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西支部現在会員数 226名 
 

 

 

今年度西支部ではスローガン

「共に学び共に育つ西支部～維

持発展できる企業をめざそう」に

もとづいて活動を進めてまいり

ました。 

新年最初の行事として、1 月

23 日には西支部新年互礼会が

開催されます。西支部内の会員の

実践報告を「2018年を斬る！我

が社の戦略と展望」と銘打ってパ

ネルディスカッション形式で 4

社のキラリと光る企業の方々に

登壇していただき、それぞれの戦

略と展望をパネルディスカッションしたいと思

います。後半は懇親会で楽しく交流致しましょ

う。ゴスペルのステージもお楽しみです。 

 続いて2月の第二弾は今年度2回目となる西

支部オープン例会です。2 月 23 日こちらも

奇しくも 23 日となりました。今回は経営指針

セミナーでおなじみの「まるちゃん」こと丸山

先生を講師にお迎えし、『不透明な時代と未来に、

中小企業が生きる道』と題しご講演いただきま

す。新年 2018年の時代を乗り切るためのヒン

トがたくさん頂けるのではないか

と思います。 

今回は是非、会員の皆様はもとよ

り、お知り合いの経営者の方、後

継者の方も聞いていただきたいお

話なので、お誘いあわせのうえご

参加ください。心よりお待ち申し

上げております。 

 講演会の後は、ご希望の方々と

丸山先生を囲む懇親会を予定して

おります。懇親会でしか聞けない

本音トークも期待できると思いま

す。こちらも是非参加いただけれ

ばとおもいます。 

 来年はこの 1月23 日と 2月23 日をお

忘れなきよう、何かとご多用のところ恐縮です

が、よろしくお願いいたします。 

 

広島西支部 副支部長 

中期ビジョン担当 

湯田 卓 

ユダ木工㈱ 代表取締役 
 

 

 

【今月のメニュー】 
①  新年互礼会、支部オープン例会のご案内 P1  ④ 青年部会・女性部会 P4 

②  西地区会、佐伯地区会 P2  ⑤ 指針入門講座、ひと言コラム、編集後記 P5 

③  廿日市大竹地区会 P3  ⑥ 企業訪問 やさか鍼灸治療院 P6 

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 

E-mail：info@hiroshima.doyu.jp   URL  http://www.hiroshima.doyu.jp 
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11月行事のご報告 
 

西地区会 

中小企業における「働き方改革」への取組みと実践 
報告者：(株)脇地運送 代表取締役 金子武司氏 (株)ＲｏｏｍＳｔｙｌｅ 代表取締役 橋沢宏弥氏 

日時：1１月２１日(火)18:30～    会場：西区民文化センター   参加者：28名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑左から報告者の金子さん、橋沢さん、小谷さん。 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

↑関心の高い報告内容に、多くの方々が参加しました。 
 

 

佐伯地区会 

新佐伯区長「佐伯区のまちづくり」を語る 
講師：佐伯区長 建部賢次氏 

日時：11 月 15 日(水)18:30～   会場：佐伯区民文化センター   参加者：19名 

記入者：㈱ライフシェア 代表取締役 西村圭司 
 

佐伯地区会 11月の例会は 佐伯区の建部賢次区

長をお招きして「佐伯区のまちづくり」についてお

話し頂きました。 

区長には事前打ち合わせで同友会の主旨が経営の

勉強にあることを伝え、できるだけ経営者のヒント

になるようなお話や情報をお願いしていたのですが、

思った以上に簡潔で大変わかりやすい内容でした。 

区長は広島宇品生まれ。市役所に入庁されるまで

ずっと広島で育ち、入庁後は海外語学研修に行かれ、

主に国際的なポジションで活躍されてきました。 

一例でマツダ系のエンジンメーカーとアメリカの

航空機産業を結びつけようと尽力され、この時は輸

送コストの問題などで難しかったとのことですが、

広島県がこの事業を引き継ぎ、呉市や福山市も含め

て今も継続しているとのことです。 

本題の佐伯区のまちづくりでは区の能力と活力向

上推進事業として、2つのテーマを資料と一緒に持

ってきて下さいました。１つは“山”で湯来町の活

性化 もう 1つは“海”で五日市港の大型客船への

アプローチです。 

湯来町の活性化では、国重要有形民俗文化財の旧

湯治場の利活用についてや、古民家活用の問題点と

して、人が住んでいない古民家があって貸し出し希

望の有無も含め、行政として把握していないことな

どをお話しして頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、グループ討論では、テーマがなかなか決ま

らず、『商売人としての佐伯区の活性案』という漠然

としたテーマを設定していたのですが、区長から「湯

来町の旧役場を活用できる方法はないか」とお題を

頂いたこともあり、先のテーマと合わせていいグル

ープ討論ができました。旧役場の活用は、建物とし

て再利用できる方向か、壊して更地にして再利用と

いう意見が多かったです。 

例会終了後は 新区長も一緒にシーサー食堂で懇

親会を行い 普段聞けない話などで盛り上がりまし

た。 

このような機会を利用して、これからも佐伯地区

会として、行政とも協力しあい、たとえそれが商売

には直結しなくても、地域貢献できるきっかけにな

ればいいなと思います。 
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廿日市大竹地区会 

交流行事＜釣り大会＞ 
日時：11 月 19 日(日)      会場：瀬戸内海阿多田島ほか   参加者：10 名   

記入者：石原工芸（株） 代表取締役 石原 弘善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11月 19日、孝野さんと田中さんの二隻で 10人の

参加で行いました。最初のポイント宮島の先、阿多
田島に行きましたが当日は波が少し高く早めに引き
揚げ、宮島の裏へと移動しました。 

阿多田島周辺は岩場のため、ハゲ、メバル・ぎざ
み、後半はタイ、アジ、サバと釣果も大変好調でし
た。帰りの船の中で、孝野さんから「次回行く時は
何時でも言ってね！」とありがたい言葉を頂きまし
た。お２人には色々とご配慮頂き有難うございまし
た。大変楽しい１日となりました。 
 
 
 
 

 

 

 

青年部会 

皆さんアップデートできてますか？ 

時代変化に対応できる経営者になろう！  
報告者：(株)ＲｏｏｍＳｔｙｌｅ  代表取締役 橋沢宏弥氏 

日時：11 月 22 日（水）19:00～  会場：佐伯区民文化センター 参加者：14 名 

記入者：福山正剛法律事務所 弁護士 福山正剛 
 

近年、IT 技術の革新がすさまじい勢いで進んで

おり、これまで人間にしかできないと思われていた

仕事が、ロボットや人工知能（AI）にとって代わら

れようとしています。今後 10年から 20年で今ある

職業の約 50％がロボットや AIに代替されるとの予

測も報じられる中、我々の未来はどこに向かってい

くのでしょうか？ 

今回の例会は、激変する時代や環境に「いつの間

にか取り残されていた」ということのないように、

今こそ自らをアップデート（考えを新しくする）し、

これからの時代に対応出来る経営者、人間になるた

めのスイッチを入れよう！という趣旨で行いまし

た。 

報告者として㈱ルームスタイル 橋沢宏弥氏が

問題提起を行い、4つのグループに分かれてグルー

プ討論を行いました。 

「技術革新で我々の仕事はどう変化していくの

か？」「人工知能（AI）などの技術進歩で、我々の

仕事はなくなってしまうのか」「人工知能やロボッ

ト社会は我々の敵か、それともチャンスか？」「仕

事消滅 AI時代を生き抜くために、私たちにできる

こととは？」といったテーマで、可能な限り「アタ

マをやわらかく」「自由な発想で」「危機感を持って」

時間一杯討論を行いました。 

参加者にとって、新しいスイッチが入る例会とな

りました。 
 

 

女性部会 

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～ 
日時：11 月 16 日（木）9：00～17：00 訪問先：永本建設㈱、㈱ウエストヒル  参加者：20 名 

記入者： (有)広島ピーエス 取締役 船田千代美
 

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

ら一日がスタートです。 
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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。連携する仲間の紹介が

できることはとても素晴らしいと実感しました。 

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。こちらの本社社屋は、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、圧

巻です。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。「おひさま」です。永本建設

㈱様のお隣でパン屋さんをされています。地域のフ

レッシュな食材を利用して美味しいパンを提供さ

れています。私たちが訪問させて頂いた日は、特別

にランチプレートを提供して下さいました。どれも

おいしい新鮮で、素材の持ち味が生かされたお料理

で、見て楽しく、食べておいしく、私たちの話は弾

み、良き懇親の時間となりました。 

午後、安佐南区の㈱ウエストヒル様へ移動です。

㈱ウエストヒル様は、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。普段、私たちがその現場を見ること

はありません。それだけに、新鮮です。 

到着してすぐに、工場見学をさせて頂きました。

工場内は、「S」たる「S」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。今年完成された

新社屋に通していただき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、私たちが学ぶべき

姿でした。事業承継も経験され、今後も私たちにア

ドバイスを頂きたい社長様のお一人です。 

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。参加会員の一番多かった感

想が、サポート役としての立ち回りや、考え方、支

える力の能力の高さが素晴らしいというものでし

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。 

 訪問させて頂きました、永本建設㈱様、㈱ウエス

トヒル様、おひさま様には、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。 

参加者一同、心より御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.doyu のご案内～過去の支部報をご覧いただけます～
 

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。 

広報委員会では、過去の支部報、「ひろしまキュ

ッと WEST」も西支部の皆さんにご覧いただける

よう、2015 年度、2016 年度、今年度分の PDF デ

ータをアップしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おススメ記事はもちろん、企業訪問。例会などで

顔見知りのあの人のお仕事内容や会社の歴史、創業

の経緯など、広報委員が分担して魅力いっぱいに紹

介しています。 

実は、来月ご紹介する会員企業さんは、約 5 年

おきに取材を受けておられ、過去の記事を読み返し

ながら、取材を振り返ると、その企業の変遷がよく

わかります。記憶より記録だなと思いました。 

ですので、会員の皆さん、広報委員から取材依頼

があれば、快諾して思いの丈をお話くださいね♪ 

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 
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経営指針入門講座  
日時：12 月 9 日（土）10:00～   会場：同友会事務局      参加者：19名 

記入者：(株)デイ・ディライト 代表取締役 藤原克明（経営労働委員長）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も西支部で経営指針入門講座を 6 回にわた

り開催しました。 

今回は 19社と多くの参加をいただきました。 

全社に 12/9 の最終発表まで残って欲しいとの思

いは叶いませんでしたが、それでも多くの出席率

で、参加いただいた方々に感謝いたします。 

初めて講師をしていただきました市岡先生には、

とてもわかりやすい講義内容で、毎回簡潔にまと

めていただき御礼申し上げます。 

途中、グループミーティングでは、チーム内の

一社の取り組みを、皆で意見交換したりするなど、

とても充実した内容でした。 

 

経営指針をものにしたいとご家族で参加された

方もいらっしゃり、その熱意に頭が下がる思いで

した。 

私も 2 年間経営労働委員長をさせていただき、

１年前に初めて経営指針書を作成しました。 

「経営労働は同友会の一丁目一番地」と錫木県経

営労働委員長がおっしゃるように、経営指針作り

は、会社を支える柱だということが良く分かりま

した。 

会社の現状／将来に対しての漠然とした不安を

お持ちの会員さんも非常に多いと思います。経営

指針を作成することで、不安がある場合には具体

的な問題を整理し、未来に対しての夢を盛り込む

ことができます。 

まだ経営指針セミナーに参加したことのない方、

来年も開催しますので、是非とも経営指針を作り

皆さんで会社の思いを語り合える場にしていきま

しょう。 

そしてさらに高みを目指される経営者の方には、

「ひろしま経営指針塾」を強くお勧めいたします。 

 

広報委員の一言コラム お題「クリスマス」

クリスチャンでなくても街がクリスマス色に染ま

ってくるとワクワクしますね！クリスマス商戦に乗

せられて、思わずお洒落な洋服を買ってしまったり、

ちょっと豪華なスイーツを衝動買いしてしまったり、

自分へのご褒美にと高価な靴を買ったりしていませ

んか？ 

  

 

 

 

 

いいんです！クリスマス商戦に貢献して景気を良

くしましょう！ワクワクして気分が良いことには浪

費する価値があるし、必ず使った以上に戻ってくる

ことでしょう！ 

（沖野） 

 

 

 

 

 

 
 

編集後記                                     
 

最近、ギャップマインダーというサイトを知りま

した。(https://www.gapminder.org/) 

公共統計データをバブルチャートなどで分かり

やすくビジュアル化したツールが人気で、2007 年

に googleに買収されています。縦軸、横軸をサイ

トにある統計データの中から好きに選んでグラフ

に出来るので、プレゼンや教育機関などで使われて

いるそうです。 

英語サイトですが、サイトを日本語に翻訳にした

らなんとか使えました。自分の気になる統計データ

をわかりやすく比較出来るので面白かったです。 

 

（広報委員 島村知恵） 
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やさか鍼灸治療院 院長 有地 広祐 氏 
【企業 PR0FILE】創業 2016 年 9月 

事業内容：鍼灸・マッサージ・整体（五十肩、坐骨神経痛、ぎっくり腰などに特に力を入れている）  

住所：廿日市市佐方１－１２－１４ 

TEL：0829-51－3085 URL：http://www.yasaka-harikyu.com/ 

 

やさか鍼灸治療院へ訪問                                                     

 

この度の企業訪問

は、廿日市市佐方にあ

る「やさか鍼灸治療院」

を訪問し、院長の有地

広祐さんを取材させ

て頂きました。 

 

 

 

 

 

医院の事業内容について                  
 

 事業としては、院名にもついている「鍼（はり）」

「灸」を用いた治療を行っています。ただ、それ

だけではなく「マッサージ」「指圧」の全てを使っ

て治療を行っているそうです。患者さんの希望に

合わせて施術を行っていますが、鍼については積

極的に希望する人と拒否する人でわかれるそうで

す。 

 一回の施術は約 50 分くらいで中学生から 80

代・90 代の方まで幅広い患者さんが来院されると

のことでした。男女比については開院当初は女性

をメインと考えて治療院のデザインを行ったそう

ですが、予想より男性の患者さんが多いそうです。

開院から１年１ヵ月になるとのお話でした。 

 

治療院名の由来とロゴ          
院名については開院するに当たって、有地さん

は自分の名前を付けることについては字画が悪か

ったのでつけることを止めたそうで、「やさか」に

ついて発展・繁栄を願う言葉で地域と共に発展・

繁栄を考えている自分に合っていること、また、

大阪でお世話になった人の会社の名前でもあり、

字画もよかったことから命名したそうです。 

 また、治療院にはダルマの赤ちゃんのようなロ

ゴがあり、有地さんの奥様がデザインされました。

このロゴは、三種の神器の八尺

瓊勾玉（やさかにのまがたま）

からのイメージで、顔は子供を

イメージして作成されたそう

です。 

 そして、治療院のイメージカ

ラーであるグリーンを基調に

したデザインで、柔らかな印象

を持ちました。 

 

鍼灸師を目指すまで     
有地さんが鍼灸師になるきっかけとしては、ま

ず子供の頃に読んだ手塚治虫の「ブラックジャッ

ク」に盲目の鍼灸師が登場するそうで、それが神

秘的な感じでかっこよかったそうで鍼灸師にあこ

がれていたそうです。 

 その後、大学で合気道を習ったそうでそこで体

の力を抜くことが大事であるということを教わり、

その結果、中学生時代からあった肩こりの症状が

→さわやか系の有地さ

ん。この人なら針で刺さ

れても怖くない！？ 
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改善し、自分の体が楽になったそう。そのことで

自分の気持ちがガラリと変わり、体の健康を保つ

ことで毎日が楽しくなり、人生が変わったと感じ

たことから体を扱う仕事に興味を持ったそうです。 

 ただ、当初は大学卒業後は公務員になるつもり

で公務員試験を受験していたそうです。しかし、

前述した体を扱う仕事へのあこがれが強くなり、

その道に進もうと決意をしたとのお話でした。 

 しかし、体を扱う仕事としては整体や理学療法

士等様々なものがあり、どの道に進むか考えてい

る際に 3 年程度、近所の整形外科にアルバイトに

行っていたそうで、その中で子供の頃からあこが

れていた鍼灸に行きついたそうです。 

 鍼灸と言っても自らの体で経験したことがなか

ったので経験すべく、神戸市にある鍼灸院に行き、

施術を経験したとのことです。その中で有地さん

は腰が痛い症状があったそうですが、腰ではなく

足に鍼を打ってもらい「これで効くのかな」と思

ったそうですが、施術後の帰路に腰の痛みがなく

なり、「帰りに見た景色が変わった」そうで、この

経験を経て、鍼灸師になる決意をしたとお話をさ

れました。 

 その神戸の鍼灸院の先生はすごい先生だそうで、

今でも交流があるとのことです。 

 その後、鍼灸の国家資格を取得する為に、専門

学校へ 3年間通ったそうです。 

 ちなみに、その学校は、「鍼灸師として仕事をす

る為には入学するのが難しい学校に入れる力がな

ければいけない」と考え、実際に入学するのが難

しい学校に入学され、優秀な成績で卒業されたそ

うです。 

 
 

 

 

広島での鍼灸院の      
      開院について         
有地さんは近畿地方の出身なのに広島で鍼灸院

を開院するに至った経緯について伺うと、父方の

祖父母が廿日市市に住んでいることから、幼少期

より里帰りで広島に度々来ていたのだそうです。 

有地さんの父親から父方・母方どちらかの祖父

母の面倒を見るようにずっと言われており、父方

の祖父母は広島、母方の祖父母は京都に住んでお

り、どちらを選ぶかは、父親は特に指示がなかっ

たそうです。 

有地さん自身は、常々「必要とされている所で

活躍したい。地域に密着した活動がしたい」と考

えて、父方の祖父母である広島を選んだそうです。 

有地さんが広島に行くことを決意した頃に、話

してもいないのに父親から「広島に行くんだな」

と言われたそうです。 

広島に行くことについては「縁があってきたの

だと思う」とおっしゃっていました。 

実際に広島で開院したことについて「地元の付

き合いがあり、来てよかったと思っている」とお

話しされました。 

 

仕事で心がけていること        
鍼灸の仕事で心がけていることについて伺いま

した。 

「治療については、治療の効果がその場限りで

はなく、長くもってもらうようにすることを心が

けています」 

また、鍼灸院に来院することについて、せっか

く来てもらったので、「来てよかったと思ってもら

うようにしたい。治療の結果をしっかり出したい。

それが、鍼灸全体のイメージにも関わることにな

る」 

「少ない回数で健康な状態に戻って頂くことを

心がけている。不健康な状態では気持ちが後ろ向

きになることが多いので健康になることで気持ち

が前向きになるようにしてあげたい」 

「自分の分をわきまえる。自分でできる範囲を

しっかりと行い、病院でなければ治療が出来ない

ことがあれば、病院に行くことを薦めることもあ

る」とおっしゃっていました。 

 

自院の強みと現在の課題   
       今後の展望       
有地さんの治療院の強みは、同業の鍼灸院が比

較的苦手にしている、五十肩や坐骨神経痛の治療

について得意にしていることが強みです。 

 現在の課題としては、患者さんに最初に聞く、

問診が治療には非常に重要であり、当然行ってい

るが、患者さんの早期の治療を優先し、問診が十

分にできていないことがあると思うので、そこを

是正することだそうです。 

 また、治療のマッサージについては、うまい・

下手の技術の差が分かりにくく、また説明が難し

いが、伝える努力をすることも課題の一つとのこ

とです。 

 将来の展望については、「鍼灸が好きなので、他

は関係なく極めて行きたい。超一流の治療家にな

り、治った結果、感動してもらえるようにしたい」 

また、地域の名物治療院になっていき、「あそこ

へ行けば大丈夫」と思ってもらえるようになりた

い。「自分よし・相手よし・地域よし」を目指して

室内の様子。鍼灸院というより、エステのような

リラックスできる落ち着いた雰囲気。 
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いきたい。そして、「いい施術を提供して、地域の

人に元気になってもらいたい」ともおっしゃられ

ていました。 

 

同友会について       

同友会については、「なかなか普段聞くことがで

きない先輩経営者から経営について色々話を聞く

ことができる。勉強になる」とおっしゃっていま

した。 

  

インタビューを終えて    
鍼灸院について私個人は、今までご縁がない所

でしたが、話を伺って、うつ病の治療や妊婦さん

の逆子についても治療することができる等、知ら

ない事ばかりで大変貴重なインタビューでした。 

 

（記 あおぞら司法書士事務所 江﨑諭） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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。 

※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。 

 


