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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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中支部オープン例会開催！
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■広島中支部オープン例会

「今だから言える　ここだけの話」
〜中国放送アナウンサー、歌手、俳優、監督、プロデューサーとして〜

　　　　　　　　　　　　　講師：ＲＣＣ中国放送アナウンサー　横山雄二　氏

　 11 月 15 日（水）リーガロイヤルホテルにて、オー
プン例会が開催されました。
　RCC 中国放送アナウンサーの横山雄二さんによる
ご講演です。横山さんはアナウンサーだけではなく、
俳優や映画監督など幅広くご活躍されている方です。
氏の著書もおみやげとしていただける例会でした。

●会場を埋め尽くす参加者
　今回のオープン例会では、会員それぞれがオブザー
バーを連れてきたり、経営者に向けて Facebook 広告
を行ったり、同友会と連携協定を結んでいる広島信用
金庫さんに協力をお願いしたりすることで、 83 名の
オブザーバーを含む総勢 234 名の方々が参加されま
した。

●人前で話すコツ
　横山さんのお話は、終始笑えるお話がいっぱいで、
会場の空気もとても暖かくなっていました。冒頭で、
ノートを取るような話はしないと言われていましたけ
れども、人前で話をする時にちょっと気をつけること

でパニックになるのを防ぐ方法など、あがりやすい僕
にとってはとてもありがたいお話がいっぱいで、結局
しっかりとノートに書き込むことになりました。

●懇親会にていきなりご入会
　懇親会はビアローゼン。100 人以上の参加者の中に
横山雄二さんもご参加下さり、写真もサインも OK と
いうサービスの良さ。食べ放題のしゃぶしゃぶをちゃ
んと味わい満足いただけたのかな？と思う程にひっぱ
りだこになられていました。そんな中、各地区会では、
参加されたオブザーバーが続々と入会意志を表明。そ
の場で入会された方も４人くらいおられたとのことで
した。

●ラジオの恋
　２年ほど前に話題になった横山雄二さん主役の映画

『ラジオの恋』が気になったので、後日ネットで探し
てみました。すると、楽天 TV で見つけ、無駄に楽天
ポイントも持っていたので、そのポイントですぐに視
聴してみました。映画についての感想はここでは敢え
て割愛させていただきますね（笑）

文：㈱ TomTak 毛利武雄

映画『ラジオの恋』の動画視聴はこちら
[URL] https://tv.rakuten.co.jp/content/185754/
[QR] 
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チェンジズ不動産㈱　代表取締役　藤川　弘　氏（中①）
　チェンジズ不動産㈱の
藤川弘と申します。
呉市の㈱やまもと住研と
いう不動産会社に 10 年
勤め、不動産の世界で多
くの皆様と出会うなか、
経営者として世の中を見
てみたいと思ったことが
きっかけで、平成 28 年
に独立しました。そして、

同友会は今年の 10 月に入会しました。皆様どうぞよ
ろしくお願いします。
　弊社は不動産売買の仲介などを行っています。売買
は売り手と買い手の思いが合致しなければなりませ
ん。売る方はなるべく高く早く売りたいと思い、買う
方はなるべく安くて良い物件を買いたいと思うもので
す。その間に立って公平に価値を判断し、誠意をもっ
て調整した結果、双方から感謝していただける。これ
がこの仕事の大きな魅力だと感じています。
　私たちは常にお客様目線で親身に対応し、徹底した

会員紹介コーナー　

ヒアリングに基づいてご要望に即した最適な提案を行
っています。「お客様の家族の一員になったつもりで」
これが弊社のスタンスです。おかげさまで地域に信頼
の輪が広がり、取引後も末永くお付き合いをさせてい
ただくお客様が増えました。
　売買の仲介だけでなく、不動産の管理やリフォーム
など、家の事ならどんなことでもサポートしておりま
すので、どうぞお気軽にご相談ください。

文：チェンジズ不動産㈱　藤川 弘

【チェンジズ不動産株式会社】
広島県東広島市黒瀬町菅田４３９番地
TEL: ０８２３－２７－４１０７
FAX: ０８２３－２７－４１０８
E-mail:changes@cap.ocn.ne.jp
[URL] http://changes.co.jp/
[QR]

　今回は、
社会保険
労務士事
務所 Salac

（サラッ
ク）の大
本恭久さ
んをご紹

介します。
　大本さんは、大学卒業後、ノンバンクと社会保険労
務士事務所勤務を経て、平成 19 年１月に大本社会保
険労務士事務所を開設されました。
　平成 27 年 8 月には、専門性を高めるため合同事務
所である社会保険労務士事務所 Salac を立上げ、事務
所も大手町から上幟町に移転されました。
　事務所では現在、創業支援、労働環境整備、建設業
の低入札価格調査の労務監査、IPO 対策での労務監査
等を行っておられます。また、昨今の人材難での人材
確保の為にも法令順守は必須であるとのお考えから、
広島県社会保険労務士会で労務監査の一員として活動

されており、同友会からの依頼により求人に関する就
業規則等のチェックをされたそうです。
　いま日本では労働力人口が想定以上に減少してお
り、労働力不足解消の為の働き方改革が言われていま
す。今後は長時間労働の改善、非正規と正社員の格差
是正に係る同一労働同一賃金、ダイバーシティ（多様
化）マネージメントへの対応が急務であると考えられ
ます。「労働環境整備は中小企業だからこそやらなけ
ればならないと考えており、その力になれるよう日々
奮闘中です。」とのこと。創業支援や人材確保の為の
労働環境整備等でご相談をされたい方がいらっしゃい
ましたら、是非、社会保険労務士事務所 Salac 大本様
までご連絡お願いいたします。

文：広島開業会社設立相談所　山田希恵
 

［URL］http://www.salac.jp/
［QR］

社会保険労務士事務所 Salac（サラック）　大本恭久　氏（中②）
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　第 19 回障害者問題全国交流会が、福山で 10 月 19
・20 日に開催されました。中①からは中支部障害者
問題委員長の三田さん ( 現委員長 ) と藤川さん ( 前委
員長 ) が参加されました。
中①地区例会は、障全交を受けて、障害者問題をテー
マに大植県障害者問題委員長を講師に招き開催しまし
た。例会では、プロジェクターで１枚毎（計 20 枚）
説明があり、プロジェクターの内容と同じ資料が印刷
されて非常に解かりやすく、メモを書くようになって
いました。
　印象に残っていることは、会社概要「売上４億５千
万円、社員数３８名 ( うち障害者４名、フィリピン実
習生２名、パート３名 )」の紹介から始まり、なぜ同
友会は障害者問題に取組むのか、発達障害とは特性が
強く社会的に適応できにくいこと、発達障害者の「適
材適所」「やる気スイッチ」はどこか？などのお話が
ありました。中でも、「社会には、少なからず障害を持っ
た方がおられる」「人に障害があるのではなく、その

　村井氏は、「自分がどう変わるか、自分が変わらな

いと社員も変わらない」という思いを常に持ってやっ

て来られたということで、グループ討論では「変わら

なければいけないと思った時、どうしたか、どうする

か」をテーマに議論を行い、学びを深めました。

文：広島総合法律会計事務所　向井　良

　変わらなければいけないと思ったが何をしたら良い

かわからなかった時期に同友会と出会い、企業変革支

援プログラムを受講し、経営指針書の作成・社内発表

などを続け、社員さんに思いを伝えていったという報

告内容でした。

中①地区会　地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　      　開催日：2017 年 11 月 17 日

中②地区会　地区例会報告   　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　   開催日：2017 年 11 月 21 日

人と社会の間に障害がある」という言葉が印象に残り
ました。写真や動画を交えて雇用事例も紹介いただき
ました。
　左半身麻痺
のある社員に
はＣＡＤなど
の事務職、聴
覚障害者には
手作業、発達
障害者には機
械作業など、
障害の特性によっては職種を変えていることや健常者
と障害者の給与待遇は変わらないことなど、質問にも
丁寧にお答え頂きました。
　他地区会、オブザーバーの方も９名参加していただ
きました。藤川さん、三田さんご苦労様でした。情報
ありがとうございました。

文：㈱ニュートータルクリエイト　島岡秀年

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：㈲メタルワーク福山　代表取締役　大植　栄　氏

経営理念をどう実現するか？
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 日間ストーリー

報告者：㈱キャピタル・コーポレーション　代表取締役　村井由香　氏
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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〜

報告者：㈱良和ハウス　専務取締役　問芝法雪　氏
あるので、社員のモチベーションを上げるにはどうす
ればよいか、風通しの良い会社にするにはどうすれば
よいか、そして仕事の達成度やお客様に対しての満足
度を上げることにどうすれば連動出来るかと考えさせ
られる例会になりました。
　問芝氏をはじめ参加いただいた皆様、ご報告・ご参
加いただきありがとうございました。

文：日信防災工事㈱　山本　周

　去る 11 月 28 日、中③④地区 11 月例会を行いまし
た。
　㈱良和ハウス　専務
取締役　問芝法雪氏に
求人社員教育をテーマ
に体験報告していただ
きました。
　会社の歴史から、新
卒の新入社員の採用を
始めたきっかけや同友
会との出会い・社員教
育に対する理念やしく
みについてお話いただきました。
　社員は家族という理念をモットーにされており、会
社全体で働きやすい職場を作っているように感じ、そ
れが中四国賃貸管理戸数 No. １の業績に表れている
のだと思います。
　社員教育は社員のいる会社であれば課題のひとつで

　今回は、資料を基に大村先生に実例を交え、労務に
ついてスクール形式で講習を受けました。
　経営者として社員さんとどの様に向き合うか。同じ
方向性に進むには、我々経営者が学ぶ事で、社員さん
が生き生きと働ける環境を作り、投げかける言葉一つ
にしても大切な事と学びました。

中③④地区会　地区例会報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　    開催日：2017 年 11 月 28 日

中⑨地区会　地区例会報告　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　      開催日：2017 年 11 月 24 日               

　当日は場所の変更にも関わらず、多数の方に例会に
出席して頂きありがとうございました。
　お陰様で、2名の新会員をお迎えする事が出来まし
た。担当グループの方々、大村先生、お疲れ様でした。

文：アール工房　吉和賢二

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：大村法律事務所　大村真司　氏
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女性部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  　   開催日：2017 年 11 月 16 日

青年部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  　開催日：2017 年 11 月 22 日

　１１月１６日（木）、私たち広島四支部女性部会の１１月例会は、
「バスで行く！企業訪問例会」でした。
　廿日市市で、建設業を経営されている永本建設㈱様で、地域内連
携とエネルギーシフトの学びから１日がスタートです。永本社長の
コーディネートで、地域内連携の仲間である中本造園さんを訪問。
造園に必要で要でもある土づくりに、地域の伐採された木の枝やお
がくずを利用されておられました。その後、永本ブランドの木造り
の家の見学をさせて頂き、オーダーメイドで、しかも地元の木材を
利用した家づくりに感動を覚えました。更に移動し、永本建設㈱本
社へ。本社社屋は、誰もが建設業というよりデザイン業を思わせる
雰囲気です。永本社長のお話を聞かせて頂き、地域を大切にし、社
員を大切にし、想いを伝える大切さを学びました。現在は、日本の
各地から社員さん、大工さんが集まり（採用をし）、元気のよい会
社です。明確な目標を持ち、経営指針を作成し実践することの大切
さを示していただきました。
　お昼の懇親ランチは「おひさま」です。永本建設株式会社様のお
隣でパンやさんをされています。　

　中支部青年部では、11 月 22 日 ( 水 ) 事務局にて
11 月例会を行いました。例会参加者は現会員 22 名
ＯＢ５名オブザーバー３名の 30 名でした。
　11 月例会は、中支部青年部会会員の株式会社ウメ
ソー　代表取締役専務　字室さんに『企業理念を作ろ
う』～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～というテーマでご報告をしてい

ただきました。
　企業理念・経営理念の作成の重要性と社内共有の必
要性を中心にお話しいただきました。報告の中でも「会
社で働いてくれる社員との出会いは奇跡。全国にある
企業約 400 万社の中から１社を選んでくれた。だか
らこそ社員を大切にしてください。大切にするために
は会社の道筋・方向性を示すことが絶対。行先の分か
らないバスに誰が乗りますか？すぐに全員下車します
よ」という言葉はとても印象的でした。
　例会の後半は、経営指針成文化と実践の手引きの『経
営理念検討シート』に取り組み、改めて自社の存在意
義や社会への役割などを考えていただけたと思いま
す。中支部青年部会で今後経営指針の作成に尽力され
る方が多数出ることを願っています。
　例会終了後の懇親会の参加者も 22 名と参加率が高
く大変盛り上りました。青年部への新規入会者も１名
ありました。

文：㈲エヌ・ビイ興発　流田甲子郎

　午後、㈱ウエストヒル様へ移動です。熱処理工事の計画、施行・
熱処理装置の設計、製造・簡易式熱処理炉の製作をされる会社です。
最初に工場見学をさせて頂きました。工場内は、「３S」が徹底さ
れています。安全に対する意識も高いものでした。西岡社長のお話
を聞かせて頂きました。経営指針を作り続け、特化した本業を発展
させ、社員教育を丁寧にされています。いつも目標を持ち、「まずやっ
てみる」「ダメだったらやめる」「良かったら伸ばす」の試行錯誤の
姿勢と、あくなき挑戦の姿勢が印象的でした。その後、奥様である
西岡課長に女性の活躍と働き方、留守を守る女性陣の工夫や、役割
についてお話を聞かせて頂きました。私たち女性部の会員は、経営
者夫人、経営幹部も多く在籍しています。それだけに、参考になる
取組みがありました。支える役とは、ただ傍にいるだけではいけま
せん。自分の役割を明確にし、やはり目標を持ち、活躍していかな
くてはなりません。本当に良い刺激を頂きました。
　永本建設㈱様、㈱ウエストヒル様、お忙しい中、大変貴重なお話
をお聞かせ下さり、ありがとうございました。

文：㈲広島ピーエス　船田千代美

企業理念を作ろう
〜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〜

報告者：㈱ウメソー　代表取締役専務　字室克彦　氏

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：永本建設㈱　代表取締役　永本清三　氏
　　　　　　㈱ウエストヒル　代表取締役　西岡伸吾　氏
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ほっと一息
えぇねぇ ・ ・ ・

　
㈱フリーダム　西村成蔵　氏（中①）

　最近はこれが趣味と仕事になっています。うち
は新たな事業で家庭用の入浴剤「Bath+」と洗浄
水「Raku+」の販売を始めましたが、そのサイト
誘導でも使っています。
　インスタ映えという言葉があるように、インス
タ映えする写真を撮る為に、色んなところを訪れ
るのは、普段なら自らしないこと。おしゃれなプ
ロフィール欄はフォロワーが増え活発になりま
す。
　同友会の会員増強も、会員になりたいという人
が増える仕組みづくりが必要なのではと思う今日
この頃。
　うちの東京の事務所は、新宿歌舞伎町の明治通
りを挟んで目の前のタワーマンションで、32 階に
バーラウンジがあり、オシャレな写真が取れたり、
ゴールデン街まで徒歩３分なので夜な夜な繰り出した
りします。引きこもりの自分からすると、外に出歩く
のもインスタのおかげかなと感じています。ゴールデ
ン街にはあまり普通の人がいないので、普段聞けない
ような考え方や、外国の方も多いので色々な話が聞け
るのが楽しみです。
　これまでは facebook がメインでしたが、もうおじ
さんしかやっておらず、若い女子はみんなインスタで、
google や yahoo のような検索エンジンでお店を見ず

第 7 回広島中支部理事会　報告
＜入退会の承認＞
　■入会希望者６名

　　中③④　㈱シンクタンク　　　　専務取締役　斉藤則行　氏　推薦者：河野隆司

　　中③④　くらしのオハナ　　　　代表　　　　岡田正信　氏　推薦者：川口　護

　　中③④　㈲ヤマサワ工房　　　　代表取締役　山沢忠義　氏　推薦者：馬淵憲徹

　　中⑨　　クリーンカンパニー㈱　代表取締役　松本大介　氏　推薦者：重原修作

　　中⑨　　㈱スマイクホーム　　　代表取締役　大石剛史　氏　推薦者：神田晋一郎

　　中⑨　　㈲トヨタホームズ　　　取締役　　　豊田真司　氏　推薦者：代本勝也

　■退会希望者３名

　　中①　　㈱トレビ　　　　　　　取締役　　　玉光一仁　氏　推薦者：野代和義

　　中⑨　　㈱リラッシモ　　　　　代表取締役　佐々木博　氏　推薦者：古月久登

　　中⑨　　㈱サニーハウス　　　　代表取締役　松永将平　氏　推薦者：重原修作

　※上記、承認されました。これにより、会員数は 374 名になります。

に、インスタでオシャレなお店を検索するらしいです
よ。
　時代の変化は早いですね。

文：㈱フリーダム　西村成蔵
[URL] https://www.instagram.com/nishimuraseizo/
[QR] 
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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

2018 年 1 月　各地区会行事のご案内

日時：1 月 22 日（月）19:00 〜
会場：パルテ・ザ・スタイル・オブ・ウエディング
会費：前売券　5,000 円
　　　当　日　6,000 円
今年度の新年互礼会は、恒例となりました。会員交流
をメインに開催することになりました。
新年が良い年になりますように、志を高くし、楽しい
企画で盛り上がりましょう。
みなさまのご参加を心よりお待ちしています。

【中①地区会】
中支部新年互礼会に参加しよう

〜フラメンコの夕べ〜
報告者：クリエイティブ・エージェント㈱
　　　　　　　　　代表取締役　近藤秀隆　氏
日時：1 月 11 日（木）18:30 〜
会場：ビアローゼン３Ｆ会場
会費：5,000 円
自社の強み、弱みを分析し、狙う市場を変化させ絞込
む努力をしてきた。いつか必ず夢を実現させようと目
の前の事から学んでいます。しかし、夢には日付を入
れないと実現しません。
熱く夢を語り、良い新年をスタートさせましょう。

中②役員会：1 月 9 日（火）19:00 〜　事務局

【中②地区会】
夢は広島にテーマパークを創ること

〜創業から増収増益を続ける一級建築士の未来設計図〜

中③④役員会：1 月 12 日（金）19:00 〜　事務局

【中③④地区会】
中支部新年互礼会に参加しよう

〜フラメンコの夕べ〜
日時：1 月 22 日（月）19:00 〜
会場：パルテ・ザ・スタイル・オブ・ウエディング
会費：前売券　5,000 円
　　　当　日　6,000 円

※事前にチケットをご購入ください！
　当日は 1,000 円ＵＰとなります。

中⑨役員会：1 月 10 日（水）18:30 〜　事務局

【中⑨地区会】
中支部新年互礼会に参加しよう

〜フラメンコの夕べ〜

報告者：㈱キャピタル・コーポレーション
代表取締役　村井由香　氏

日時：1 月 16 日（火）10:30 〜 12:00
会場：同友会事務所 ( 託児室あり )
会費：無料
主婦から創業 40 年を迎える老舗焼鳥店の社長になり途方
に暮れる村井さん。女性部との出会いと学びをどのよう
に反映してきたのかをセキララに語ってもらいます。
女性部初の午前中の例会です。夕方の例会参加が難しい
方、お子さんが小さい方の参加を歓迎します！

【女性部】
もう泣かない！と決めた日

〜経営 ( 仕事 ) と家庭の両立 ここだけで語る 3650 日〜

報告者：㈲西研　製造部課長　内藤　毅　氏
日時：1 月 26 日（金）19:00 〜
会場：同友会事務局
会費：無料
11 月例会では経営理念作成の入り口のワークをしま
した。1 月例会は 11 月例会で作ったシートからさら
に踏み込み、経営理念が出来ちゃうワークを行います。

【青年部】
今の理念に満足していますか？　

あなたの理念を見つけませんか？作りませんか？

中①役員会：1 月 9 日（火）12:30 〜　一味

女性部幹事会：1 月 9 日（火）18:30 〜　ひとまちプラザ 青年部役員会：1 月 11 日（火）18:30 〜　未定

日時：1 月 22 日（月）19:00 〜
会場：パルテ・ザ・スタイル・オブ・ウエディング
会費：前売券　5,000 円
　　　当　日　6,000 円

Ｌａｓ Ｆｌｏｒｅｓ ( ラス・フローレス )
スペイン語で「花」を意味するフラメンコグループ。
ギター・歌による生演奏と踊りで広島内外で活躍中で
す。


