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■広島中支部スローガン

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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■委員会だより：青年部会
広島４支部合同卒業式を開催！

　広島中支部からは５名が卒業しました
　袋町公園の桜はせっかちで既に次の季節を迎えよう
と緑の葉がちらほらと見えるほどになった暖かい春
まっただ中。エンジェルパルテこと「パルテ ザ スタ
イル オブ ウェディング ユウベル」で４月１４日の金
曜日、４支部合同の青年部会卒業式が開催されました。
　この度中支部から卒業された方は、
　● D-sign の金子晋司さん（表紙左２）
　●ダイイチコーヒー㈱の金本清和さん（表紙右２）
　●㈱千歳屋商店の津村美智子さん（当日欠席）
　●㈲マスヒロ（アトム不動産）の増田泰士さん

（表紙右）
　●㈱ uncode の丸田稔さん（表紙左）
の５名でした。
　現青年部会員だけではなく非常に多くの青年部 OB
の方々もご列席されている中、卒業生の方々には、各
支部の青年部会長から卒業証書と記念品が贈呈されま
した。
　嬉しいけれど、移動の時にはちょっと困ってしまう
これらのアイテムを持ち運びやすくするため、「卒業
生ひとりひとりの笑顔の顔写真」が大きく印刷された
トートバッグが各卒業生の座席に用意されているとい
うサプライズ。卒業生の方々はステージから座席に
戻った時にそのバッグを目にして、驚きの声と笑い声
が溢れていました。
　しばらくの食事と歓談の後、卒業される先輩方に贈
る出しものが支部ごとに行われました。
　中支部からは、先輩方のために現会員みんなで襷

（たすき）を走ってつないでいるシーンのライブ中継
（笑）でした。既に走り終えた人たちは舞台に上がり、
1992 年の 24 時間テレビの中で加山雄三と谷村新司

のお２人によって創られた「サライ」を唄いながら、
アンカーの平井部会長が会場に到着されるのを待ちま
した。僕らがつないできた襷という名の絆を背負い、
会場までぼろぼろになりながらも見事たどり着くこと
ができた平井部会長が会場の階段の上から登場。大き
な拍手で迎えられながら卒業生の方々までみんなの襷
を届けることができました。
　みんなでつないできた襷。卒業されても、先輩の方々
と僕らの絆は決して絶えることはありません。この絆
を、今はまだいない『未来の青年部会員』へもしっか
りとつなげていきます。
　このたびは、ご卒業おめでとうございます。

文：㈱ TomTak　毛利 武雄
 動画 URL　https://youtu.be/p7Utw6O2Bqs

←はその時に流したライブ中継
（笑）のビデオです。

記念品は、それぞれの顔写真入りトートバッグ

「サライ」の合唱中

何が起こった !? 詳しくは動画を！
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フローリストフロック　小田秀光　氏（中③④）
　フローリストフロッ
クという花屋を営んで
おります、小田秀光と申
します。平成 29 年 2 月、
株式会社キャン・コー
ポレーションの山本郁
夫社長のご紹介で入会
させていただきました。
　平成 19 年 7 月、店舗

を持たない完全予約制のオートクチュールスタイルの
花屋さん『フローリストフロック』を設立いたしまし
た。
　設立した当時は勤めの仕事をしながら、空いた時間
を使いお花のご注文に対応していました。その間に、
森川花園、ノートルダム広島、典礼会館など、お花に
関わる様々な場所で修行をしていき、平成 26 年 3 月
より、今までのオートクチュールスタイルから、店舗
型の花屋さんとして新しい一歩を踏み出すことになり
ました。
　それから 2 年半が立ち、平成 28 年 9 月に 2 店舗目

会員紹介コーナー　

をオープンすることができました。仕入のルートも独
自のルートを確立し、他店と差別化をはかることがで
き、より一層、個性的な花屋になったのではないかと
思います。
　まだまだ、お花になじみのない現代ですが、もっと
もっとお花を身近に感じていただき、一人でも多くの
方を笑顔にできるお花をお届けできればと思います。
　珍しく、個性的な植物と言えば『フロック』と言わ
れる花屋を目指していきます。

文：フローリストフロック　小田秀光

URL http://www.floristfluke.com

　吉岡社長は、30 年以上

続く家業の不動産事業を

引き継いだ 42 歳の二代

目社長です。入社以前は、

15 年ほど国内生命保険会

社や外資系保険会社で営

業や商品開発などを学ば

れ、指導もされていまし

た。子どもの頃から父である現会長の吉岡延明氏の仕

事ぶりや経営哲学を直に接して肌で感じ取り、将来は

自分が会社を継いで発展させようと考えていたそうで

す。不動産業、建設業という業績に波がある業界の中

でも、家訓により引き継がれてきた「質素倹約」とい

う思想が、無駄な支出を控えると共に、今日の強固な

財務基盤を築く基になったようです。といいつつ、海

外旅行などはお好きなようですが・・・。

　事業に対する想いをお聞きしたところ、当社での勤

務歴はまだ 5年ほどですが、創業以来の「お客様第

一主義」はさらに強固なものにしつつ、改善点として

は、「団塊の世代である先代社長の『大量生産・大量

消費』の発想から、『デザインの好みや自然素材、そ

の他お客様のより細分化されたニーズを大切にする対

応力』を重視しています。」という事です。同友会に

入会した経緯は、不動産関連部会に魅力を感じたこと

が直接の動機となったそうです。今後の展望は、今ま

では「ほぼ建売業者」これからは「建売＋注文建築＋

リノベーション」として、より広い業態での展開を進

めていくそうです。それには、自社に不足しているデ

ザイン力、トータルコーディネート力を持っている業

者さんや、顧客を紹介して頂ける紹介代理店さんなど

との協業を希望されています。

文：㈲アクシー・ジャパン 000

　㈱ハウスワン　吉岡令雄　氏（中⑨）
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原点を見直そう !
｢同友会運動の発展のために｣、｢人を生かす経営｣ を用いて！

　4 月 21 日 ( 金 )　18 時 30 分より事務局にて 4 月
例会を開催いたしました。出席者数 13 名、内 1 名は
他地区会からの参加を頂いた方です。
　現在、「働き方改革」が叫ばれています。中小企業
には逆風が吹く中、我々中小企業経営者はどうあるべ
きかを、｢同友会運動の発展のために｣、｢人を生かす
経営｣ の 2 冊の冊子を用いて、同友会
運動の実践を通して討議・考察するこ
とを目的とした例会でした。
　参加者の皆さんの中で、１人で事業
をされている方には、とらえにくいテー
マとの印象を持たれた感はありました。
その中で、自社の現状、冊子の内容に
沿った各人の分析・展望を忌憚なくお話
し頂けたのではないかと感じています。
　例会後の食事会においても、普段は
聞けない経営者自身の話や、会社の歴
史等を話して下さった方もあり、参考

委員長におこなって頂き、同友会の活動内容をしっか
りと説明して頂きました。私も同友会についてよく分
かっていなかったので良い時間を頂けました。
　発表者の皆様、お疲れ様でした。例会にご出席くだ
さいました皆様、ありがとうございました。

文：㈱ uncode　丸田　稔

【報告者】
　㈱ｉｄｅａｌ：蛇蝮　悠太氏
　㈱マキ：槇下　賢氏
　㈱ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル広島：引原　史博氏

　4月 20 日（木）午後６時半より、事務局にて 4月
例会恒例の昨年入会の新会員 PR例会を行いました。
　結婚式動画制作・企業 PR動画制作㈱ｉｄｅａｌの
蛇蝮社長、手芸品販売㈱マキの槇下　賢社長、ホテル
経営㈱ホテルマネージメントジャパン　オリエンタル
ホテル広島の引原代表という新会員 3名に発表して
頂きました。
　中②地区会は 2016 年には 18 名もの多くの方が入
会されている中、既に発表をされている方を除く対象
者が 12 名と当初は時間配分がどうなるかと思ってお
りましが、お忙しい方が多い中発表者は 3名となり、
発表者は十分に自社のアピール及び目標や課題をお話
し頂けたと思います。
　また、中支部の組織・委員会の説明を地区会長、各

中①地区会　地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　       　開催日：2017 年 4 月 21 日

中②地区会　地区例会報告   　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　   開催日：2017 年 4 月 20 日

新会員 PR 例会〜もっと同友会のことを知ろう〜

になる話を沢山聞く事が出来た例会になったのではな
いでしょうか。
　たまにはこの様な原点に立ち返る事を目的とした例
会も良いのでは？

文：㈱三田電子　三田善博
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中③④地区役員研修会を開催！
報告者：㈱タテイシ広美社　代表取締役　立石克昭　氏

この成果を一年後に良い形で表せるように一丸で務め
ていきます。

文：アイテレコムサービス㈱　増西伸治

　４月２５日（火）、同友会事務局で開催されました。
山本地区会長の体制となり、一年を迎えての総括と今
後の運営に関わる上で役員の役割と責任を改めて認識
する為に役員研修を行いました。
　第一部は、代表理事の㈱タテイシ広美社　代表取締
役　立石克昭　氏を招き、同友会活動の中で役員をや
る意味や責任について、またそれによって自社をどの
ように変化、進化させていったかを代名詞である「い
こる」を交えながら語って頂きました。
　経営の匂いのする例会を常に意識し、事業欲の強い
人を誘い活動していけば、会は盛り上がっていくとい
う熱い言葉が印象的でした。
　第二部はグループ討論を副地区会長を中心に行い、
ざっくばらんに悩みや質問、疑問を挙げて行きながら
解決の助言や経験談が話し合われました。
　地区会独自で試みた役員研修でしたが、密度の高い
内容で参加した役員の意識向上に繋がった
のではないかと思います。

　去る 4月 24 日、事務局において中⑨地区会 4月例会が開催され
ました。
　報告者は㈱デイリンク　代表取締役　川口康之　氏、㈱部屋店　
代表取締役　元田修弘　氏、㈱ボクデン　取締役　大下智昭　氏に
「行動こそ真実～同友会求人社員教育委員会で実践し得た成果を語
ろう！！～」をテーマに語って頂きました。
　3名の発表者には、同友会の委員会活動である「求人社員教育委
員会」の活動について、どのような経緯で入会をされたか？委員会
の活動により自社がどう変化をしたか？今後の展開はどのようにし
ていきたいか？また、新卒採用へのこだわりや社員教育についての
必要性、仕事に対する使命感・夢・希望の重要性を熱く語っていた
だきました。
　各社様の取り組みを聴かせていただき、感じたことは「経営者自
身が経営に対して情熱を持たなければいけない」「社員の方たちと
価値観を共有するためには理念と夢が必要」と言うことです。戦略・
戦術・戦闘も大切ではありますが、自分の仕事に対する使命感・夢・
希望を持ってもらうことがとても重要ではないでしょうか。そこを
切磋琢磨しあう場所が「求人社員教育委員会」だと学ばせていただ

中③④地区会　地区例会報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　    開催日：2017 年 4 月 25 日

中⑨地区会　地区例会報告　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　   開催日：2017 年 4 月 24 日               

きました。
　当日は沢山の方に御参加頂き、例会はもちろん、その後の懇親会
でも質疑応答、歓談等が活発に行われました。3名様の発表内容の
素晴らしさもさることながら、中⑨地区会メンバー様一人一人が作
り出す温かい会風の賜物だと感じる事が出来た素晴らしい例会でし
た。メンバーの皆様方にこの場をお借りして御礼申し上げます。
　最後になりますが、お忙しい中準備を重ねて当日を迎えた川口様、
元田様、大下様、例会担当の宮迫様、本当にありがとうございました。

文：㈱文華堂　伊東　剛

行動こそ真実
〜同友会求人社員教育委員会で実践し得た成果を語ろう！！〜
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広島４支部女性部　定時総会を開催
女性部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   開催日：2017 年 4 月 12 日

青年部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   　開催日：2017 年 4 月 27 日

　　去る平成 29 年 4 月 12 日、オリエンタルホテル
にて広島 4 支部女性部の定時総会が 30 名の参加で執
り行われました。
　村井会長の強力なリーダーシップのもと、各幹事の
ぬかりない事前準備により総会は滞りなく順調に進行
いたしました。
　女性部は 2020 年ビジョンを掲げ、昨年は “ チャレ
ンジの一年 ” でした。様々な委員会の発足、そして同
好会の再開、昼間の例会初開催、女
性部会名簿等々、様々な事例にチャ
レンジしてまいりました。
　今期は “ チェンジの一年 ” です。
これまで 40 数年の歴史をつないでこ
られた先輩方の教えを大切にしなが
らも今の時代の女性経営者、経営幹
部　経営者夫人たちに役立つ、そし
て必要とされる例会つくりを村井会
長と一丸となってそして変化を楽し
みながら取り組む心意気を感じられ
るようなスタートとなりました。

　4 月 27 日 ( 木 ) に中支部青年部 定時総会が開催さ
れ、部会長として承認して頂いた、株式会社近代社　
吉川義篤と 申します。
　前期 平井部会長のもとスローガン「一生を共に歩
きつづけることが出来る仲間づくり」で一丸となった
中支部青年部を引継ぎ、今期は「とことん向き合おう
自分・会社そして仲間」～義 ( ギ ) 裸 ( ラ )× ２ ギラ
ギラ～というスローガンで一年間活動していきます。
　このスローガンには、青年部だからこそ 自分でま
だまだ未熟だと感じている人ほど、より強く「目指す
姿」への「想い」を持ち、発信し、手を挙げ、手を挙
げた仲間には真剣に向き合おうという想いを込めてい
ます。
　その中でも私 自身がまだまだ出来ていないからこ
そ、スローガンにあるとおり、自分・会社・仲間にしっ
かり 向き合い、仲間の会社がより良くなるよう、ま
たギラギラして自社も良くなるように 仲間と共に学
びの多い一年にしてきたいと思います。

文：㈱近代社　吉川義篤

広島中支部 青年部会 第 11 回定時総会

　その後の懇親会もほのぼのとした雰囲気の中　美味
しいお食事をいただきながら会話を楽しみ恒例のみん
なで輪になっての合唱。本当に居心地の良い時間でし
た。
皆様、この一年の “4 支部女性部 ” 乞うご期待下さい
ませ。

文：ビーエルシー㈱　石田美子
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ほっと一息
えぇねぇ ・ ・ ・

移動中でも出来る呼吸法と瞑想のお話
　Genuine Beauty　今泉智恵　氏（中②）

　忙しくても移動中でも出来る呼吸法と瞑想のお話で
す。思えば辛い時、ダメな自分をいつも救ってくれた
のがこの呼吸法と瞑想でした。心とカラダへの最高の
ご褒美なんです。誰でも無意識に出来る呼吸を敢えて
意識してすることで、ものすごい変化が。全然難しい
ことではなく、ただただ自分の呼吸だけに意識を向け
て、ゆったりと、深く、優しく愛情込めて長い呼吸。
心地よい呼吸が身体と心に巡り、緊張や強張りが解け
て、自然と内側が開き窮屈な部分も広がっていくんで
す。「私ってなんて幸せ！ 」( とてもそんな風に思え
ない時だって ) と心で唱えながら。心が強くないと経
営は特に難しいと痛感。心が強いというのは頑なで固
い心とは真逆の柔軟な心。心や感情の乱れは 1 番の
リスク、人間だから心のギアがずれることも多々、そ
の都度ニュートラルに戻してあげて幸福感でいっぱい
にしてあげる。機会があったら是非ご一緒にいかが。

文：Genuine Beauty　今泉智恵（中②）

第 12 回広島中支部理事会　報告
＜入退会の承認＞
　■入会希望者 2 名
　　中③④　アーデザインスタジオ　代表　秋本正之　氏　推薦者：河野隆司
　　中⑨　㈲Ｔ２Ｃ　代表取締役　立野貴士　氏　推薦者：神田晋一郎
　■退会希望者 7 名      
　　中①　㈲トラベルボックス広島　代表取締役　三輪敦朗　氏　推薦者：中元俊男
　　中②　㈲ウィスタリアフィールド　代表取締役　藤田善洋　氏　推薦者：吉田雅一
　　中②　㈱リアルマックス　取締役本部長　槇田晴吾　氏　推薦者：塩梅泰弘
　　中③④　㈱キャナリィ・ロウ　代表取締役　鈴木義人　氏　推薦者：奥河内博夫
　　中⑨　㈲名艸　取締役営業部長　名艸慶一　氏　推薦者：中岡弘夫
　　中⑨　行政書士おがさわら事務所　代表者　小笠原　亨　氏　推薦者：杉原太郎
　　中⑨　信越ユニット㈱東京支店広島事務所　所長　今田宣宏　氏　推薦者：川上康夫
　※これにより、会員数は 384 名（前月比▲ 5 名）となりました。

＜会費納入期間は６ヶ月です＞
　これまで原則として月会費 5,000 円 ×3 か月（合計
15,000 円）を前納していただいていましたが、会で
負担している口座振替の手数料削減のため、2016 年
4 月 26 日の定時総会にて原則として 6 か月分（合計
30,000 円）を前納していただく規約改正が承認され
ました。

　2017 年４月の口座振替・ご請求は、2017 年 4 月
から９月の６ヶ月分 30,000 円となります。ご理解ご
対応の程よろしくお願いいたします。

広島県中小企業家同友会　財政部長　村上進

※なお、入会の際にお預かりする会費は 3 か月分
15,000 円（入会金 20,000 円とあわせて合計 35,000
円）のまま変更ありません。
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中①役員会：６月６日（火）12:30 〜　一味

報告者： ㈱フリーダム　代表取締役　西村成蔵　氏
日時：６月 16 日（金）18:30 〜
会場：同友会事務局
会費：無料
B/S・P/L より 14 項目の数値を拾うだけで簡単に採点と分析
が可能。金融機関の評価方法を分析し、自社の評価点の上がる
経営計画を作成する為に、自社の現状をわかりやすく見直すこ
とが可能。評価が上がることでチャンスが増え、売り上げと利
益率は上がります。

【中①地区会】
自社の金融機関評価と対策がすぐにわかります

〜利益の出る会社の法則〜
報告者： ㈱マキ　代表取締役社長　槇下　賢　氏
日時：6 月 15 日（木）18:30 〜
会場：同友会事務局
会費：無料

「手芸のマキ」の労働形態は女性パートの雇用で成り立っておりその売上媒体も社長
指示ではなく おおまかな指示はあるもののほぼ異性スタッフに売上げ目標を任せてい
る。 実際、氏は 23 店舗という店舗数を抱えており パート数 230 名を抱える大所帯
である。驚いた事に氏自身社員教育をどうしているのか 会員に訪ねたい事が沢山あり 
これからの経営に役立て 多くの社員・パートスタッフを笑顔に楽しく過ごしてもらえ
る職場にしたいと願っている そんな槇下氏の考えを楽しいトークと共に学びます。

中②役員会：６月６日（火）12:30 〜　事務局

【中②地区会】
教えて欲しい！！社員教育ってどうやってるの？
〜ボトムアップ経営の実践事例を学ぼう！自社の社員教育を語ろう！〜

中③④役員会：６月２日（金）18:30 〜　市民交流プラザ

報告者：㈱キャン・コーポレーション
代表取締役　山本郁夫　氏

日時：６月 27 日（火）18:30 〜
会場：同友会事務局
会費：無料
逆転の発想！逆境を逆手に取る事で乗り越えたこと！
学びの場であり仲間づくりの場である同友会との関わりで得た
ヒントを交えて、報告して頂きます。

【中③④地区会】
こうして危機を乗り越えた！

〜同友会との関わりでピンチがチャンスに〜
報告者①：竹内左官技工　三塚　基　氏
報告者②：㈱ＮＳ設備　中村晋也　氏
報告者③：㈱△□○　納戸克仁　氏
日時：6 月 21 日（水）18:30 〜
会場：同友会事務局
会費：無料
新会員さんに自社・自己ＰＲをしてもらうことで詳しい人柄・
仕事内容等を既存会員に知ってもらう、また、ＰＲを行うこと
により、自社・自己を見つめ直してもらいつつ、人前でのＰＲ
を経験してもらう。

中⑨役員会：６月７日（水）18:30 〜　事務局

【中⑨地区会】
新会員ＰＲ例会！

〜まずは自社を知ってもらうことから〜

女性部役員会：６月 5 日（月）18:30 〜　事務局

日 時： ６ 月 15 日（ 木 ）
13:00 〜 16 日（金）12:00
会場：富山県民会館、
　　　富山第一ホテル
会費：22,000 円

（懇親会・記録集代含む）

【女性部】
女性経営者全国交流会 in 富山に参加しよう
〜挑戦！しなやかに煌めく笑顔で未来へつなごう〜

日時：6 月 11 日（日）14:30（時間制限）
会場：戸河内 IC スタート→ M ランドゴール（島根県益田市）
会費：5000 円（大会参加費）

『日本で最も過酷な 100 キロウォーク』と言われている大会に
挑戦し、経営者にとって必要な「どんな困難にぶち当たっても
決してあきらめない心、途中で投げ出さない強い気持ち」を手
に入れる。歩いている途中に出てくる「辛いな、痛いな、眠た
いな、止めたいな」等の弱い自分に向き合い、打ち勝ち、やり
遂げる事だけによって得られる「自信」は必ず今後の経営者人
生にプラスになる！

青年部役員会：６月 1 日（木）19:00 〜　事務局

【青年部】
第９回中国山脈横断１００キロウォーク挑戦！
〜自分の限界に挑戦し、とことん自分と向き合おう〜


