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尾道支部 

29年度 

スローガン 
自社のために、同友会を活用しよう！ 

 

 

神原支部長 開会あいさつ 

 

総会議事 

 

記念講演 奥河内 博夫 氏 

 

懇親会司会 

【支部 4月例会】 第 25回定時総会が開催されました 
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今月の見どころ 

 

他では得難い同友会ならではの学びという点

では、「人前で自社の経営について語る」とい

うことがあります。同友会は、経営体験発表や

グループ討論をとおして、自社の経営を語るこ

とを大切にしています。 

いわゆる「いい話を聞く」ことも大事ですが、

それは他の会でたくさん行われており、他との

差別化という点でも、経営体験発表やグループ

討論を大切にしていきたいものです。 
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尾道支部 第 25回定時総会 

【スローガン】 自社のために、同友会を活用しよう！ 
■とき：2017年 4月 27日（木）18:00 ■会場：グリーンヒルホテル尾道 

■報告者：㈱テクシード 代表取締役 奥河内 博夫 氏（広島東支部会員、副代表理事） 

 

平成 29年度第 25回広島県中小企業家同友会

尾道支部定時総会・記念講演・懇親会・二次会、

（長いな～ｗ）無事終了いたしました。先ずも

って、お世話係をお受け頂きました理事のみな

さま、本当に有難うございました。また、本当

に濃い内容の記念講演をして頂いた広島東支部

の奥河内博夫さん、さらには二次会に参加して

頂き、熱い想いを語ってくれたみなさんのお陰

様を持ちまして、無事に滞りなく終える事が出

来ました。終わってみれば中々良い総会だった

と思いますが。支部理事会でダメ出しを承ろう

と思います(笑)。みなさんもお気づきの点はお

気軽に杉原までおねがいいたします～ 

 

今年の総会は役員改選は有りませんでしたが、

３年間の中期ビジョンの２年目となる 1年で、

それはそれで難しい総会議案になったと思いま

す。支部としてどんな 1年にするのか、どの様

な学びをして行くのかが明確でないと重点目標

は立てられません。特に数値目標に関しては中

期ビジョンとの整合性、実質数値とのバランス

などで議案作成委員会すなわち理事会でも様々

な意見が出ました。そのようにして出来上がっ

た議案書、いかがでしたでしょうか？ 

今年の総会は特に、昨年の県総会をきっかけ

に総会の在り方、意義、目的が大きく問われる

最初の総会だったと言えます。決算書の勘定科

目まで一つ一つ精査し、如何に分かりやすい決

算書にするか、誤解のない様な収支報告の有り

ようを検討して臨んだ総会でした。 

如何にコスパの良い学びが得られるか今期以

降問われてくると思います。分かりやすさ、透

明性は今後とも続けていくべき事だと感じてい

ます。 

記念講演は神原支部長をして「素晴らしかっ

た！」と言わしめた奥河内さん。オファーを出

した私も鼻が高かったですがｗ。当日参加され

た方はお分かりでしょうが、独立創業以来業績

を伸ばして１９年間経営活動を続けて居られる

のがよくわかるお話でしたね。特に人を生かす

経営、社員の方に対する考え方、教育の必要性。

修繕するマンションの住人の方の名前を全員覚

えて毎日毎日あいさつ、声かけを続ける社員さ

ん、もうそれだけで住人の会社に対する信頼感、

安心感は充分に伝わるでしょう。指示した訳で

もなく、みんなが工夫して考える。とにかく頭

を使えと。読書も勧めるそうですが、ご本人も

相当な読書量と見ました。スピーチが半端なく

分かりやすかったですね。一体どの位の読書量

なのか今度聞いてみる事にしようっと！ 

今回の懇親会から変わった点が有ったの分か

りましたか？神原支部長もおっしゃっていまし

たがご来賓の方々を各テーブルに分かれて座っ

て頂いた事。お料理を会場横に出すのではなく、

各テーブルに配ぜんして頂いた事。二次会の案

内を受付でペーパーでお渡しした事。いかがで

したでしょうか。新年互礼会からの改善です。

進化しましたか？ 

その意味では新年にずっこけた二次会、大盛

況で至る所で熱い想いが弾けていましたね。奥

河内さんを囲んでの酒はみなさん持ち帰るもの

が多かったのでは無いでしょうか？なかなか尽

きる事のない話が夜更けまで続いていまし

た・・・。 

 

尾道観光土産品（協組） 杉原 大路 

 

 

4月例会 
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涙と笑いの卒業式 （定時総会） 
■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 

 

  

尾道同友会青年部をご卒業されました小圷さ

ん・高垣さん・川口さん・池田さん・三宅さん、

この度はご卒業本当におめでとうございました。 

卒業式実行委員長を仰せつかった瞬間、私の中

には「祭り」で尾道らしさを表現し、出席者全員

を巻き込む卒業式にしたい！その想い一つで実

行委員をはじめとする尾道青年部メンバーにご

協力いただきました。 

ぶちええ尾道から始まった「餅つき」。伝統に

なり始めたあの「ふんどし餅つき」を想いの継承

と題し、形にしたつもりです。想いのこもった一

言にはこれまでのたくさんの思い出が一気に蘇

り、鳥肌が立つ一番感動的なシーンとなりました。

また先輩方から受け継いだ「おもてなし」を心が

け、OBの皆様にもご協力いただき、私の中では会

場全体で作り上げた雰囲気で、最高の形として卒

業生を送り出せたかと自負しております。私たち

がこうして同友会活動ができることも、悩みを自

分のことのように聞き、アドバイスをいただける

のもやはり先輩方のおかげです。その先輩方が作

り上げた尾道同友会青年部の想いを継承し、これ

からも続く後輩に恩送りできたらと思います。 

尾道バンザイ！同友会バンザイ！！青年部バ

ンザイ！！！ 

ご卒業おめでとうございます。 

卒業式実行委員長 

ロケーションフォト SMILE 安達亮 

 

 

 

 

 

 

新会員オリエンテーション 
■日時：4月 12日（水）19:00 ■会場：工房おのみち帆布 

 

 

4月 12日、工房おのみち帆布会議室にて新会員

オリエンテーションが開催され、新会員さん 5名

を含め、計 13名が参加しました。 

この行事の目的は、新会員さんに同友会の考え

方や活動内容をご紹介し、会を上手に活用してい

ただく糸口を見つけていただくことにあります。 

同友会紹介ＤＶＤの鑑賞、先輩会員の体験談、

新会員さんの自己紹介、同友会の歴史・目的・理

念の説明などを行いました。 

会合のあとは有志で二次会に行き、さらに交流

を深めました。 

記 同友会事務局 竹河内 博之 

 

青年部会 

組織委員会 
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5 月支部理事会報告 
とき：2017 年 5 月 10 日（水）19:00～  ところ：工房おのみち帆布 

 

議長：高垣副支部長 

■ 開会挨拶（神原支部長） 

当社ではベースアップしようということになり

ました。「3年先にどうなるの？」という宿題を出

したら、当社の幹部連は回答を出せず、4 月の給

料がまだ決まっていない状況です。中長期的な人

件費の見通しをもってベースアップをしていか

ないといけないと思います。 

支部総会が無事に終わりました。今日が第 1回の

理事会となります。秋ごろには次期の役員を決め

ないといけません。そういう中で今年度、同友会

を通して自分の会社をどうしていくのか、意見交

換いたしましょう。 

■ 討議事項 

「自社のために、同友会を活用しよう！」 

※ 任期 2年の折り返し地点。スローガンに沿って、

自社においてどうか、意見交換しました。討論の

発表では、以下のような意見が出ていました。 

・場当たり的でなく、安定して利益を出していきた

い。そのために会員に相談し、連携して自社の宣

伝に取り組んでいる。 

・求人難の折、同業の会員に相談し、そこで聞いた

やり方をやってみたら採用できた。 

・積極的に役をやることで相談相手ができる。 

・役をやることで人間形成ができる。 

・任期の半分が終わり、もっと当事者意識を持たな

いといけないと反省している。 

・経営指針がきっかけで会社が変わる。方向性を決

めることで課題がクリヤーできる。 

・会に参加することで刺激をもらえ、自分の成長に

つながっている。 

・残り 1年。次の役員を育てよう。時間をかけてと

ことんやろう。 

・会員すべてが同友会型の企業になるようにしてい

きたい。 

■ 確認・報告事項 

※ 4月例会（総会議案検討委員会）のふりかえりを

行いました。以下のような感想が出されました。 

・記念講演はよかった。 

・料理をテーブルごとに置く形式は良かった。 

・二次会を事前に用意したのは良かった。 

・市長のスピーチ中に私語があり、うるさかった。 

・来賓のテーブル配置が良かった。 

・指図しなくても、お見送りを自然にやっていた。 

■ 県理事会の報告（神原支部長） 

※ 報告のポイントは以下。詳細は省略。詳しくは事

務局にお尋ねください。 

・決算・予算の確認 

・事務局次長の新任 

※ 髙垣（年）実行委員より、県総会の参加状況の報

告がありました。 

■ 入退会の承認 

【入会者】 

（特非）シネマ尾道 代表理事 河本 清順さん 

推薦者：山根 浩揮氏 

（特非）工房おのみち帆布 理事 岡田 友香恵さ

ん 推薦者：田口 慈子氏 

【退会者】 

㈲備後レポート社 二宮 恵さん 2011年 2月入会 

出席できない 推薦者：退会 

※ これにより会員数は 100 名となります。 

■ 閉会挨拶 髙垣（年）理事 

企画広報委員会で研究して、グループ討論の突破

口を見つけたいと思います。 

文責 事務局 竹河内 

 

 

 

障害者問題全国交流会 
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 
 

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～ 

講師：(株)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 
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■尾道支部 6月 委員会・部会行事のご案内■ 
 

支部理事会 

 

■日 時：6月 7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：6月 19日（月）19:00 

■会 場：尾道ええもんや 

■内 容：定例の議題、ほか 

 

企画広報委員会 

 

■日 時：6月 5日（月）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 

 

■日 時：6月 22日（木）19:00 

■会 場：工房おのみち帆布  

■内 容：自社の数字（決算書）に強くなる勉強

会（第 1回/3回シリーズ） 

■講 師：池永経営会計税理士法人の担当者 

求人社員教育委員会 

 

■日 時：6月 23日（金）18:30 

■会 場：工房おのみち帆布  

■内 容：昨年のフレッシュマンセミナーの受講

者の近況報告 

政策環境委員会 

 

※ 6月支部オープン例会に参加します。 

 

青年部会 

 

※ 支部オープン例会を担当します。 

 

女性部会 

■日 時：6月 13日（火）19:00 

■会 場：工房おのみち帆布 

■テーマ：働きやすい職場づくり①「職場の社員

に、やる気を持って仕事をしてもらうために

は、どんな職場づくりをしたらいいか」 

■講 師：山根社会保険労務士事務所 山根昭彦氏 

 

《予告》 

尾道支部 7月例会 
 

■日 時：7月 20日（木）19:00～21:00 

■会 場：尾道市民会館 

■テーマ：（仮）今までの自分から今後を見据え

て 

■報告者：10月のさくら 藤井 直美 氏 

 

中小企業家同友会全国協議会 

第 49 回 定時総会 
 

■日 時：7月 6日（木）～7日（金） 

■会 場：名古屋国際会議場 

■テーマ：世界を見据え、地域に生きる 

～中小企業と同友会の強みを生かして～ 

■参加費：22,000円 
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広島県中小企業家同友会 尾道支部 6 月例会（オープン例会） 

 

 

柏原 英輝 氏 

【テーマ】 柏原英輝の〇〇
ま る ま る

な話 
～ ワクワク感がハンパねえ漢 ～ 

【報告者】 ㈱ＢＲＡＳＴ 代表取締役 柏原 英輝 氏 
（千葉同友会 理事） 

1981年東京生まれ神奈川育ち。悪そなヤツはだいたい友達。高校卒業後、鳶

職人として業界に入る。2003 年（22 歳）職人会社を設立（現在は㈱ＢＲＡ

ＳＴの下請けとして営業中）。職人会社の限界を感じ、2006 年、会社を従業

員に任せ大手企業に就職（業界は同じ）。リーマンショック後、大手企業の

足場部門が転売されそうになり、そこに行くのが嫌だったため部門ごと独立

したのが㈱ＢＲＡＳＴ。2010 年同友会入会、2013 年青年部長就任。2017 年

ＡＰＳホールディングス㈱設立予定。http://www.brast-a.jp/ 
 

と き 2017年 6 月 30 日（金）18:00 ～ 21:00 

会 場 グリーンヒルホテル尾道 

参加費 例会のみ 2,000円 例会＋懇親会 6,000 円 

 

※ 定員に達する可能性があり、お早めにお申し込みください。 
 

 

 

 

でべらの尾っぽ 
 

尾道をこよなく愛する前理事長の木織さ

んが、2000年に起業されて 17 年目、 

木織さんが 60 才の時、そしてその帆布で

スタート当所からお仕事をさせていただ

いた、私が 45才の時でした。 

私も尾道で生まれ尾道で高校まで育ち、当

時は就職もなくおもしろい事もない尾道

をみんな出て行きたくて、大学、就職を都

会へ求めていきました。 

私も若い頃は都会で生活しましたが、人生

の後半は尾道にもどって “あ～やっぱり

尾道がいいなぁ” と実感しております。 

独身時代はＯＬを経験したものの結婚後

はチョロチョロとしたパート勤めをして

いただけの私でした。 

“なんでもいいからこの布で何か作って

みて”ととっても懐の大きな彼女にどんと

仕事を任されて、人生の後半になって初め

てとてもやりがいのあるおもしろいと思

える仕事につくことができました。 

突っ走って、あっという間の 17 年でした。 

理事長という大役を仰せつかった今、大き

な責任も感じていますが、今後の帆布の未

来と、そして今、工房尾道帆布で働いてく

れているみなさんも私と同じように仕事

にやりがいをもてて、自分の未来に夢をも

てる職場にしていけたらと思っておりま

す。 

工房尾道帆布 田口 慈子 
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