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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 9月例会】 

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 ～ 
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今月の見どころ 

 

中小企業家同友会全国協議会では、「働く環

境の指針づくりの手引き」なるものの策定が進

められています。 

中小企業の人材不足感はますます強くなり、

働く人にとって「魅力ある中小企業」づくりに

取り組まなければ、企業の存続も危うくなりそ

うな情勢です。 
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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 ～ 
■とき：2017年 9月 25日（月）19:00 ■会場：しまなみ交流館大会議室 

■報告者： (株) みつぎ交流館 内海 洋平 氏 

 

【概要】 

今回は（株）みつぎ交流館 内海洋平さんの

体験報告でした。内海さんは大学卒業後広告代

理店勤務を経て、２年前に地元御調町へ帰郷。

お父様が立ち上げられたパパイヤの栽培事業を

引き継がれ、厳しい環境の中懸命に事業の拡

大・発展を続けてこられています。 

 

自己紹介・自社と御調町の紹介に始まり、帰

郷して事業を引き継ぐ決心をしたきっかけ、こ

れまで経験された葛藤や苦労の数々、「尾道パパ

イヤ」の魅力とパパイヤや故郷に対する想い、

今後の展望や夢等を熱く語って下さいました。 

後半は、「自社の魅力をちゃんと理解し、発信

できていますか？」というテーマでグループ討

論を行いました。各テーブルごとに活発な討論

が行われ、大いに盛り上がりました。 

今回の参加者は新入会員や近年入会者、オブ

ザーバーの方々の割合が高く、グループ毎の発

表も各々の個性的な考えが前面に出たフレッシ

ュなものが多かった様に思います。 

尾道冷凍工業（株） 徳永 剛志 

 

 

【感想】 

今回の発表をお聴きする前に、私は「パパイ

ヤ」というあまり身近に無い野菜に興味を惹か

れていました。しかし、内海さんの発表を聴く

中で、新たな事業を始める大変さ、自社の魅力

を発信する難しさ等、発表を聴いている内に、

どんどん内海さんの話に引き込まれていました。 

改めて自社の魅力とは？発信方法とは？と問

われると、考えてしまう自分がいます。グルー

プ討論では、魅力は社員やお客が見つけるもの、

周りの人が良いと言ってくれることが魅力であ

る。という意見もあり、人と人との繋がりの大

切さを改めて確認することもできました。 

私は販売を仕事としている業種ではありませ

んが、何かを始める大変さ、魅力を発信する方

法等、色々な業種に共通する大切さを学ぶこと

ができました。これからも、人と人との繋がり

を大切にし、自分たちの魅力を発信し続けるこ

とができるように努力していきたいと思います。 

内海さん、お忙しい中、発表ありがとうござ

いました。 

社会福祉法人若菜 藤本達也 

 

9月支部例会 
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数字を「知る・理解する・作る」の 3回シリーズ 
～数字を知り、数字に強くなる勉強会～ 

 

経営指針書作成に重要な数字に関する勉強会

を 3回シリーズで開催しました。その最終回でし

た。今回は“決算書の数字を作る”ための具体的

な内容として、1.今の売上を構成しているのは

何？、2.売上高と粗利益はセットで、3.計画を達

成するための経費、4、計画を達成するための投

資・融資 という 4つの内容について、講習・ワ

ーク・質疑応答という流れでした。自社の売上構

成の中で、強化する項目、新たに取り組む項目、

逆に現在力を入れるべきではない項目とはどん

なものかを具体的事例を含めて報告して頂き、そ

れらを達成するために必要な資金をどう調達す

るかという内容でした。 

経営指針書の中で重要な経営計画を自社で作

成するための良いきっかけになる 3回の勉強会だ

という感想もあり、中身の濃い勉強会でした。 

(有)光立建設 浮田 友輔 

 

 

 

 

 

 

 

フレッシュマンセミナー 第 3講 （3回シリーズ） 

「夢 働く目的」 講師：㈲浦島 川口 新太郎氏 

■日時：9月 22日（金）19:00 ■会場：しまなみ交流館 

 

 

いつもお世話になっております。フレッシュマ

ンセミナー実行委員長の長坂侑です。 

9月度を持ちましてフレッシュマンセミナー三

回シリーズが無事終わりました。この三回シリー

ズを通して、参加者が自分自身の性格や特徴を知

ることにより、今何を望んでいるのか、何が足り

ないのか、何を目指しているのかが明確になった

と思います。その中で自分自身の目標や夢のため

には『今の行動や姿勢が大切なこと』『今働いて

いることが目標に繋がること』そして『自尊心を

大切にしていくこと』を学び得ることが出来まし

た。そして、やはり一番は参加者同士同年代の仲

間が出来た、この横のつながりが素晴らしいもの

だなと感じました。このセミナーに関わってくだ

さいました同友会の先輩方、そして、参加してい

ただいた会員の皆さんや参加者の方々にこの場

を借りて感謝を申し上げたいと思います。本当に

ありがとうございました。 

身近な方々に感謝して。 

長坂侑 

 

求人社員教育委員会 

経営労働委員会 
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映画の街・尾道で唯一の映画館で映画鑑賞じゃけぇ 
■日時：9月 26日（火）18:30 ■会場：シネマ尾道 

■報告者：ＮＰＯ法人シネマ尾道 代表理事 河本 清順 氏 

 

 

今回の青年部例会はシネマ尾道を舞台に、代表

の河本清順さんに体験報告をしていただき、その

後全員で映画観賞をしました。より多くの人にシ

ネマ尾道を訪れてほしい、体験して欲しいという

河本さんたっての希望から青年部のみならず本

会、オブザーバーの方々と総勢４０名近いご参加

をいただきました。 

河本さんの体験報告は、ご本人が語っておられ

られた「映画の街尾道なのに映画館が無い、自分

の街で映画を見ることができないのか！悔し

い！」という創業当時の想いに突き動かされた決

断、行動の連続でした。 

そんな中で特に私の印象に残ったのは、シネマ

尾道の持つ目的の変化です。尾道で映画を上映す

る舞台として動き出したシネマ尾道が、沢山の

人々や同業者の支持を受け創業から 10年を経た

今では、ワークショップやイベントを通じて子ど

も達が文化に触れ映画を知る、人を育てる舞台に

変わっていました。 

「尾道で文化で飯を食べる人を増やしたい！」

河本さんは最後にこうおっしゃられました。文化

というのは、私にとっては社業のことだと感じま

した。先を見据えた目的を持って人を育ててゆく

舞台。確かな目的を持って進むシネマ尾道を知っ

て、自社もそんな舞台にしたいと強く感じた 9月

青年部例会でした。 

有限会社 日工電設  多田雅哉 

 

 

 

 

 

働きやすい職場づくり③ 
女性の立場からみた働きやすい職場環境づくり（意見交換） 

■日時：9月 12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 

 

女性が働きやすい職場作りをテーマに山根社

会保険労務士の山根先生を講師に招き勉強させ

て頂きました。 

今回は最終章として「賃金規定」、「36協定」、

「就業規則」、最近は加えて「育児介護就業規定」

など社員を雇用する上で必要な事で届出を出さ

なければならない事柄を勉強させて頂きました。 

また、普段、疑問に感じてる事、困っている事

などの悩みを相談出来る時間を作って頂き、みん

なちょっとした疑問を気軽に聞く事が出来まし

た。 

規定を作成する時のポイントは自分が労働者

だったら！と考える事だそうです。 

なるほど！！と納得しました。 

フジタ㈱ 矢野 三佐枝 

青年部会例会 

女性部会例会 
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企業訪問 ～(株)プラス 因島事務所 
■日時：9月 27日（水）15:00～16:00 

■会場：㈱プラス因島事務所 大浜地域未来交流館「晴耕雨読」（旧大浜保育所） 

 

大浜保育所の跡地を

活用したコミュニティ

ー施設。保育所閉演が決

まった際に、運営管理を

する条件で事務所とし

て無償で借り受けたと

のこと。教室を４時間５

００円等の安価でレン

タルスペースとして貸

し出したり、月１回程度、音楽イベントやマルシ

ェなどを企画し、年間６０万円の売り上げを目安

に活動している。今はとにかく来て利用してもら

う事に重点を置いており、そのためには地元の人

をまきこめるかがポイントなのだという。人件費

を考えると赤字なので、安定した利益が出せる所

まで育てるのが目下の目標とのこと。 

記／宝商事（株）髙垣年希 

 

 

 

 

 

新会員オリエンテーション 
■日時：9月 13日（水）19:00 ■会場：工房おのみち帆布 

 

去る 9月 13日、第二回新会員オリエンテーシ

ョンを無事終えることが出来ました。 

会員バッジ授与後、三名の新会員が新たな仲間

として加わり、尾道支部は 100名態勢にて新たな

船出となりました（9月末時点）。 

次第に沿って研修を進める中、新会員による積

極的で前向きな意見が飛び交い、先輩会員との白

熱した場面が終始において見受けられました。当

然ながら懇親会でも、更に盛り上がりをみせたこ

とを付け加えておきます。 

先輩後輩問わず、双方向からの気付きと学びの

ある環境と組織づくり。自社と同友会が、常にシ

ンクロした同友会型企業に向かっているかどう

か？ 費やす時間と会費に見合う学びを自社に

持ち帰れているかどうか？ 

同友会での成長のきっかけの一つに体験発表

があります。今回は誰？ 何しゃべるの？ マン

ネリ化していない？ そんな声が出ているかど

うかはわかりませんが、新入会員と接する中で、

自分（先輩会員）も成長し続けて行かなければ、

「聞く」「学ぶ」「実践する」力も衰えてしまう

ということ。自身が変化しなければ、相手の変化

にも気付けないということ。自社をよりよく変え

ていく為には、先ず自分自身が変わらなければ、

そこに活性化は生まれません。そんな基本的な姿

勢を改めて感じさせて貰えた次第です。 

 

最後に、会員オリエンテーションは委員会行事

ではなく支部行事です。 

我こそは！と熱い想いのある先輩会員方の積

極的な参加をお待ちしております。 

山路ケース㈲ 山路 浩史 
 

企画広報委員会 

組織委員会 
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10 月支部理事会報告 
とき：2017 年 10 月 4 日（水）19:00～  ところ：工房おのみち帆布 

 

議長：岩田副支部長 

■ 開会挨拶（高垣副支部長） 

人生は 25 年周期というお話を聞きました。25 才

までが勉強、50 才までが実践、75 才までが伝え

る、100 才までがボランティアだそうです。私の

年齢だと、伝える役割ですね。 

■ 確認・報告事項 

※ 9 月例会（政策環境委員会担当）のふりかえりと、

10月～1月の例会の準備状況の確認を行いました。 

☆ 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） 11/17（金）19:00 し

まなみ交流館 テーマ：強い会社づくりに必要な

事とは！ 報告者：㈲和弘商事 黒飛元晴氏 

☆ 12 月例会（青年部会） 12/22（金）19:00 妙

宣寺 テーマ：忘年会 講師：妙宣寺住職 加藤 

慈然氏 

☆ 1 月例会（総務 ＆ 組織委員会） 1/25（木）18:30 

グリーンヒルホテル尾道 講師：尾道市長 平谷

祐宏 氏 

■ 県理事会の報告（神原支部長） 

※ 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。 

・討議事項「共同求人活動の見直し」 

・報告事項 

中同協関係 8/31-9/1 経営労働問題交流会（京

都）の感想 

中同協関係 9/14-15 青年経営者全国交流会

（茨城）の感想 

・承認事項 

事務局会議室の使用ルール 

■ その他 

※ 担当の高垣（年）氏より、経営フォーラムの参

加呼びかけ（目標 25 名）とチャーターバスの

報告がありました。 

※ 担当の高垣（洋）氏より、障害者問題全国交流

会の参加と、オプショナルツアーへの協力の呼

びかけがありました。 

※ 徳永政策環境委員長より、9/20 に開催された

活性化企画発表会の反省会の報告がありまし

た。来年は、7/26（木）に開催予定。 

※ 理事会の前に第 1 回の役員選考委員会が開催

され、互選で杉原氏が委員会に選ばれたこと、

立候補推薦の受付を 10/26～10/31 の期間行う

ことの報告がありました。 

■ 入退会の承認 

入会希望者 なし 

退会希望者 

㈱おおもと工務店 大本将由氏 推薦者：小圷

宏美氏 参加できない 

※ 承認され、会員数は 99名となりました。 

■ 討議事項「支部の組織は今のままでいいです

か？（短期と長期）」 

※ 役員改選期を迎え、来年度の組織ならびに役員

定数について全体で意見交換しました。 

※ 冒頭に、各委員長より委員会の役割説明があり

ました。また、県の組織、他支部の組織のあり様

を確認しました。 

※ 意見交換での主な論点は以下。 

・運営部門の委員会は、県と支部が連動していない。 

・事業門の委員会は、県と支部が連動しているが、

尾道支部で対応できていない委員会がある。 

・憲章条例推進プロジェクトは、これまで政策委員

長が参加していたが、副支部長が対応してもよい。 

・県総会経営フォーラム委員会も、副支部長が対応

してもよい。 

・県の財政部には、総務委員長が参加しているが、

役割はかなりちがう。 

・県の広報部には、企画広報委員長が参加している

が、役割はかなりちがう。 

・支部例会を委員会と部会が担当していることの長

所短所がある。 

※ 意見交換の結果、以下のことを決定しました。 

・企画広報委員会は、企画委員長と広報委員長を

別々に選出する。 

■ 閉会挨拶 浮田氏 

ちょうどいま、次期の経営指針を作っているとこ

ろで、10 年ビジョンも考えてみようと思います。

さらにがんばります。 

文責 事務局 竹河内 
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■尾道支部 11月 委員会・部会行事のご案内■ 
 

支部理事会 

 

■日 時：11月 7日（火）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：11月 1日（水）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 

 

※ 支部 11月例会を担当します。 

 

■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 

求人社員教育委員会 

 

■日 時：11月 2日（木）19:00 

■会 場：浪漫珈琲三成店 

■内 容：運営の会議です。 

政策環境委員会 

 

※ 11月はありません。 

青年部会 

 

■日 時：11月 22日（水）19:00 

■会 場：しまなみ交流館大会議室 

■テーマ：自分と対話しよう！ 41ビジョン！！ 

■報告者：中本悠哉氏、長坂侑氏、多田雅哉氏 

女性部会 

 

障全交に参加のため 11月の行事はありません。 

《予告》 

尾道支部 12月例会（忘年会） 
 

■日 時：12月 22日（金）19:00～21:30 

■会 場：妙宣寺 

■テーマ：尾道の歴史について 

■講 師：妙宣寺 住職 加藤 慈然氏 

■参加費：4,500円 

共同求人・社員教育活動全国交流会 

地域で若者を育て、地域に若者を残す 

～ 持続可能な地域と企業のために ～ 

■日 時：12月 7日（木）～8日（金） 

■会 場：くにびきメッセ（島根県立産業交流会館） 

■参加費：18,000円 

■主 催：中小企業家同友会全国協議会 

■設 営：島根同友会 
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広島県中小企業家同友会 尾道支部 11 月例会 
 

【テーマ】 強い会社づくりに必要な事とは！ 

【報告者】 (有)和弘商事 代表取締役 黒飛元晴 氏 

【報告要旨】 

自己紹介、サラリーマンから和弘商事入社に至る経緯、社業（廃棄物業）に対する思い、

新たな取り組み、今後の展望等を事例も踏まえて体験報告していただきます。 

報告者の報告より自社について考えるきっかけとします。 
 

 

と き 2017年 11 月 17 日（金）19:00 ～ 21:00 

会 場 しまなみ交流館大会議室 

参加費 無料 

 
 

 

 

 

でべらの尾っぽ 
 

しまなみ海道トライアスロン大会 IN尾道 2017 
 

9 月 9 日・10 日、サイクリストの聖地、しま

なみ海道のほぼ中間に位置し、美しい夕日の見

える海水浴場として評判の瀬戸田サンセットビ

ーチ周辺を会場にした「しまなみ海道トライア

スロン大会 IN尾道 2017」が開催されました。 

(スイムが 1.5km、バイク(自転車)が 40km、ラ

ンが 10kmで合計 51.5kmです) 

ステージ横には大型モニターが設置され、ド

ローン２機による迫力ある映像がリアルタイム

で届きとてもエキサイティングでした。 

弊社 有限会社理興 R&R レンタル尾道もメ

イン会場周辺で多くのレンタル機材を用いて設

営を行いました。 

(大型のテント 3K5K(5400×9000)12 張りを中

心に 2K3K テント(3600×5400)などのテントが

約 40張り、机が 200、椅子が 600脚、ベンチが

50あまり、グリーンフェンス・イレクターフェ

ンス等々・・・・) 

本大会の実行委員会の方より、「風光明媚で情

緒あふれる尾道の地でトライアスロン大会を開

催することにより、尾道の素晴らしさを全国に

発信するとともに企業や地域等との協働を創出

し、スポーツ・ツーリズムの展開による観光魅

力化を促進し、地域活性化に資することを目的

とする」という説明があり、その主旨に賛同し、

本年度入社した若手社員とともに真っ黒になり

ながらともに設営をしましたが、達成感を感じ、

「多くのボランティアスタッフの方がこの大き

な大会を支えているんですね」といった若手社

員より報告があり、その視点が大変うれしく思

いました。 

さあ 10 月 11 月は数多くのイベントの設営を

受けております。社員が仕事を通じて成長して

いくさまを大変楽しみにしています。 

㈲理興 杉原 寛 

 


	01 表紙
	02 行事報告
	03 理事会報告
	04 行事案内 11月
	05 尾っぽ

