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尾道支部 

28年度 

スローガン 
自社のために、同友会を活用しよう！ 

 

 

  

  

【支部 2月例会】 地域連携・企業連携（報告者：㈲いっとく 岡野 賢吾氏） 

可能性を信じてチャレンジ！ 
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今月の見どころ 

 

春は別れと出会いの季節。 

巷では卒業式シーズン。まさに旅立たんとする

児童生徒、若者たちを見かけると、あぁ、自分

もそういう時期があったなぁ、と。 

↑ 遠い目 

 

もうじき入学式、入社式のシーズンです。 

歳をとると、ついつい過去にこだわりがちです

が、変化を恐れず、むしろ楽しみ、未来志向で

いきたい、そうすることで精神の若さを保つこ

とができると自分に言い聞かせる今日このご

ろです。 
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地域連携・企業連携 
■とき：2017年 2月 23日（木）19:00 ■会場：尾道市民会館 

■報告者：(有)いっとく 取締役専務 岡野 賢吾 氏（尾道支部会員） 

 

【概要】 

＜体験発表＞ 

若いころは、おもろいことを実現していくだ

けだったが、会社も自分も成長し「喜ばれて喜

ぶことのできる笑顔の集まる会社」を目指すよ

うになり、そのなかで「企業連携」をすること

が多くなっていった。 

色々な連携の形態を紹介していたが、根底に

あるのは１次産業の生産者さんを笑顔にしたい

という気持ちがある。立場の弱くなりがちな生

産者を笑顔にするために、製造業者との間に入

りコラボ商品を作り商品価値を高める。本人は、

製造のプロにお任せするだけだから簡単といっ

ていたが、こんな風になるまでには色々とあっ

たと思う。 

また、尾道を盛り上げ活性化しなければ会社

も良くならないという考えのもと、「地域連携」

にも積極的に力を入れて活動している。 

最近では特に、ふるさと因島を盛り上げよう

と色々な活動をしている。（近々では「わたしの

マチオモイ帖展」でトークイベントに参加され

ます）また、現在進行中のものや計画も発表さ

れました。 

 

＜グループ討論＞ 

 「自社にとっての地域連携・企業連携とは」

という討論テーマで討論を行いました。 

5グループに分かれて行われ、どのグループ

でも活発に意見交換が交わされました。 

※印象に残った言葉 

・自社単独でできないことでも、連携すれば

できるようになる。 

・尾道の価値を上げると、自社の商品に付加

価値をつけることにもつながる。 

・自分にも企業連携できそうだ。 

杉田与次兵衛商店㈲ 滝澤 彦胤 

【感想】 

㈲いっとく専務取締役、岡野賢吾様、本日の

発表本当にありがとうございました。私事では

ありますが、「忙しいので同友会に参加できない

のでもう辞めようか」と思っていた中の岡野さ

んの発表に参加させて頂きました。 

「地域連携 企業連携」というテーマで、僕

には関係ない話だと正直思っていて、プレゼン

等に参加させて頂いたしだいで、発表当日まで

そう思っていました。 

岡野さんの話を聞いていると、「自分のできる

事、可能性」にかける想いを強く感じました。 

難しく考えていた私に岡野さんの発表は「自

分の可能性をとざしている」と少しながら感じ

ました。 

連携→想像力、一歩踏み込む勇気、挑戦して

みよう、そんなものを感じたわけです。 

力が足りないのなら、他を頼んでみよう。み

んなとだったら何かできるのではないか？どう

せなら、みんなで考えてみよう。この好きな物

をテーマに。「連携」とか「完成品」とかより、

それに進んでいく行程を楽しもう！その後に、

2月例会 
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失敗をくりかえし、やっと完成した物に喜んで

もらえる人を見て自分達も喜ぼう！ 

なかなか出来る事ではありません。私には．．． 

そのエネルギーを本当に素晴らしいと思いま

した。 

私は未熟な人間ですから、自分が結果に楽し

めないと面白くありません。世の中思うように

いかない事をわかっていながら、でもその過程

に楽しみや、学習におきかえられる岡野さんの

器の大きさに本当に頭が下がりました。 

ついつい、完成形だけを見て、成功、失敗を

決めてしまい、「失敗したらどうしよう」「失敗

するのは嫌だ」で止まってしまいますが、その

中でいかに学べるか、学ぶ為には挑戦し続けな

ければならないんだと感じた例会でした。 

感想文が「地域連携、企業連携」とはかなり

違いますが、人とつながる事に、新しい道が見

えると私は感じました。 

同友会を退会する事なく、少し見方を変えて、

自分の出来る事、自分の可能性を信じて、今回

の例会の糧にしたいと思います。うまく表現で

きませんが、岡野さんありがとうございました。 

㈱おおもと工務店  大本将由 

 
 
 

 

 

 

 

中堅社員教育とは・・・お金について 
■日時：2月 27日（月）19:00 ■会場：工房おのみち帆布 

 

いつもお世話になっております。求人社員教育

委員の長坂侑です。 

求人社員教育委員会の 2月例会は、先月に引き

続き、「中堅社員教育について」を討論いたしま

した。そして、今回のお題は「お金について」。

中堅社員に会社のお金のどの部分を意識してほ

しいのか、中堅社員にお金の価値をどう伝えてい

くのかが争点となりました。 

今回も前回と同様、経営者それぞれ考え方にか

なり違いがありましたので、箇条書きにてまとめ

たいと思います。 

・原価を意識してほしい。会社のお金の回り方

を簡単に教える必要がある。今の仕事で経費がど

のくらいかかっているか意識してほしい。原価や

経費を意識することにより、無駄が無くなる。人

件費、減価比率、原価の意識の先には自分の給料

に反映されるということを把握してほしい。経営

者と同じ考え方にいかに近づけていくためには

お金の計算は避けては通れない。経営者もお金の

話が理解できる仲間がほしい。給料の計算から中

堅社員へ逆算していく。全社員にお金の勉強会を

したい。など。 

まとめるのがとても難しいのですが、やはり具

体的な数字を根気よく共有し、同じ目標に向かっ

ていくことが大切だと思いました。 

ＧＷＡＡＮ 長坂 侑 
 

 
 

求人社員教育委員会 
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天然温泉うら湯 旅館浦島の挑戦 
■日時：2月 22日（水）19:00 ■会場：市民会館 

■報告者：㈲浦島 代表取締役 川口新太郎氏 

 

2月 22日に公会堂別館 31会議室にて、青年部

2月例会が開かれました。 

今回は旅館浦島の川口新太郎さんの報告でし

た。 

川口さんのイメージは、テレビや地元経済紙な

どで以前から見かけていて、若々しくてカッコイ

イ方だなぁと思っていました。（今でも思ってま

す！） 

我が花本班では川口さんのイメージは「ダンデ

ィー」だなぁといつも言っています。そして、み

んな川口さんの「ダンディー」を真似しようとし

て、「あれれ！？」になってしまいます(笑) 

颯爽とスポーツカーに乗っていつも登場する

姿に憧れてしまいます。 

 

生い立ちから、ご実家の旅館浦島の再建の話や

日帰り温泉「うら湯」ができてからの苦労話、そ

して国税局の立ち入り話と今までに幾度となく

トライ＆エラーを繰り返しながら今の旅館浦島

とダンディーな川口さんがあることを実感いた

しました。 

 

報告の中で印象的だった話が 2 つありました。

ひとつは連結経営の話でした。事業を広めるにあ

たり、今の事業にかかわりのある事業に手を広め

たほうが良いということがとても分かりやすか

ったです。 

逆を言えば、今の事業に全く関係のないことを

してしまえば失敗につながるということですね。 

そしてもうひとつ印象的な話は、報告の一番最

後の家族の話でした。「家族がいて支えてくれる

から今の自分がある」という言葉にとても胸がジ

ーンとしました。 

川口さん、またうら湯に入りに行きますね！！ 

㈱鉄道広告 池田 頼紀 

 

 

 
 

青年部会 
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全県女性部交流会 in 尾道 
■日時：2月 10日（金）14:00 ■会場：グリーンヒルホテル尾道 

■テーマ：「会社を良くしよう！ ～男性も女性も働きやすい職場づくりを考える」 

■報告者：㈱オーザックの専務取締役、岡崎瑞穂氏 

 

２月１０日(金)に 全県女性部交流会が尾道の

グリーンヒルホテルで開催されました。（株)オ

ーザックの岡崎様のお話をもとに働きやすい職

場づくりをグループで考えて 討論して行きまし

た。社長を大成功させたい、社員を幸せにしたい

との思いから良いと思う事を一つずつ実行され

て まだ会社訪問させてもらってないのに 本当

に愛のある良い会社なんだなーと想像できまし

た。良い事を聞いても実行していない自分に着付

かせてもらいました。この度勉強させていただい

た事に感謝して一つでも社員の幸せの為に実行

に移したいと思います。ありがとうございました。 

追伸 山本屋のお餅のおもてなし 美味しかった

です。「山本屋」１２月１５日新店舗オープンで

す。また尾道が良くなりますね。 

㈲ユニリース 山田きよ美 

 
 

 

 
 

 

 

障害者問題全国交流会 in福山 
 

誰もが安心して暮らせ、 

夢の持てる地域づくりを 
 

日時：10月 19日（木）～20日（金） 

会場：福山ニューキャッスルホテル 
 

障害者問題に関わるということは、同友会理念「三

つの目的、自主民主連帯の精神、国民や地域と歩

む中小企業をめざす」の具現化そのものであり、

「人を生かす経営（労使見解）」の精神を自薦して

いくことそのものです。一緒に学んで実践しまし

ょう！ 
 

  

経営フォーラム 2017 
 

10月 6日はリーガへＧｏ！ 

～今からご予定おきください～ 
 

記念講演講師：㈱マザーハウス 山口絵里子 氏 

日時：10月６日（金） 

会場：リーガロイヤルホテル広島 
 

記念講演の講師は、山口絵里子氏。「途上国から世

界に通用するブランドを作る」を理念にバングラ

ディシュに直営工場を構える(株)マザーハウス。

山口氏の経営に対する思いなどを伺います。 
 

 

女性部会 
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3 月支部理事会報告 
とき：2017 年 2 月 28 日（火）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（神原支部長） 
今日は 2 月ですが、3 月度の理事会です。この春

は役員改選がありませんので、「継続」の総会と

なります。 

6 月まで、例会の報告者が尾道の会員ではありま

せん。経営体験発表が一番ためになります。さら

に自社に生かせる活動にしていきましょう。 

この時期は、総会に向けて、議案や決算予算等が

主な議題となり、中途半端な時期ですが、新年度

の活動をワクワクするようなものにしていきま

しょう。 

■ 討議事項「総会議案作成のために」 

1.情勢と経営課題 

※ 県の議案書に掲載される「情勢と経営課題」の草

案について、竹河内事務局長より報告がありまし

た。これを受けてグループ討論を行い、以下のよ

うな意見が出されました。 

・10年前、現在、10年後。つながっているんだなぁ。 

・付加価値をつくっていくことについて話し合いま

した。観光での付加価値づくりなど。 

・地方創生について、なにができるか。 

・10年ビジョンは経営者の仕事としてとりくまない

といけない。 

・仕事の質が変化している、例えば、仕事はあるが

利益が出ないとか。 

・人材の問題では、東京への集中は深刻な問題だと

感じた。 

・人材の確保では、やりがいはもちろん大事だが、

それだけではだめで、給料や休みなども充実させ

ることを考えていく必要がある。 

2.28年度のまとめ、29年度の重点方針・活動計画に

ついて 

※ 杉原総会議案検討委員長より、以下のような問題

提起がありました。 

・次回の理事会が総会前最後の理事会。次回の理事

会で、28年度のまとめ、29年度の重点方針・活動

計画について意見交換し、まとめていく。本日、

たたき台をお配りしているので、次回の理事会で

修正意見等をお伺いする。 

・活動計画については、今日が〆切でしたので、提

出のあったセクションについては、本日の資料に

添付。 

※ 意見交換し、以下のことを申し合わせました。 

・総会議案書に掲載する、各委員会、部会の「ふり

かえり」の原稿（200文字以内程度で簡潔にお願

いします）を、3月 10日までに事務局に提出して

いただく。 

・3/14、開催予定の総務 ＆ 組織委員会で、ふりか

えりと、活動計画と予算を確認する。 

■ 入退会の承認 

入会希望者：なし 

会希望者：山根社会保険労務士事務所 山根昭彦氏

（2001/9/21 入会 推薦者：退会） 

※これにより会員数は 99名となります。 

■ 各委員会、部会の活動 

① 総務委員会（杉原委員長） 

支部総会の準備を進めます。会員手帳は 7/20 発行予

定。 

② 組織委員会（山路委員長） 

入会候補者は数名おられるが、手続きが未完了なの

で進めていく。新会員オリエンテーションを 4/12

に開催予定。 

③ 企画広報委員会（高垣委員長） 

企業訪問先を模索中。 

④ 経営労働委員会（浮田委員長） 

3/28に経営理念の勉強会を予定。 

⑤ 求人社員教育委員会（本多委員長） 

昨日、委員会を開催。 

⑥ 政策環境委員会（徳永委員長） 

3月例会の準備を進めます。 

⑦ 青年部会（本多部会員） 

熱気のある 2月例会が開催されました。ぶちええ尾

道の準備を進めています。4 月は総会＆卒業式です。 

⑧ 女性部会（大原部会長） 

3/14、例会で次年度の計画や規約について話し合い

ます。2/10、全県女性部交流会に多数参加ご参加い

ただき、ありがとうございます。 

■ 閉会挨拶 髙垣副支部長 

二人目の孫が生まれました。落ち着いたら飲みに連

れて行ってください。 

文責 事務局 竹河内 
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■尾道支部 4月 委員会・部会行事のご案内■ 
 

支部理事会 

 

■日 時：4月 5日（水）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：4月 17日（月）19:00 

■会 場：尾道ええもんや 

■内 容：決算・予算、増強の状況、ほか 

 

企画広報委員会 

 

■日 時：3月 31日（金）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 

 

※ 支部総会に参加します。 

 

求人社員教育委員会 

 

※ 3/27の委員会時に日程を決めます。 

 

政策環境委員会 

 

※ 支部総会に参加します。 

 

青年部会 

 

■日 時：4月 15日（土）18:00 

■会 場：尾道商工会議所記念館、尾道国際ホテル 

■内 容：定時総会・卒業式 

 

女性部会 

 

※ 支部総会に参加します。 

 

《予告》 

尾道支部 5月例会 
 

■日 時：5月 23日（火）19:00～21:00 

■会 場：市民会館 

■ テーマ：（仮）障害者問題 

■ 報告者：㈲メタルワーク福山 大植 栄氏 

 

《予告》 

広島県中小企業家同友会 

第 45 回 定時総会 
 

■日 時：5月 18日（木）15:00～20:00 

■会 場：リーガロイヤルホテル広島 

■テーマ：人を生かし人が育つ経営の実践！！ 

～夢とプライドを持って～（予定） 

■参加費：5,000円（懇親会費） 
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広島県中小企業家同友会 尾道支部 

第 25回定時総会のご案内 
 

◆ 日 時：2017 年 4 月 27 日(木) 18:00～21:00 
17:30 受付 18:00 開会・定時総会・記念講演 19:50 懇親会 

◆ 会 場：グリーンヒルホテル尾道 

◆ 参加費：5,000 円（懇親パーティー費用） 
※ 4月 21日以降の参加キャンセルは費用が発生することがあります。 

 

*********************************************************************************** 

【記念講演】 

自社のために、同友会を活用しよう！ 
報告者： 奥河内 博夫 氏 

㈱テクシード 代表取締役 

広島県中小企業家同友会 副代表理事、広島東支部所属 

尾道支部の 29年度スローガンは「自社のために、同友会を活用しよう！」です。奥河内氏の体験から、

スローガンを深めます。 

奥河内氏は 40 歳の時、脱サラ・創業。間もなく同友会に入会し、共同求人活動、社員教育活動、経営

指針の成文化と実践に取り組み、経営を発展させてこられました。 

所在地：広島市東区戸坂新町二丁目 創業 1996年 資本金 5000万円 社員数 27名 

事業内容：改修総合建設業（建築物・土木構造物の調査・診断と施工）http://www.tech-seed.co.jp/ 

 

 

 

 

でべらの尾っぽ 
 

昨年 12 月の忘年会で、「私の息子が立ったん

です！」と皆様にはびっくり発言をしました。

その息子（壮一朗）は現在、走ったり、階段登

ったりで大変です。 

この間、スーパーで買ったビーフンを食べさ

そうとした時、彼は何か気に食わなかったのか

泣いてばかりで全く口にしません。それどころ

か、ビーフンを口に持っていったらバレーボー

ル選手並のスマッシュ！ビーフンを叩き落とし

て、落ちたビーフンをラブラドール犬のアメリ

が食べる。ビーフンスマッシュ！拾い喰い！ビ

ーフンスマッシュ！拾い喰い！ 

このことで、息子にはビーフンを食べさして

はいけないと、また勉強になり賢くなりました。 

さて、同友会に入って早九ヶ月が過ぎました。

今までの人の付き合いといえば、お客さん、社

内、同業仲間ぐらいでした。経営者と話す機会

といえば同業仲間たちで、末端ではどうしても

ライバルになり腹を割って話すことはなかった

です。 

尾道の経営者の方と語らうようになって思っ

たのは、「みんなキャラが濃い」ですね。皆さん

パワフルで元気、そしてキャラが濃い。熱い人

はとことん熱く、まじめな人はホントッまじめ。

これは絶対揉まれるなと確信しました。そして

私もキャラを隠さず、いや隠す方がもったいな

いし、慣れてきて私自身も

みんなに甘えてキャラ出し

て失礼な事も多くなった気

がします。 

まだ、粗相もできる歳だ

と信じて失敗して叱られて

育っていけばなぁ 

山根食品㈱ 山根徳久 

 

 
 

 

 


