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経営フォーラム分科会プレ報告 !!

会社の発展と社員教育は不離一体
報告者 ： テクノス三原㈱　代表取締役社長　向田尊俊氏

　２０１７年９月２２日 （金） に三原支部東地区例会

を開催いたしました。 報告者はテクノス三原株式会

社　代表取締役社長　向田尊俊氏でした。この度、

向田氏は広島県中小企業家同友会の代表として

１０月に開催される広島県経営フォーラムの第４分科

会で報告されます。 報告テーマは 「会社の発展と社

員教育は不離一体」 ～社員の働きがいのある会社

を目指す～。 今回の例会は経営フォーラム本番へ

向けてのプレ報告をして頂きました。

　テーマにあるように、 社員の教育 ・ 採用について

の体験談です。 大学を卒業後は企業に就職し充実

した時間を過ごしていたが、 あることをきっかけにテク

ノス三原株式会社に入社することになりました。 まっ

たく後を継ぐ気がなかったので、 当時は自社がどの

ような仕事をしてい

るか知らなかったそ

うです。

　入社して社員

に資格取得、 技

術の向上と教育に

力を入れます。 そ

のかいもあり売上

も伸び順調でした

が、 なにか物足り

なさを感じある思

いに至ります。 「社

員に主体的に働

いてもらうためには

どうすればいいの

だろうか」。 そこで、

新しい風を入れる

ために中途採用

ばかりだったのを新

卒採用をすることにしました。 当時はまだ専務であっ

たため、 社長、 管理職、 一般社員のすべてに反対

されるスタートとなります。 反対を押し切り始めた新卒

採用に１年目から２名採用と結果が出ます。

　新卒社員が入社してきて、 考えてもなかったような

ことが起き始めたと向田氏は言います。 新卒社員の

仕事に対する姿勢が先輩社員たちを変えていきまし

た。 新卒採用に後ろ向きだったはずの社員たちが、

後輩をかわいがり共に成長する風土ができ始めてい

きます。 そして、 新卒採用を始めることにより向田氏

も社員の将来について今まで以上に真剣に考えるよ

うになりました。 「１度しかない人生でテクノス三原を

選んでくれた社員たちを必ず幸せにしなければと」。

　今回報告を頂き改めて、 情熱的な社長であると

感じました。 １０月の経営フォーラムでの報告も楽しみ

にしておきます。

㈱共仕販　奥田浩之



　2017 年 9 月、 第 5

回三原支部西地区例

会を大和町の白竜湖

シャンテにて開催しまし

た。

　今回は㈱シンセラの

大江さん、 ㈲ ITO テク

ノの伊藤さん、 そして （社） みどりの町の岡田さんの

３人に報告をしてもらう内容でした。 　『 我が社のこ

こが自慢』 と題して御三方の会社紹介、業務内容、

そして強みなどを報告していただきました。

　それぞれ 20 分という少ない持ち時間内で上手に

まとめてあげての報告、 なかにはもう少し時間が欲し

かったという方も居られたかもしれませんが、 普段か

ら身近に感じて知っていたつもりでもよく分かっていな

かった報告者皆さんの事を改めて知れる機会になり

ました。

　いつもの例会でしたら自

社自身の今までの苦労話

や失敗した事を中心に報

告してもらうのが多いので

すが、 今回の例会テーマ

は 「我が社の自慢話」。

たまには自社自慢を中心

にした報告を聞かせていた

だくのも良いのでは、 という

試みもふくめて行った例会

でした。

　「そんなに自慢できる事

なんかないわ～」 と皆さん

仰っておられましたが御三

方の報告を聞いてみると、

みなさんしっかり自慢ネタを

持ってらっしゃいました（笑）。

３人の会員が我が社の強みを語る！

我が社のここが自慢
報告者 ：㈱シンセラ　大江真二氏

　　　　㈲ ITO テクノ　伊藤京三氏

　　　　（社） みどりの町　岡田雄幸氏

　当日はその後グルー

プ討論も行い、 報告者

の方々に色んな質問を

行いました。 普段は身

近だからこそ意外に聞き

にくい事でも、 このような

場だから皆さんざっくば

らんに意見されておられました。

　地区例会では普段の支部例会よりも参加する会

員同士の距離感がより近い例会だと思います。 その

身近な雰囲気で行われ

る地区例会は、 より会

員同士を知る事の出

来る場でもありました。

　当日は運営側の準

備不足などもあり参加

された会員さんにも不

快な面があったかもしれませんが、 今後の課題とし

て次回はもっと盛り上がれるような西地区例会開催

を目指して、 そしてより多くの参加者が来られるよう、

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

㈲小倉建設　小倉一弥



　平成 29 年家族例会は、 例年と趣向を変え 「ワ

イワイ！家族ボウリング」 と題し福山のコロナワールド

でボウリング大会を開催しました。

　今回は、 行きも帰りもコロナから無料送迎がある

ので全員でバスに乗って会場まで向かいました。 行き

のバスでは 「時間ぴったり賞」 と言うゲームを行い、

会場に着く時間を当てた方にはプレゼントを用意して

いた為、 行きのバスの中でもワイワイしながら向かい

ました。 その中で 「運転手さんゆっくり行って」 とか 「時

計止めようや」 などと、 1 番はしゃいでいたのが ITO

テクノの伊藤さんでした （笑）

　今回のボウリング大会では、 一番得点の高い方

が優勝なんですが、 参加者の中で、 男性の得点

が高いと考え、 女性陣、 子ども達にはハンデをつけ

て臨みました。 4 人 1 組でレーンに入りましたが、 数

年ぶりにボウリングをするので自信の無い方や、 「自

信ないなぁ」 と言いながらもこっそり自信を持ってる方、

豪快に球を投げる女性陣など、 普段の例会では見

れない顔が見れ、 とても楽しかったです。

　また子どもたちには、 ガーター防止の枠を付けてい

るため思う存分右へ左へ投げて、 三原にないボウリ

ングをとても楽しんでいました。 こうして、 題名通り、

参加者全員で 「ワイワイ」 しながら、 ボーリングを楽

しみました。

　ゲームの途中、 会場が真っ暗になり、 各レーン 1

人だけスポットライトを浴びながら投げるイベントで、

ITO テクノの伊藤さんが見事ストライク！！！！！

　その時の、 喜びっぷり、 はしゃぎっぷりは、 まるで

60 年前の少年の姿そのものでした （笑）

ワイワイ！ボウリング大会！

家族例会を開催！

　優勝は、 腰を痛めたお父さんと一緒に、 頑張って

投げたイズタコンサルタントの泉田さんの次男くんでし

た！！すばらしい！！！！

　ボウリングの後は、 焼肉食べ放題に行き、 みんな

で懇親を深めました。 食べ放題飲み放題と言うこと

もあり、皆さんおしゃべりをしながらも、しっかり注文し、

お腹いっぱいで帰りのバスに乗り込みました。

　参加された方からは 「初めて参加したけれどとても

楽しかった。 また参加したい。」

「家族例会もいいもんじゃねぇ。」 とお声をいただき、

とても嬉しかったです。

　ただ、 まだまだ参加人数が少ないと感じており、

今後参加人数を増やすには、 もしかしたら家族例会

と言う形を変えるのも良いかもしれませんね。

　最後に、 個人的には、 少年のように楽しんでくだ

さる伊藤さんが見れて、 企画して良かったです （笑）

　ご参加いただいた方、 ご協力いただいた方本当に

ありがとうございました。

㈲よしなが　吉永周平



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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現在会員数 ： 69 名　今年度会員数目標 ： 75 名

知りあいの経営者をお誘いの上、
ぜひ、ご一緒にご参加ください！

＜三原支部11月例会のご案内＞
経営指針の成文化、あらビックリ！
5年後の売り上げ４割ダウン・・・
〜社外重役会議：顧客から選ばれる存在であり続けるために〜
報告者：三平商事㈲　代表取締役　林　大作　氏
■とき　11月 21日（火）19:00 開会
■会場　エムセックビル 2F（城町 1丁目 12-5)
■会費　無料

　みなさんは 5 年又は 10 年後の自社のビジョンを成文化

されてますか？　どんな仕事も永遠に続けられる保証はあり

ません。技術の進歩や環境の変化で、仕事の内容が変わっ

たり、 仕事そのものがなくなってしまったりする可能性も否定

できません。 「未来は見えない！わからない！」 と思われがち

です。 しかし見えている未来と、 作っていく未来があります。

　今回、 問題提起されるのは、 三平商事㈲代表取締役

　林大作氏。 1967 年 6 月生まれ。 27 歳でサラリーマンを

終え、 地元に戻ると同時に三平商事㈲に入社。 以来約

20 数年間、 試行錯誤を繰り返しながらも順調に実績を伸

ばしてきました。 2015 年同友会入会後、 すぐに経営指針

作成にとりかかります。 そして経営計画を考えているうちに 5

年後に売り上げが 4割ダウンする事に気が付きます。

　「経営者の役割とは？」　自社の現状の報告と見えてい

る未来への計画と悩みを語って頂きます。 その悩みの解決

に向けて参加者全員で真摯に考えて参ります。

【入会のお知らせ】

■入会 ： ㈲上田自動車　代表取締役　上田隆紀　氏

七転び八起き

　衆議院が解散した。 「大儀なき解散」 と言われて

批判的な見方が多いが私はそう思わない。 衆議院

を解散する権利は総理大臣のみが持っている専権

事項であり、 任期満期まで務めたのは日本国憲法

下では 1 回しかない。 今回の解散は、 このタイミング

しかなかったように感じる。 消費税増税、 五輪特需

も 18 年から 19 年に一通りの大型工事終了、 北朝

鮮問題など、 即断即決即実行が求められる時代に

トップが自分の考えるビジョンをぶれずにやりやすい

ように進めていくことは当たり前ではないか。

　問題は選ぶ私たちだ。 情報を知り、 何をしたいの

か、 どんな日本を共に創っていけるのかを吟味し一

票を投じたい。 三原支部の理事会で支部の中長期

ビジョンについて議論された。 選挙は情報の受け手

だが、 同友会は情報を発信する方である。 発信す

る勉強も勇気も決断力もある。 ビジョン策定する過

程で私も発信力を鍛えていきたい。

NPO 法人ちゃんくす  西上忠臣


