕事をしている」と。 

RUNでは、平成 26年に女子 1名採用するが、その

後 1年４ヶ月で退社。平成 28年は 3名採用（男子 2

名、女子 1名）。 

「今までは片目をつぶりながらやって来たが、新卒

の子が会社の膿を出してくれるんだ！」 

ある日、「なんで皆、社長の目を見ないんですか？」

と新卒の女の子の意見が有り困惑する。 

退社も有り、悩み、苦しむ中で、一人一人本気で

向き合い、本音で話をし、育てて行かなくてはと。 

新卒の親の家庭訪問をして、経営指針書を丁寧に

説明し、「楽しい社長さんですね」と言われたことも。 

「中途採用は、言い訳が出来

るけど、新卒は９９％社長の

責任だよ！」と力強い決意表

明でした。 

正に、同友会の理念の一つ、

人を育て、人を生かす経営。 

益々の発展を心から祈りた

い。 

 

青年部会 

社長へのステップ～４１歳ビジョンの実現に向けて、今やるべきこと～ 
日時：8 月 23 日(水)19:00～  会場：佐伯区民文化センター  参加者：17 名 

報告者：(有)小橋商会 取締役 小橋康治 氏   記入者：(株)エルカエル 代表取締役 上川康弘 
 

去る 8 月 23 日に佐伯区民文化セ

ンターで西青年部 8月例会が行われ

ました。 

今回の例会は 41 歳ビジョンの発

表で報告者は(有)小橋商会 取締

役小橋康治氏の発表でした。 

報告のタイトルは「社長へのステ

ップアップ」。小橋氏がこれまで悩

んできたこと、ビジョンの実現に向けて今後やるべ

きこと、それにどうやって対応し今後どういう方向

に進んでいきたいのか赤裸々そして真剣かつ時にコ

ミカルに発表されました。発表後のグループ討論で

はテーマ「あなたの会社、または

あなた自身の課題はなんです

か？課題に対して具体的な取り

組みをしていますか？」に対して

討論が行われました。 

それぞれのテーブルでは自社

または自分自身の課題や取り組

みについて熱い意見交換が行わ

れました。 

途中機械の不調で報告し辛いところもありました

が、小橋氏の熱意がよく伝わってくる例会でした。

 
 

女性部会 

合同例会 経営指針の成文化で自分を変えよう 
日時：8 月 9日（水）18:30～  会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ  参加者：37名 

報告者：（株）菊貞 小川伊久江氏 （株）アイ・エム・シー ユナイテッド 今津好氏 

（株）フリーダム 西村成蔵氏        記入者：スタンド道のり 山崎智栄子 
 

３名様にご報告頂きました。 

（株）菊貞 小川様 

会社に入られ自社の歴史を学び、また同友会で経

営指針作りにあたり、とてもポジティブな人達とめ

ぐり合いました。同友会の仲間にアドバイスを受け

て指針を作る事によってこれまで以上に会社、社員

さんに対して色々と取り組んできています。これか

らの自分が進んでいく将来に、決心が固くなると報
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告されていました。素敵なご家族もご紹介頂きまし

た。 

 

（株）アイ・エム・シー ユナイテッド 今津様 

会社の経営の中で、もちろん経理もですが社員さ

んとのコミュニケーションを大切にされています。

それまでにどうしたらいいか悩んでいらした時も

あったそうですが、自分を改め自分を変える事をさ

れました。 

経営指針を作る事によって会社の将来のビジョ

ンがより明確化出来て、笑顔の多い職場になりまし

たとお話しされました。 

経営者が変われば社員も変わる。とても熱い想い

を感じました。 

 

（株）フリーダム 西村様 

とにかく経営指針を作った事によってわかった

事！わかって来た事！ 

何事もやってみたらわかる！やってみてそれか

ら考えていっても良いのだとお話しされました。お

仕事はビルメンテナンスで１人あたりの生産性の

向上、効率化を高める、他社との差別化を等々、 

日々考えていらっしゃるとの事でした。 

とてもアグレッシブな西村様でした。 
 

広島西支部 

想いを叶える企業づくり～10年ビジョンの作り方～ 
日時：８月 23 日（水）18:30～  会場：広島サンプラザ  参加者：30 名 

報告者：（株）ＥＶＥＮＴＯＳ 代表取締役 川中英章 氏（県求人社員教育委員長・広島中支部） 

記入者：ユダ木工(株) 代表取締役 湯田 卓
 

 

去る 8 月 23 日 ㈱Ｅ

ＶＥＮＴＯＳ 代表取

締役川中英章氏をお呼

びして、「想いを叶える

企業づくり」〜10 年ビ

ジョンの作り方〜をテ

ーマにご報告いただき

ました。 

川中氏は 1988 年 28

歳で創業され、以来 28

年間イベントに関わる事業を展開してこられ、各

種ケータリングパーティー、レストラン、ワイン

ショップ、農産物の生産、加工、販売、催事の企

画運営、とその間口は広く多岐にわたります。ま

た、ご自身も 20代でソムリエになられています。 

2004年に同友会に入会され、2006年から共同求

人活動、新入社員研修等に関わり続け、現在は県

の求人社員教育委員長。新卒採用と社員教育で若

い世代の活気あふれる会社づくりにまい進されて

おられます。会社の平均年齢は 27歳。 

川中さんの 10年ビジョンの面白いスキルは、会

社の 10年先を描いたイラストのポスターです。し

かし、これが出来るまでの過程が大切で、各店ご

とのグループで会社のありたい姿の討論を何度も

行い、店長が社長とビジョンの会議を何度もして

完成されたものだそうです。イラストの細かい絵

一つ一つに意味があり、結婚式場であったり、ワ

イン、農場等 ひとつひとつの絵に込められた意

味は深い。 

ビジョンは社長一人で作るものではなく、社員

全員で作り、共有してこそ意味があります。 

こんなふうになったらいいな！を明確にして、

まさにイメージした通りの会社を目指されている

様子が良く分かりました。また、10年ビジョンと

いえども社会の変化と共に少しずつ変わっている

そうで、微調整をしながら毎年変えられていると

のこと。 

川中氏は現在 2025年 3月 31日 38期への長期ビ

ジョンを持たれており、現在それをまた更新の最

中だと言われる。 

お話の最後に、サッカーコートの白線引きのお

話があり、「手元ばかり見ていると、まっすぐな線

は引けません。先を見ながら線を引かなければよ

い線は引けません。経営も同じ。対処療法はダメ

で、先の事を決めないから今が忙しく、つまずい

てしまうんです。大事なのは長期的な視点に立っ

て経営をすることで、自社はどんな会社になりた

いかイメージし、社会はどのように動くかイメー

ジし、そしてどう行動するか会社全体でベクトル

を合わせることが大切ですよ！」と言われたのが

印象的でした。 

一歩一歩 ㈱ＥＶＥＮＴＯＳの「地域に無くて

はならない会社に」なられているのが実感される

ご講演でした。 
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広島信用金庫 支店紹介 
～宮島口支店の巻～

 

 

１．支店長より一言 

皆様、平素より大変お世話になっております。

広島信用金庫宮島口支店支店長の白石祐司と

申します。宮島支店の支店長も兼務致してお

ります。昭和 43 年申年生れ、今年 49 才を迎

えますが、未だ戸惑うことも多く「不惑」と

はなかなか縁遠い毎日を過ごしております。 

宮島口、大野、宮島地区とも活気あるエリア

で、大変やりがいを感じております。地域主

催行事も多く、微力ながら私共も地元事業者

の一員としてこれら行事にも積極的に参加し

ております。 

 

２．広信宮島口支店について 

宮島口支店は昭和 62 年 2 月に開設、おかげ

さまで今年開設 30 年を迎えました。30 年間

営業を続けてこられましたのも、ひとえに地

域の皆様のご愛顧があってこそと深く感謝致

しております。 

平素より、「お客様第一」でスピーディな応対、

活動を心がけておりますので、何かお役に立

てることがございましたら、まずは私共にご

相談いただければと存じます。 

 

３．中小企業家同友会の皆様へ 

私共は経営理念に「存在意義：地域と共に豊

かな未来を創る」を掲げております。この理

念は、広島県中小企業家同友会様の理念に通

じるものがあると感じております。皆様とは

様々な場面で連携させていただき、地域への

貢献を深めて参りたいと考えております。今

後ともよろしくお願い致します。 

広島信用金庫宮島口支店  

支店長 白石祐司 
 

広報委員の一言コラム お題「収穫」

小さな種まきから始まり苗や植物や果物をコツ

コツと育てる実りの秋の「収穫」もありますが、大

きな意味で「人生における収穫」もあります。私ご

とで恐縮ですが、この度、アメリカで行われた英語

のスピーチコンテスト世界大会に参加してきまし

た。広島の魅力、平和、けん玉文化などを伝えてき

ました。 

本当に大変でしたが、この貴重な体験は私の財産

にもなり、大きな「収穫」でした。種を蒔いて一歩

ずつ歩いて「収穫」しましょうね！ （沖野） 

 

 

 

編集後記                                     
 

広島西支部例会も無事終了し、ひとつ山を越えた

感じがします。 

支部で行われた活動は広報誌に取り上げられ、そ

れに目を通すことで、その概要を知ることが出来ま

す。しかしながら報告者の経営に対する熱い想いや、

質疑応答、グループ討論で触れる様々な考えは参加

してみないと得ることが出来ないと思います。 

10月６日には「経営フォーラム 2017」が、リー

ガロイヤルホテル広島で開催されます。フォーラム

のご案内のチラシに参加申込書が付いています。ぜ

ひご記入の上、事務局まで FAXしてください。 

     

 

（広報委員 山崎） 

宮島口支店（左）と宮島支店（右）の皆さん 
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(株)山崎精研  取締役  山崎 茂則 氏 
【企業 PR0FILE】創業 1956 年 4月 設立：1969 年 6月 資本金：1,600 万円 社員数：11 名 

事業内容：機械用刃物、工具の販売及び研磨（主として木工機械用刃物、工具類） 

住所：廿日市市木材港南 4 番 16号 TEL：0829-32－0100 

URL: http://www.yamasaki-seiken.jp/ 

 

はじめに                                                     

この度の企業訪問は、廿日市市木材港南にある

㈱山崎精研を訪問し、取締役の山崎茂則さんを取

材させて頂きました。 

 

事業内容について                  
 会社の事業は、一つは主に木工機械用刃物や工

具の販売、もう一つは、木工機械刃物の研磨です。

いずれの事業も事業者向けの事業で、主要取引先

としては建築会社などがあります。 

 事業エリアとしては広島県の竹原市から山口県

の山口市までと島根県・鳥取県の米子市あたりま

でとのことです。 

 販売の事業は、売り上げに波があるが、研磨事

業については、刃物は利用後約 10回程度で研ぐ必

要があることから安定した需要があり大きな変動

はないそうです。 

 

会社について             

前身は、山崎さんの父

親が昭和 31 年 4 月に山

崎商店として開設した

のが最初だそうです。山

崎さんの父親がそれま

で木材を鋼で切ってい

たところ、超硬合金が木

材の加工に使われ始め

たのを知り、今後、絶対

に業界で普及していく

という考えから早期に

事業として取り組もう

としたのが発端とのお

話でした。 

その後、昭和 37年に山崎商店から法人化し、山

崎機工㈱となり、昭和 44年 6月に山崎さんの父親

の兄弟（3兄弟）と暖簾分けをする形で、広島市西

区庚午北一丁目に、㈱山崎精研として分離独立し

たそうです。 

なお、元の山崎機工㈱は山崎さんの父親の弟が

福山市で事業を行い、末弟が徳島で山崎技研㈱と

して事業を行っているそうです。 

現在は、中四国のエリアをこの３社で独占的に

担っているそうです。 

↑山崎精研さんの社屋。道路側はお家型です。 

山崎茂則さん 
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㈱山崎精研は昭和 62年 7月に現在の場所に本社

及び工場を移転し、現在に至っています。 

従業員数は、11名です。 

↑工場の様子。さまざまな機械が並んでいます。 

 

 

会社の事業継承について          
山崎さんは、入社当初は、工場での研磨を極め、

経営ではなく、現場で仕事をすることを考えてい

て、事業の後継者は、山崎さんの弟がなるという

ことを山崎さんの父親が決め、山崎さんを含めて

全員がその前提で仕事をしていたとお話しされま

した。 

ところが、山崎さんの弟が平成 14年にガンによ

り 38歳でお亡くなりになり、その後、創業者の山

崎さんの父親も平成 15年にガンでお亡くなりにな

ったそうです。 

そこで、後継者をどうするかということで会社

も混乱し、しばらくは銀行からの人員の派遣、山

崎さんご自身や、ベテランの従業員が交代で代表

取締役を務めて混乱の収拾を図っていきました。 

事業の後継者として、山崎さんのお姉さんの子

供さんに白羽の矢を立て、大学入学するときに後

継者になることを皆で言い聞かせたそうです。 

山崎さんのお話では「本人も後継者になること

は葛藤があったと思うが、従業員・取引先などの

ことを考えて決断してくれたと思う。」とおっしゃ

っていました。 

山崎さんのお姉さんの子供さんが平成 28 年１月

に代表取締役に就任し、現在に至っています。 

山崎さん自身が代表取締役になった際に、そのま

ま後継者になる考えはなかったのか伺うと、「自分

が独身で、今後の事業の安定的継続を考えると若

い人が後継者になった方がいい」との考えで代表

取締役を続ける意思はなかったと説明して下さい

ました。 

 

 

会社の経営理念について   
会社の経営理念は、「社員の物心両面の幸福を追

求すると同時に、地域社会に信頼される企業をめ

ざす」です。 

この経営理念は、創業者の山崎さんの父親が考

えた社訓を文章化したもので、社訓が特に重要で

あるとの考えから毎日、従業員で社訓を唱和して

います。 

 なお、社訓は次のとおりです。 

 

一、信頼される商品 

一、信頼される技能 

一、信頼されるサービス 

 

今後について        
将来の展望については、「現在の業務の延長で

はダメだと考えている。現在、研磨事業について

は木工用機械刃物の研磨がほとんどであるが、一

部食品加工会社の調理用の包丁の研磨を請負って

おり、その比率を高める方向で挑戦している。ま

た、木工用だけではなく、鉄工関係の刃物の研磨

についても自社の設備で対応できるものの受注を

検討している。これらについては、刃物メーカー

との情報交換を行ったり、様々なチャンネルで探

している。 

そして営業についても、ルートセールスが中心

であるが、他にも地元の機械屋さんと協力して、

自社が直接動かなくても遠方のニーズにも対応で

きる方法もあるのではないかと考えている。 

業界についても木工用刃物自体に劇的な変革は

ないであろうし、研磨技術についても成熟化して

いるので、業務の効率化を図ることが重要である

と考えている。これらは、同業者と生き残ってい

くための方法を模索しているが、細かな手作業が

多い中でバーコードによる刃物管理を行うなどの

ＩＴ化も取り入れている会社もあるのでこれらを

参考にしていきたい。 

研磨については、研磨技術が非常に重要で、砥

石の違い、研ぐ速度で結果が大きく変わるため、

従業員の技術の向上を図ることが自社の強みとし

て大事である。 

その中で同業他社の後継者不在により廃業し、

取引先を廃業した会社から引き継いだケースも実

際にあるので、頑張っていきたい」とのお話でし

た。 

 
販売されている刃物の一例。 
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◆会社を良くするツール 

『企業変革支援プログラム STEP1』の登録はお済みですか？！ 
本「ＳＴＥＰ１」の回答を e.doyuから登録すると、全国平均 

や、業界平均、過去データとの比較ができるようになります。 

まずは、青い表紙の「STEP1」の 22項目の設問に回答し、 

e.doyuから「本登録（基本の登録）」または「2017年登録 

（一年ごとの登録）」をしましょう。 

毎年、経営指針の見直し前に「STEP1」で方針の進捗 

状況をチェックして、どれだけ自社が変わったかを確認すると 

課題整理に便利ですよ。見つけた課題の優先順や、解決方法を 

考えるには黄色の表紙の「STEP2」を活用ください。 

↓登録は e.doyuの「企業変革支援ＰＧ」をクリック！  

会員専用ＵＲＬ https://Hiroshima.e/-doyu.jp/ 

同友会について             

 同友会へ参加するきっかけは、父親が病気をし

たことによりこれまで経営に関わっていなかった

こともあり、経営を勉強しに行けとこれまで入会

していた父親に代わって参加することになりまし

た。 

 当初は、経営についても会社が不安定な状況で

あったが、社外での他の経営者から刺激を受ける

ことができ、同友会に出席することが、自分に負

けないようにというモチベーションの向上に繋が

ったとのお話でした。そして、現在も地区役員会、

例会とほとんど出席しているとのことでした。 

 最後に、「先々は今の社長と一緒に同友会で勉強

をしたい」とのお話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インタビューを終えて            

 普段、なかなか聞けないお話を興味深くお伺い

することが出来ました。 

 

（記 あおぞら司法書士事務所 江﨑 諭） 

 

 

※情報ボックスは掲載無料。掲載希望の方は事務局か広報委員までご連絡下さい。 

 

広報委員会では、毎月会員さんを訪問して

取材しています。「ぜひ紹介して！」「あの会

員さん、おもしろいよ」等々、推薦・情報が

ありましたら広報委員までお知らせくださ

い。 


