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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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女性部オープン例会「経営の処方箋！」
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■委員会だより：女性部会

広島４支部女性部会 オープン例会
「経営の処方箋」～良薬は口に苦し、されどその実は甘し～

報告者：KIGURUMI.BIZ ㈱　代表取締役　加納ひろみ　氏（宮崎同友会）

　当日を迎える
にあたり、至
るところでこの

「処方箋」という
言葉を目にしま
した。チケット
とチラシはもち
ろんのこと、オ
フィスにもがき
が届きました。
そこには必ず白

衣の女性部の方々。とても気になる例会でした。
　その気

・

に
・

な
・

る
・

例
・

会
・

は９月７日（木）、ひと・まちプ
ラザで開催。さすが４支部女性部の方々が一丸となっ
て準備されたオープン例会、女性部の例会にも関わら
ず男性やオブザーバーも相当数参加していました。
　くまもんを初めとする各地・各国のゆるきゃら等の
着ぐるみを作っている宮崎県の KIGURUMI.BIZ 株式
会社 代表取締役 加納ひろみさんにご報告いただきま
した。
　社員と一緒に「ノー残業デー」を作りながら残業時
間を減らしていった経緯、ゆるきゃらブームによる上
昇気流、政府官僚の一声により一気に経営困難となっ
て、人員削減を余儀なくされた等のお話でした。数年
前の種まきにより再び会社が元気を取り戻し、退社さ
れた人たちも今では５人が会社に戻られているという
涙なしには聞けない「波乱万丈な経営」と「人を大切
にする経営」のお話の中からとても多くの感動と学び

をいただきました。
文：㈱ TomTak　毛利 武雄

【加納ひろみさんから例会担当者に届いたメール】
　昨日までのご準

備、 そして昨日の

例会から懇親会ま

で、 細やかなご準

備とおもてなし本当

にありがとうござい

ました。  おもてなし

のシャワーが凄すぎ

て、 まだ消化不良

というか、 体の中に

すべてを落とし込め

ておりません。 少し

ずつ思い出してに

やにやして楽しもう

と思います。

　これまで何回か県外の例会で報告をさせていただきました

が、 これほどまでにおもてなしいただいたのは初めてです。 感

激して、昨夜はお礼を伝えるときに泣きそうになっていました。  

宮崎に戻って、 いろいろと整理して、 宮崎同友会へも報告

をします。

　広島同友会の女性部の素晴らしさを、 宮崎でも共有し私

たちもがんばらねばという思いになりました。  同友会の会員

は、 会員数のことばかり言う人がいます。 でも私はそれは少

し違うと思っていて、 やっぱり昨夜のような共有 ・共感が先

にあって、 自然とこの仲間に入りたいと思えることが大切だと

思っています。  女性部で学びたい方が自然と集まる広島っ

てやっぱりすごいと思いました。

文 ： KIGURUMI.BIZ ㈱　加納 ひろみ

[URL] http://kigurumi.biz/
[QR] 
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㈱ニュートータルクリエイト　島岡秀年　氏（中①）
　弊社はソフトウェアの開発及びコンサルティング、
パソコンの販売、ホームページの制作、パソコン指導
をする会社なのですが、最近『ゴミダス』というゴミ
ステーションの販売を始めました。
　あるとき知人からゴミステーションの製造販売をし
ている株式会社知財という会社を紹介され、『ゴミダ
ス』の販売をしてみないかと言われました。商品は本
当に素晴らしいものだと思いましたが、本業と関係が
ないので一度はお断りしました。しかし、その知人に

「君は営業が得意だから出来る」と言われ、今年の８
月に代理店契約を致しました。

　『ゴミダス』のセールスポイントは、

① 伸縮式なので道路に設置しても邪魔にならない
② 鳥獣ネット付きで猫やカラスを寄せ付けない
③ 雨天用シート付きで雨の日でも安心

という点です。

会員紹介コーナー　

　『ゴミダス』を多くの方に利用して頂いて広島の街
を美しくしたいと思います。
　広島市では「ゴミステーション貸与及び購入補助金
制度」もありますので、ご興味のある方は弊社までお
問い合わせください。

文：㈱ニュートータルクリエイト　島岡秀年

　もともとシステムエンジニ
アの池田徹さんは、「インター
ネットを使って売上をアップ
させる」のが得意なインター
ネット集客の専門家です。
　同友会に入ったきっかけ
は、人脈つくり。神奈川から

奥様のご実家へ転居され、周りに知り合いがいない。
友達がいない。お住まいの山口エリアより大きな組織
がある事と、活動拠点を広島にしようという思いもあ

り広島県中小企業家同友会を選ばれ
ました。
　外見からは想像つきませんが、と
ても人懐っこく、親身になって問題
を解決してくれようとアドバイスを
くれます。これからは IT を無視してビジネスはでき
ません！まだ、取り組んでない企業、どう取り組んだ
ら良いのかわからない企業は～インターネット集客の
専門家～ミッドワールドにお問合せください。

 文：FelicityK 荒神琴音

[HP] http:// 売上アップ実践会 .com
[HP QR] 

[FB] 
http://www.facebook.com/web.inbound.marketing
[FB QR] 

MIDWORLD　池田　徹　氏（中②）
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個人経営者が経営計画を作成してどうなったか？
報告者：古川ガラス建材　代表　古川次一　氏

文化する」という目的が一つ達成できて安心しました。

古川さんの経営指針はシンプルでわかりやすく作られ

ているので、非常に参考になり、なるべくシンプルで

わかりやすいものを追求していきたいと感じました。

まだ作られていない方も、まずは A4 用紙 1 枚からで

も作られてはいかがでしょうか？

　また古川ガラス建材は「開口部のプロ」であり、ガ

ラス屋さんではないということで、サッシやドアや

パーテーション、それに付随してセキュリティにも対

応されています。

　皆さんも一度 HP を見に行かれてはいかがでしょう

か？（「古川ガラス建材」でググると出てきます）

うちの会社もガラ

スや鏡の修理をお

願 い し て い ま す

が、本当にいい仕

事をして頂き大満

足です。

文：㈱フリーダム　西村成蔵

　９月の中①地区会の例会は、古川ガラス建材の古川

さんに「個人経営者が経営計画を作成してどうなった

か」というテーマで報告頂きました。

　同友会で経営指針書を作成された時は A4 用紙 2 枚

からスタートされたそうです。奥さんと息子さんの 3

人で経営されていますが、3 人いれば 3 通りの見方が

あり、奥さんと一緒にいても実際に話をしているとズ

レがあることが作成過程でわかったそうです。

　グループ討論では、「なぜ経営指針を作らないか」

というテーマで、作成済みの会員さんとそうでない会

員さんとで意見交換がありましたが、一人だから必要

性を感じない、文章にするのがおっくうという意見が

出ていました。しかし作ることで、自社分析他社分析

ができ、事業を進めやすくなるという作成済みの会員

さんの意見も出ました。

　最後のグループ発表では、藤本地区会長が一度作っ

たままの経営指針を今年中に作り直し、発表するとい

う宣言をされました。

　８月例会からの継続ですが、「作っていない人が成

中①地区会　地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　       　開催日：2017 年 9 月 15 日

中②地区会　地区例会報告   　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　      開催日：2017 年 9 月 20 日

日本マネーに魅力はあるのか！？ファイナンシャルプランナーが語る世界経済から見るこれからの運用方法
～ これだけは知っておきたい！失敗しない投資の考え方～

報告者：㈲ ST コンサル　代表取締役　高山誠司　氏
　「投資」と聞くと皆さんどんなイメージがあります
か？私は「ギャンブル、危ない」と言うイメージがあ
りました。今回の報告を聞きそんなイメージは変わり、

「投資」とは「お金を育てる」ことなのだと学びました。
　メインは投資の話なのですが、世界経済の状況、世
界の運用等を絡めて話され、経営者としてこれからど
こに目を向けるかのヒントになったかもしれません。
また投資の方法としてユニットリンク保険を紹介さ

れ、会社への活かし方を学びました。知っておくと為
になる。そんな情報満載な例会でした。
　また例会後の懇親会にて今期入会された方の歓迎会
を行いました。今西さん、池田さん、勘田さんこれか
らよろしくお願いします！

文：㈲繁本組　向田篤史



ー 5 ー

てもらうためには、自分が代表者になったとき何をし
たいのかを明確にすべきではないか、業界全体として
は売上が先細っていく現状に対しもっと危機感を持つ
べきではないか、近い将来必ず経営指針を策定してほ
しい等、建設的な提案や真剣な指摘がなされ、発表者
である髙橋さんも参加者も共に学びを得られる例会に
なったと思います。

文：三崎法律事務所　三崎和也

　 去 る ９ 月 20 日、
標記例会で、株式会
社髙橋呉服店の髙橋
信善さんに、経営体
験報告を行っていた
だきました。
　髙橋呉服店は、明

治２年創業、現在の代表者（父）が５代目という歴史
ある会社です。同社の沿革、戦時中の苦労話等を交え、
髙橋さんの、着物呉服業の市場を拡大したり利益を拡
大していきたいというよりは、「良いものを求める目
を持った今あるお客様に対し正直に向き合い、大切に
していきたい」という理念や会社の伝統、そして着物
や白生地の特殊性・面白さについて、着物に用いられ
る様々な生地の実物を見せていただいたりして語って
いただきました。
　グループ討論では、外国人に対し着物の良さをア
ピールしてはどうか、現代表者（父）から事業承継し

　去る９月 10 日（日）に、恒例の家族例会を開催し
ました。今年は、島根県金城町にある「きんた農園」
でブドウ狩りと、ウエスタンパークでのバーベキュー
＆乗馬体験で、会員 20 名、家族の方 28 名（内、子
ども 18 名）計 48 名の参加
での開催となりました。
　当日は、天候にも恵まれ、
農園では思い思いのぶどう
を収穫。実家などへ送られ
る方もおられました。
　バーベキューでは、肉の
メニューはもちろん、女性・
子ども向けのメニューも充
実しており、楽しく親睦を
深めることもできました。
　その後は、乗馬体験・馬
への餌やりなど、日頃ない
時間を過ごされ、17 時頃に
帰広・解散となりました。

中③④地区会　地区例会報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　    開催日：2017 年 9 月 20 日

中⑨地区会　地区例会報告　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　   開催日：2017 年 9 月 10 日               

　怪我などされる方もおらず、参加いただいた方ご協
力ありがとうございます。

文：スギハラメンテナンスサービス　杉原太郎

中⑨恒例！家族例会！
～ブドウ狩り＆バーベキュー＆乗馬体験～

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
～社長就任までＸ年？　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～

報告者：㈱髙橋呉服店　髙橋信善　氏
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女性部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　　   開催日：2017 年 9 月 7 日

青年部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   　開催日：2017 年 9 月 28 日

　２年に 1 度のオープン例会、今回は９月７日 ( 木 )
に宮崎同友会会員のＫＩＧＵＲＵＭＩ . ＢＩＺ株式会
社　代表取締役の加納ひろみさんに「経営の処方箋」
～自社が抱えている課題に効く薬が見付かります～と
題して経営体験報告をしていただきました。
　当日は早朝から嵐のような大雨が降りましたが、例
会開始頃には雨も小康状態となり 112 名の方が参加
して下さいました。
　ＫＩＧＵＲＵＭＩ．ＢＩＺ㈱さんは着ぐるみに特化
した事業を営まれており、企画から製作まで女性ばか
りの工場で愛らしい着ぐるみは生まれています。「こ
ちら側の笑顔と向こう側の笑顔」「正しい商品は正し
い場所から生まれる」という信念は加納さんが数々の
苦悩を経験しそれらを社員さんと真摯に向き合い、共
に解決されてきたからこそ生まれてきた言葉であると
感じました。
　加納さんの報告は経営をしていく上で共感すること
が多く、グループ討論をすることで皆さんに気づきが

　西研株式会社の製造係長である内藤毅氏にご報告頂
きました。
　3S 活動とは「整理・整頓・清掃」の頭文字を取っ
た言葉で、製造業の合言葉として日常的に行われてい
ます。
　6 年前に 3S 活動推進のメンバーに抜擢された内藤
氏。はじめは毎月従業員に職場のいらないものを投票
してもらい、投票回数が多い従業員に報奨金や表彰を
行っていました。しかし投票に批判的な従業員も多く、
次第に投票率も低くなっていきました。社員一丸と
なって 3S 活動に取り組めていないと感じた内藤氏は、
今まで行ってきた投票を取りやめ、3S 合同勉強会を
発足、毎月全員参加を目指しました。3S 合同勉強会
を通して従業員全員に職場改善を考える機会を与える
ことで、自発的に 3S に取り組む土壌を作りました。
現在では徹底した 3S 活動が継続的に実践され、美し
い職場環境を実現されています。
　グループ討論では、自社の職場環境に当てはめてで

きることはないかを議論しました。普段あまり意識し
ない職場環境を見つめ直す機会となり熱い議論が交わ
されました。
　例会後の懇親会は、内藤氏を含む例会出席者全員に
ご参加頂き、刺激のある濃い時間を過ごすことができ
ました。お忙しい中、快く発表者を引き受けて頂きま
した内藤氏、本当にありがとうございました。また多
くの青年部会員にご参加いただきありがとうございま
した。

文：マテリテック㈱　三上尚吾

あったのではないかと思います。その気づきが「経営
の処方箋」です。あとはその気づきを自らが実践して
いくこと…。忘れかけた時にはお持ち帰りいただいた

「お薬袋」をみて思い出してください。
　Only is not Lonely ～経営者は孤独だけど一人では
ない～、女性部会や同友会の仲間の存在に改めて感謝
した例会でした。

文：㈱中国光洋　平原千秋

３Ｓ活動で業務改善！
～キレイにするだけが３Ｓ活動じゃない！～

報告者：西研㈱　製造係長　内藤　毅　氏

経営の処方箋～良薬は口に苦し、されどその実は甘し～
～自社が抱えている課題に効く薬が見付かります～

報告者：ＫＩＧＵＲＵＭＩ . ＢＩＺ㈱　代表取締役　加納ひろみ　氏
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ほっと一息
えぇねぇ ・ ・ ・

ボウリング！スコアアップ！
　髙橋呉服店　髙橋信善　氏（中③④）

　髙橋呉服店、高橋信善と
申します。
　以前はバイクをいじった
りなど、機械いじりが好き
でよくバイクの部品を変え
たりして遊んでいました。
最近は休日の空いた時間に

よくボウリングをしに行きます。
　ボウリングは 10 年位やっていなかったのですが、
学生時代のバイト先のお客さんと親しくなって誘われ
たのがきっかけで、ふたたび始めることになりました。
　誘われた当初は年に数回程度でしたが、今では月に
一度は行くようになり、最近は奥さんも巻き込んで行
くようになりました。
　ボウリングは同じ助走、同じ転がし方をすれば同じ
所に行くはずなのに、なかなか思った所へ転がって行
かないところが難しくもあり、楽しくもあります。
　今後も時間が取れるときには少しでもスコアアップ

第 5 回広島中支部理事会　報告
＜入退会の承認＞
■入会希望者４名

　中①　チェンジズ不動産㈱　代表取締役　藤川　弘　氏　推薦者：松田　宜久

　中③④　㈱ Rainbow Sake　代表取締役　菅波　葉子　氏　推薦者：勝矢　珠容子

　中⑨　山本直輝税理士事務所　税理士　山本　直輝　氏　推薦者：渡邊　一史

　中⑨　㈲渺（びょう）　（後継者）　山根　鉄平　氏　推薦者：石井　睦子

■退会希望者８名

　中①　㈱ロードワン　代表取締役　中元　俊男　氏　推薦者：三田　善博

　中①　山本税務会計事務所　税理士　山本　昇　氏　推薦者：藤川　豊秋

　中①　兒玉法律事務所　弁護士　兒玉　浩生　　氏

　中②　㈱山崎本社　常務取締役　林　秀樹　氏　推薦者：江﨑　　健

　中②　ＳＵＲＰＡＳＳ ＯＮＥＳＥＬＦ㈱　代表取締役　佐々木　孝夫　氏　推薦者：上田　靖

　中②　㈲キタヤマ　代表取締役　北山　寛朗　氏　推薦者：兼品　雅彦

　中③④　プレシャスサービス㈱　代表取締役社長　河菜　直子　氏　推薦者：青木　博

　中⑨　共和電子㈱　代表取締役　髙井　建治　氏

■他支部への移籍１名

　中③④　㈱東洋サプリ　代表取締役　野口　裕美　氏　南②へ移動

※上記、承認されました。これにより、会員数は 371 名となります。

出来るよう通い続けたいと思います。
文：髙橋呉服店　高橋信善
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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 11 月　各地区会行事のご案内

報告者：㈲メタルワーク福山　大植　栄　氏
日時：11 月 17 日（金）18:30 ～
会場：同友会事務局
会費：無料
　中支部には障害者問題委員会がありません。県の委員会の取
り組みは、知ることからはじめようをスローガンとして支援学
校の参観日へ参加、障害者採用企業へ訪問等活動を行っている。
　今例会は、同友会の障害者問題への取り組み、歴史、活動理念、
目的といった基本的な事柄をお話し頂き、経営者としての知見
を広めて頂くことを目的とする。

【中①地区会】
障害者問題委員会で、自分や社員の特性を勉強しませんか？
～特性を知ることで、人材育成に活用しましょう～

報告者：㈱キャピタルコーポレーション　村井由香　氏
日時：11 月 21 日（火）18:30 ～
会場：同友会事務局
会費：無料
普通の主婦に、突然ふりかかった「社長」という役回り
同友会で学んだ事をひたすらこなした 2700 日間のストーリー

中②役員会：11 月 14 日（火）19:00 ～　事務局

【中②地区会】
経営改革から学ぶ自社の未来ビジョン

～経営理念をどう実践するか～

中③④役員会：11 月 7 日（火）18:30 ～　事務局 中⑨役員会：11 月 1 日（水）18:30 ～　事務局

訪問先：永本建設㈱　永本清三　氏
　　　　㈱ウエストヒル　西岡伸悟　氏
日時：11 月 16 日（木）9 時～ 17 時
会費：2000 円（ランチ代込み）
　９：００・・・クリスタルプラザビル１階集合
１０：００・・・永本建設株式会社  
１２：００・・・おひさま
１４：００・・・株式会社ウエストヒル
１７：００・・・クリスタルプラザビル１階解散

【女性部】バスで行く例会
同友会の学びから、成長し続ける 2 社を訪問

～自分で、見て、聞いて、感じて学ぼう～

報告者：㈱ウメソー
代表取締役専務　字室克彦　氏

日時：11 月 22 日（水）19:00 ～
会場：同友会事務局
参加費：無料
中支部青年部会会員で現在、経営理念をお持ちの会社は少ない
と思います。企業理念＆経営理念の重要性を認知していただき、
理念の作成を始めること、また作成の過程で現状の課題や悩み、
不安を明確にし、会社・自分自身としっかり向き合うことで、
会社・自分自身のビジョン（指針）をつくるきっかけにします。

【青年部】
企業理念のない会社は迷子になる！

～企業理念こそが会社の道しるべ～

中①役員会：11 月 7 日（火）12:30 ～　一味

女性部幹事会：11 月 6 日（月）18:30 ～　事務局 青年部役員会：11 月 2 日（木）19:00 ～　事務局

【中③④地区会】
リョリョリョ！良和ハウスの求人社員教育
～番頭が語る、６人から２００人に成長した企業の歴史～

【中⑨地区会】
突然陥るかもしれない落とし穴と解決方法、労務編

～労務関連を中心に実例から学ぶ～

報告者：㈱良和ハウス　問芝法雪　氏
日時：11 月 28 日（火）18:30 ～
会場：同友会事務局
会費：無料
　中小零細企業において求人社員教育は切っても切り離せない
ものです。
　今回はそこにクロースアップし、30 年間で社員が 6 人から
200 人に成長した企業の成功例・失敗例など様々な体験を報
告していただきます。

報告者：大村法律事務所　大村真司　氏
日時：11 月 24 日（金）18:30 ～
会場：まちづくり市民交流プラザ　研修室 B
会費：無料
　労務関連の問題を事例から解決方法を学ぶ！


