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西支部現在会員数 227名 
 

 

皆さんこんにちは、私は廿日市・

大竹地区会の経営労働委員の石原工

芸の石原です。宜しくお願い致しま

す。 

私たちの仕事の一つが経営指針を

成文化するための経営指針講座の開

催です。 

今回は 9月 28日より 12 月 9日

までの 6 講座の予定です。 

その特徴は「社員と共に」経営者

の思いや方向性が凝縮され、拠りど

ころとなり、目標を共有できるよう

「使えて活かせる経営指針書」の作

成をめざします。 

この講座が始まって以来ずっと参加させて頂

いていますが、その都度色々な気づきがありま

す。そのお蔭で今の状況があると改めて思い感

謝しています。 

日頃の現場から少し離れて、客

観的に社内を見つめ直す絶好のチ

ャンスです。 

講座には専門家の先生に指導頂

き、フォローもしてもらえます。

気軽に足を運んで頂き、一歩を踏

み出して頂ければと思います。 

藤原経営労働委員長や各委員が

心よりお待ちしています。是非と

も一緒に学び、「経営指針書」を活

用して『良い会社』『よい経営者』

『よい経営環境』を作りましょう。 

 

広島西支部 副支部長・経営労働委員 

 石原 弘善 

  石原工芸(株)  代表取締役 
 

↓開催中の経営指針入門講座の様子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今月のメニュー】 

①  広島西支部重点方針「経営指針」 P1  ④ 同友トピア P5 

②  西＆廿日市大竹地区会、佐伯地区会 P2  ⑤ e.doyu 案内、編集後記 P5 

③  青年部会 P3  ⑥ 企業訪問 (株)カイカ P6 

 女性部会 P4     

お問い合わせは以下へ 広島県中小企業家同友会 事務局 
〒730-0037 広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ８Ｆ TEL:082-241-6006 FAX：082-241-6007 
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９月行事のご報告 
 

西＆廿日市大竹地区会 

自社の経営課題は明らかになっていますか？ 
-企業変革プログラム STEP1の活用- 

日時：９月１９日(火)18:30～      会場：西区民文化センター 参加者：24名 

報告者・記入者：(株)デイ・ディライト 代表取締役 藤原克明氏 
 

9月西地区例会は、「自社の経営課題は明らかにな

っていますか？」という題目で企業変革プログラム

STEP1（以下 STEP1）の勉強会を行いました。 

実際に STEP1になぜ取り組むのかの説明から実際

に STEP1を入力してもらい、その結果をグループ討

論で共有してもらいました。 

今回は西地区と廿日市大竹地区と合同で行い、佐

伯地区からも参加いただいて、盛大に行うことがで

きました。 

経営指針（経営理念、経営方針、経営計画、10年

ビジョン）を作成する前に、社外の情勢、自社の強

み弱みを把握することで、現在の立ち位置が具体的

に見えてきたのではないでしょうか？ 

今回は、グループ共有したことで、自社だけでは

なく他の会員さんの状況も見ることができてとても

有意義だったとの声をいただきました。 

経営者が経営に向き合うことこそ、皆さんが切に

望んでいる機会だと実感することができました。 

寺本地区会長がよくおっしゃっていますが「経営

指針を作成し3年PDCAを回すことで確実に業績は上

がる」という言葉を信じて、ぜひとも経営指針に取

り組んでいただきたいと思っています。 

尚、今回は e.doyuへの STEP1新規登録 16件を実

現でき、まさしく大きな STEPを踏み出せたと思って

います（^^） 

12月にも西支部では経営労働委員会主催で STEP1

から STEP2へつながる勉強会を開きたいと思ってい

ますので、奮ってのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

佐伯地区会 

国内市場縮小の危機を乗り越えろ！ 
～海外ビジネスへの可能性や課題と取組について～ 

日時：９月 20日(水)18:30～  会場：佐伯区民文化センター  参加者：20名 

報告者：ラボテック(株) 常務取締役 大野一之氏  

記入者：㈲藤岡保険コンサルタント 代表取締役 藤岡徹也 
 
この度の報告者は、ラボテック（株）常務取締役 

大野一之氏に、お話しをいただきました。ラボテッ

ク（株）は、環境分析を中心に、水質調査をはじめ、

土壌・大気調査などの化学分析・計測を行う①「環

境分析部門」分析事業センターと、分析装置を自社 

製造する②「分析装置開発部門」ＬＡセンターの２

つの部門に分かれ、分析から装置開発まで幅広く事

業をされておられます。特に、環境調査と分析装置

の開発製造までを行う同業社は少なく、化学分析・

計測・分析装置開発を通じて、他社との差別化の点

では、自社の強みである。 

2008年頃に、国内市場の閉塞感から、中国への進

出を検討しはじめた。その頃には、海外ビジネスへ

の期待を含めて、展示会などの視察をしたり、中国

人社員を正社員で雇用するなど、情報収集に努めた。 

2011年に、広島県と協力して、以前より広島県が

姉妹交流都市として交流している中国の「四川省」

の商談会に参加。商談先との交渉経て、翌年には、

代理店契約を調印した。 

当時は、テレビ局や新聞も大きく報道された。 

しかし、順風に思えたこのビジネスが、その後間

もなく、尖閣諸島問題が表面化して、状況が一変。

日本製の不買運動の影響をもろに受け、販路拡大は

思うようには進まなかったとのこと。 四川省の商談会に参加した時の集合写真。 
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現在では、海外進出と並行して、国内の足元をし

っかりと見つめ直され、今一度国内市場の掘り起こ

しで、国内市場縮小の危機を乗り越えようと、頑張

っておられます。 

最後に、大野氏は「強いものが生き残るものでは

ない。変化に適応した者が生き残る」とのダーウィ

ンの言葉をお話しされ、我々中小企業経営者も、変

化に柔軟に対応していく重要性をお話しされました。 

その後の、グループ討論では、4人一組となり、「今

後の国内市場縮小を見据えた自社の取り組むべき

『課題』とは？」と題し、討論を実施しました。討

論時間を 50分設けることができて、各グループもか

なり盛り上がりました。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。 
 

 

青年部会 

新入会員ＰＲ例会 
日時：９月 2７日(水)19:00～  会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ  参加者： 名 

報告者：㈱デイ・ディライト 田中雅也氏、㈱ＡＧＲＩ 竹岡雄介氏、㈱ＮＩＩＺＡＷＡ 栗原亮太氏 、 

㈱大栄クリーナー 中田憲一氏  記入者：(株)エルカエル 代表取締役 上川康弘 
 

9月 27日に、合人社ウェンディひと・まちプラ

ザにて新入会員ＰＲ例会を行いました。 

新入会員 4 名が、自社のことを西青年部会員に

「よく知ってもらう」をテーマに報告し、さらに

は報告者が自社のＰＲ練習上達につなげ、現在の

課題や悩みを共有し議論しました。 

 

○報告者 ㈱ＡＧＲＩ 竹岡 雄介氏 

事業内容は飲食店の運営。他にも弁当の仕出し

（デリバリー）、料理教室、雑貨の販売など、多く

を手掛けています。 

現在の経営課題は第一に「飲食店の集客の減少」

（特にディナー）。 

外食産業の市場規模は減少傾向にあるが店舗数

は横ばい状態。店舗数が減らないということは単

純に、顧客獲得がより一層厳しくなる。また消費

者の動きが鈍くなっている。外食する時間がない。

経済的にもそんな余裕がない等といったことから

コンビニ、スーパー、デパートの地下街などでお

惣菜を家庭で温めて食べるだけで済む中食に依存

し、また若者のお酒離れも拍車をかけている時代。

今後はどうするのか。このままでいいのか。何か

出来ることはないのか。竹岡氏は言う。 

「いかにお客さんを呼んで、いかにリピーター

するか!」それにはまず人材の育成。スタッフの

個々能力を上げ、お客さんが笑顔で幸せを感じる

お店づくり。またデリバリーでは医療機関から一

定の評価を頂いているが、さらなる高齢化社会へ

の対策として減塩料理に取り組む。新しい事業化

に向けて他社との取引を強化し新商品の開発を手

掛けたい。竹岡氏の挑戦は始まっている。 

 

○報告者 ㈱ＮＩＩＺＡＷＡ 栗原 亮太氏 

事業内容は新車及び中古車の販売、買取り、整

備。月間 100台を売る自動車販売店である。 

自社の課題は、業界全体に広がっている「少子

高齢化と自動車不保有問題」である。高齢者の運

転免許の自主返納や若者の車離れなどにより、運

転者そのもの減少し自動車自体が売れなくなる時

代が来るのではないかと予測され、また長引く不

況の中、購入者がなかなかお金を出したくないの

で同じ車にできるだけ長く乗ろうとする動きも見

える。利益を上げるためには、ある程度の在庫車

両を持つ必要があるが在庫を増やせば増やすほど

在庫費用もかかり、また長期にわたって在庫する

ことにより顧客がいつも同じ車が並んでいるとい

ったイメージダウンにつながる事もある。そんな

中、栗原氏は月に仕入れた在庫はすべて販売につ

なげるのである。営業・整備・フロントスタッフ

が一丸となり力を合わせる。自社の行動規範 10

カ条の 1つ目にある「お客様第一主義」。いつも感

謝の心を忘れずお客様の立場に立って考え笑顔で

対応することでお客様（若年層含む）が安心して、

また興味をもってくれるお店づくりを実現し、お

客様の信頼度・満足度を高め続けています。また

中古車販売店のイメージは一般の人は「信用でき
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ない」「店に入りづらい」といったマイナスイメー

ジを持っていることがあるが、㈱ＮＩＩＺＡＷＡ

は全社員が個々で働くのではなく、組織で働き、

全員が営業でありクレーム対応は最優先で対応す

ることで他社との差別化を図り営業の拡大を続け

ています。 

今後は、よりお客様にとって満足頂ける商品の

販売とレンタカー事業展開も考えている。 

 

○報告者 ㈱デイ・ディライト 田中 雅也氏 

事業内容は Macintosh/iPhone・iPad/Android

独自の専門知識を要するプログラム開発とアプリ

ケーション製品作りです。 

課題は、技術はあるが物が売れないこと。また

世の中では日々数百個のアプリが作られている中、

年に 1 個のアプリが成功するかしないかの時代で

ある。 

ただ、日本は品質の高い業務アプリを生み出す

ための、高い技術力をもっている。その技術を生

かしどのようにマーケティングするかが重要。と

田中氏は言う。 

顧客の悩みを解決する商品・サービス、本当に

求められている商品は何なのか。また商品価値を

体験してもらい、販売することで価値を実感して

もらうことが大切。 

また日本企業の弱みとなっている、品質にこだ

わるあまり開発時間に時間がかかってしまうので

売るために割くリソースが少なすぎることが一つ

の問題である。 

常に、イノベーションを起こすことが業務アプ

リの課題を克服し、世界をうならせる新製品の開

発につながる。その製品を顧客が本当に求めてい

る物でこそ、今後のアプリ市場でよりよい開発を

していけると考えている。 

 

○報告者 ㈱大栄クリーナー 中田 憲一氏 

事業内容は廃棄物の収集及び処理（リサイクル）

です。 

課題は節約社会が始まっているなか、お客様より

費用削減の要望が多くなっている。しかし現状は

廃棄物処理費用が右肩上がりに高騰しているのが

現実であり、人権費・車両費・修繕費も高くなっ

ている。「安いだけがいいのか、安さばかり求める

事が本当にお客様の為なのか。」まずはお客様のご

要望を聞き、自社でどのようにすれば費用が抑え

れるか、第一に考えることが大切。お客様へ透明

性のある説明や提案を行い、「お客様が安心・安全

であり、ありがとうの言葉を頂けるような廃棄物

業者になる」ことが重要だと思う。人手不足の今

の時代だからこそ、1 役 2 名業務を共有し、皆で

力を合わせ業務の効率化を常に求め続けて行きた

いと思っています。 
 

 

女性部会 

オープン例会 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～ 

日時：９月７日（木）16:00～  会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ  参加者：112名 

報告者：KIGURUMI.BIZ㈱ 取締役工場長 加納ひろみ氏（宮崎同友会） 

記入者：(株)中国光洋 代表取締役 平原千秋
 

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) 

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

(株)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。 
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広島４支部 

～熱血企業～同友トピア 
日時：９月 2５日（月）10:00～  会場：広島市中小企業会館  出展企業：100社 

記入者：グッドプランコム 代表 寺尾光生 
 

 

 

 

 

 

 

 

去る 9月 25日、広島市中小企業会館にて広島 4

支部合同による同友トピアが開催されました。 

出展企業 100社、来場者約 300 名で、自動車の

ラッピングのデモンストレーションや、お水、コ

ーヒー、フルーツの試食、グッズの販売など各出

店企業で盛んに企業 PRが行なわれ、たいへん賑わ

いました。 

メインステージではセミナー企画として、「知っ

て得する助成金情報」を社労士法人たんぽぽ会様

から、社員の雇用・定着・育成にむけて、どうす

れば助成金の活用ができるのか？等の解説があり

ました。 

また、広島信用金庫様からは「課題解決サポー

トメニューのご紹介」としてビジネスマッチング、 

 

 

 

 

 

 

 

経営・税務・金融サポート、ものづくり企業のサ

ポート、海外進出支援、アグリビジネス支援等を

ご紹介いただきました。 

技術体験ステージでは、最新技術を使ったロボ

ット型のスマートフォンの紹介があり、アプリな

どを使った説明や展示、が行われました。 

また、MCが各ブースを廻り、各社の特徴の紹介

や、来場された方に対してポイントラリーを行い

ました。 

製造業から販売、飲食店など、様々な業種の方

たちが出店され、異業種間の交流を深める事がで

きたイベントでした。 

 

e.doyu のご案内～ログイン方法、活用法～
 

西＆廿日市大竹地区例会で「企業変革支援プログ

ラムＳＴＥＰ１を『e.doyu』に登録したら全国平均

と比較ができる」と紹介されました。 

「そもそも e.doyu って何？開いたことない」と

いう方、もったいないのでぜひ使ってみて下さい。

e.doyu とは「同友会組織活動支援システム」の愛

称で、会員専用のインターネット上のグループウエ

アです。西支部内の例会の出欠、お知らせ（掲示板）

の閲覧、過去 2 年分の西支部報もＰＤＦデータで

見られるようになっています。 

一部機能に制限がありますが、スマホやタブレッ

トからも見ることができるので、「例会いつだった

っけ？」「あの時の支部報の

記事が見たいんだけど…」と

いう時に、開けばわかります。

広報委員会としては、過去の

力作の支部報を是非ご覧い

ただきたいところです。（西

支部メンバー向け。メニュー

から「西支部の文書管理」― 

「99 西支部報」と開いてください） 

ユーザＩＤ、パスワードのわからない方は、事務

局にお問い合わせください。 

URL   https://hiroshima.e-doyu.jp

 

編集後記                                     
 

季節は秋です。 

「実りの秋」という言葉があるように、穀物や果

実が多く収穫される時期です。同友会活動において

は「実り」は「学び」であり、その機会は四季に関

係なく、手を伸ばせば手に入る環境にあると言える

のではないでしょうか。 

 

来年の企画も進行中です。広報誌に同封されてい

る行事案内をチェックして頂いて、出来るだけ多く

の学びの機会に参加して頂ければと思います。 

 

（広報委員 山崎） 

↑QRコードはこちら 
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(株)カイカ  代表取締役  上田 真 氏 
【企業 PR0FILE】設立 2011 年３月 資本金：300 万円 社員数：６名 

事業内容：内職斡旋 住所：広島市佐伯区利松 3-25-66 TEL：082-961－3110 

URL：http://kaika-hiroshima.sakura.ne.jp/ 

 

はじめに                                                     

今回は佐伯地区会所属の㈱カイカの上田真社長

を訪ね、お話をうかがいました。 

 

本社事務所と倉庫兼作業場は佐伯区利松の住宅

地、中学校のすぐ横にあります。鉄骨の倉庫には

お客様から預かった大切な商品がきれいに整理整 

頓されて保管されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱カイカについて                  
 ㈱カイカは、企業で発生する様々な軽作業を引

き受け、登録スタッフに内職スタイルで仕事をし

てもらい、依頼通りに完成した商品を納品すると

いう、手作業のアウトソーシング業をされている

会社です。 

 

 会社設立は平成 23 年 3 月 29 日で現在 7 年目を

迎えています。これまで着実に仕事の依頼を増や 

してこられ、広島はもとより平成 28年には山口県

防府市に防府店を出店され営業エリアも拡大して

います。 

 カタカナで「カイカ」というこの社名の由来は

「開花する」、つまりひとりではできないことも、

みんなの力を合わせれば花開くという想いでつけ

られた社名だそうです。 

 

会社設立の経緯             

上田社長は愛媛県のご出身。広島でご商売を始

められたきっかけは？と質問すると、「これは誰に

も話したことがないのですが」と会社設立の経緯

を語ってくださいました。 

20 代後半のある日、仕事や人間関係など、すべ

てが嫌になり、鞄ひとつで町を飛び出したそうで

す。あてもなく電車に乗って岡山に到着。東に行

こうか、西に行こうか、これからどうしようかと

思い、たまたま電話をかけて通じた先輩が呉に住

んでおられたご縁で広島に来られたそうです。 

その先輩に紹介してもらって仕事についた上田

さん。その後、今につながる内職斡旋の事業と出

会います。 

作業を依頼してくれそうな企業に飛び込みで営

業し、仕事を取ってきて、内職スタッフの方に作

業手順を伝え、自宅で作業をしてもらい、完成し

た商品を依頼主に納品する。人と人が関わり、協

力して出来上がっていく仕事に魅力を感じました。 

↑本社の入口にて。 

奥の倉庫にはお客様からのお預かり商品が整然と並ん

でいました。「え～？！あれも手作業で折ったりしてい

るんですか？」とびっくり。 
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この仕事を自分の人生をかけて本気でやってみ

たいと一念発起。33 歳で現在の㈱カイカを創業さ

れたそうです。 

 

創業時の苦労        
いざ自分で会社をやってみると壁にぶつかりま

した。会社に勤めていた頃は飛び込み営業をして

仕事がどんどん増えていましたが、それを自分の

成果だと勘違いしていました。その会社の看板で

仕事が取れていたのだと気づいたのです。 

創業時には仕事をくれた会社もありましたが、2

年目には売上が減少。自分の至らなかった点を反

省し、気合いを入れ直して、他社に真似できない

ことは何かを考え、作業場も増やし、徐々に売上

を回復していきました。 

 当時は経営者としての知識も全くなく、お金の

借り方も決算書の見方もわからないし、「営業利益

って何？」というところから勉強していきました。

先輩経営者や専門家のアドバイス、インターネッ

トも活用し会社としての土台を作っていきました。 

 

人と関わる仕事       
現在 6 名の社員（パート含む）で広島と山口の

事業所を運営し、約 100 名の登録スタッフの方に

内職での作業を依頼しているそうです。 

 会社の近くには団地が多く、内職の対象となる

主婦層が比較的多く住んでいます。会社設立時に

そういったことも考慮に入れて現在の場所を選ん

だそうです。スタッフは求人広告で集めますが、

登録スタッフが幼稚園のママ友などを紹介してく

れることも。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 企業から依頼される仕事の約 7 割が自宅に持ち

帰って作業する内職の仕事です。自家用車で会社

まで来てもらい、作業手順の説明をして、商品を

自宅に持ち帰り、子供さんが寝ているときなど家

事の空いた時間に作業をしてもらいます。 

 約 3 割は会社の作業場で作業する仕事です。特

に宛名など個人情報が入ったものを扱う時は管理

者を置き施錠管理をして作業します。作業のセキ

ュリティを高めるため作業場での最新の監視カメ

ラシステムを導入するなどお客様への信頼向上に

も努めています。 

 社員にいつも言っているのは、作業スタッフさ

んに対して「上から目線になるな」ということ。 

作業スタッフさんとは同等の立場であり、仕事を

お願いしているのだということを常に心がけてい

るそうです。 

 お客様はもちろんのこと、社員や内職スタッフ

さんに対しても誠実に向き合う上田社長の人柄が

感じられました。 

 

カイカの強み        
取引先は 9 割が印刷関連の企業。カイカの強み

は、他ではやらないようなちょっとした工夫を重

ねているところ。「カイカさんに仕事を頼むと安

心」と言われるよう、大量の商品を効率よく正確

に作業をする「工夫」をいつもスタッフ全員で心

がけているそうです。 

もう一つの強みは大口の顧客に偏らず継続して

利用してもらえる受注先を複数持っていること。 

 将来的には「広島の印刷業界の内職と言えばカ

イカ」と言われるくらいになりたいと言われてい

ました。 

 

経営理念             

「私たちは仕事を通じて関わる全ての人に笑顔感

動を継続的に感じてもらえる企業になる」が経営

理念。 

お客様ともスタッフとも「ありがとうございま

す」「いい仕事でした」と言いあえるような関係を

作っていきたい。人と関わることが好きで、人と

一緒によい仕事を作り上げていくことが最大の喜

びだそうです。 

 

大のボクシング好き             

 上田社長の唯一の

趣味はボクシング観

戦。中学の時に辰吉

丈一郎の試合をテレ

ビで見たのがきっか

け。高校を卒業して

働き始めたらボクシ

ングを見に行くのが

目標になり、実際 20

年前に大阪で初めて

観戦しました。仕事

の他はボクシングの

ことしか考えていな

いほど好きなのだそ

うです。 

 ボクシングは数あ

る格闘技の中でも歴史が深く、体重制限の中で対

等な者同士が、それぞれの二本の腕だけで本当に

強いものはどちらかを決めるところが魅力。 

 大阪での世界タイトルマッチ。昔は地方でチケ

ットを取るのも難しく、そもそもどうしたら席を

↑リクエストに応えてファイティ

ングポーズ！決まってますよ！ 

↑手作業で折る、貼るなどの仕事がたくさんあります。 
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取れるのかもわからず、帝拳ジムに直接電話して

チケットの取り方を教えてもらったそうです。そ

れから毎年数回日帰りで大阪に行き、これまで観

戦した世界タイトルマッチは 100試合を軽く超え、

有名なボクサーとも懇意になり、引退した後も交

流を続けているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
株式会社カイカ TEL:082-961-3110 
〒731-5106 広島市佐伯区利松 3 丁目 25-66 

取材を終えて            

 好きな言葉は「日進月歩」。初めて広島に来た頃

に出会った言葉だそうです。以前は会社を拡張さ

せようという気持ちもあったのですが、今はしっ

かりと足下を見て自分のできることを一歩ずつこ

つこつと地道にやっていきたい。経営者としても

これから成長していかなくてはならないので、同

友会を活用して勉強していきたいそうです。 

 まったくのゼロから自分の仕事を見つけ、会社

を創業し、現在も順調に業績を伸ばしておられま

す。普段はおおらかで温和な表情の上田社長です

が、やると決めたらとことん調べ、人に聞き、行

動に移す。仕事にも趣味にも情熱と行動力をもっ

てやりきる上田社長の静かなエネルギーを感じた

取材でした。 

 

 

 

 

 

 

 

（記 アールジェイ(株) 川村 聡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

↑ボクシングお宝グッズの数々。好きな人にはたまらない！ 


