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社長を継ぐために
～気づいてしまいました～

報告者 ：㈲自動車共和国　専務取締役　木下貴弘氏

　三原市宮浦町で自動車販売をされている自動車

共和国の木下貴弘氏に報告をして頂きました。 大学

卒業後に何か商売をしたいなと思われて、 社長 （父

親） に入社を打診します。 入社にあたって、 整備士

の資格を取得するようにと言われます。 ２年で整備

士の資格を取り自動車共和国に入社されます。 １０

年は整備士として日々、 汗を流します。 ２年前より、

営業が１名退社したことをきっかけに営業に異動しま

す。 営業に移ってからとにかく実績をあげたい、 売上

を増やしたいと考えるようになったそうです。 実は現

在の売上 （顧客） は社長が築き上げたもので、 社

長だよりになっている現状を打破したいとの思いから

です。

　まず手始めに、 事務所をきれいにすることから始め

ました。 お客様に来店して頂きやすい環境を作るた

めです。 次に在庫車の回転が悪くなったことからイン

ターネット販売を開始します。

色々と新しいことを取り入れて

いきますが、 社長の販売力

にはなかなか及びません。

　木下氏は社長の販売力

を分析してみることにします。

①顧客について、 お付き合

いの長い方が多く社長の提

案を信頼されている。 身内

が車を購入するとなれば、

真っ先に相談が来る。

②販売する商品は、 社長

が納得のいくもの。 顧客の

要望も聞くが本当に顧客の

ためになるものしか販売しな

い。 社長には顧客からの信

頼と販売商品への自信が強味なのではと考えまし

た。 その強みの根幹は何かも考えてみることに・ ・ ・。

　あることを思い出します。 ある顧客から、 息子様

が長崎で事故を起こしたので車を引き取りに行ってほ

しいと依頼がきました。 社長は二つ返事で長崎へ。

木下氏は業者に任せればいいのにと感じていたそうで

すが、 まさにこの行動が社長の原点ではないのかと

気づきます。

　「顧客のために汗をかく」 つまり顧客を感動させる

こと。 自動車共和国に頼んでよかったと感じてもられ

ることではないかと。

　木下氏曰く、 営業に移るまでは本当に一従業員

として日々が過ぎていて経営のことなどは考えていな

かったそうです。 同友会を含めて様々な経営者に会

うことによりこのままではいけないと感じるようになりまし

た。 今回の報告にあたって、 いろいろと考えさせられ

ましたとおっしゃっております。 これからは社長の原点

を踏襲し、 親子３代が通える車屋を目指していきま

すと今後のビジョンも語られていました。

㈲小倉建設　小倉一弥



　２月の三原西地区例会

は、 もの心がついた時から

「お前は家業を継がなけれ

ばいけない。」 と父親に言わ

れ、父が決めた会社で板金・

塗装の腕を磨いた後、 現会

社に就職、 経営者としての

意識もなく家業を継ぐこととなった。 当時は社員に何

も教えることもせず、 きつく当たっていた。 自分はな

ぜか変なプライドが捨てられなかったと語る　株式会

社三和 代表取締役　啓利浩稔氏の報告でした。

　創業者である父親が一代で築き上げた三和モー

タース商会を、 二代目として引き継ぐまでの自分との

闘い、 父 （会長）、 弟 （当時社長） 夫婦、 従業員

（工場長など） との人間関係の中で、もがき、苦しみ、

悩んだ経験を “しくじり先生　俺みたいになるな” ～

同じ失敗を二度と繰り返さないために～と銘打って当

時を振り返りながら自分の立ち位置はそれでよかった

のかどうか、 経営者としての自覚や責任はどうだった

のかを回想しながら語って下さいました。

　多くの中小零細企業は、 信頼のおける家族や親

族を経営陣とし、 従業員の役割も担いながら事業

を行っているケースが大半ではないでしょうか。 気心

の知れた親子、 兄弟が心を一つにして仕事

ができれば、 とても安定した会社経営に繋

がりますが、 お互いの思いばかりが優先し、

甘えや馴れ合いが許されてしまう風土を作っ

てしまうと歯車が狂い会社は迷走してしまうこ

とにもなります。

　昨年、 マスコミを騒がせた㈱大塚家具父

子によるお家騒動、 ロッテグループの経営権

を巡る兄弟争いなど、 世間でも類似の話は

よく聞く話ではありますが、 そのような話を皆

の前で全てをさらけ出すとなると、 ご本人も気

乗りしない面もあったのではないでしょうか。 そ

うした思いを乗り越えて自社の悪い内輪話を

詳らかにすることによって自分を戒め、 今後、 経営

者としての自覚をもって取り組んで行こうとの決意が

伺える報告でした。 参加された方からも 「涙が出た。

頑張って欲しい。」 とグループ討議の中でも感想を述

べられていました。

　啓利社長が現在の会社に入って２０年、 この間、

新工場の移転、 民間車検場の指定、 東広島市へ

の２号店出店など会社は大きく発展されています。 親

子、 兄弟、 従業員との軋轢を抱えながらも、 家族

全員で将来の会社のあり方を見つめ直されたことが

今の会社に繋がっているようにも思います。 分社化

によって社長に就任された直後の平成２７年９月に同

友会に入会され、 真面目に例会に参加されたことで

多くの学びが得られ、 今回の報告にも生かされてお

り成長を感じました。 啓利社長の心の奥底には、 こ

れまでの悩みや苦しみを乗り越えてきた自信と情熱を

感じました。 更には二度と同じ失敗は繰り返さないと

いう決意も伝わってきたような気がします。 これから経

営者として絶対に誰にも負けないという責任感や覚

悟のようなものが、 今回の報告を経験されて芽生え

られているようにも感じた例会でした。

　伊藤仲間づくり委員長の最後のまとめにもありまし

が、 啓利社長にとって、 これから先の会社のあり方

を見つめ直すよい機会となったのではないでしょうか。

啓利社長に心からエールを送りたいと思います。

社会福祉法人みどりの町　岡田雄幸
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しくじり先生
～俺みたいになるな！～

報告者 ：㈱三和　代表取締役　啓利浩稔氏



　２回目の開催となった求人社員教育委員会主催

の 「よろず勉強会」 が２月１０日に行われました。 今

回も社員さんに参加してもらい、 共に学んで更に会

社を良くしようという例会。 委員長であるテクノス三

原㈱の向田さんとともに青年部も例会づくりをお手伝

いさせていただきました。

　当初はどれだけ社員さんの参加があるだろう

か ・ ・ ・ という不安もありましたが、 結局１６社参加

され社員さんは１５名、 オブザーバーの方も１名参加、

合計３４名の方に参加していただく事ができました。

あとで聞くと 「是非社員さんを参加させたかった」 と

いう会員さんが多く、 皆さんの意気込みを感じました

（私も経理担当の妻と参加しました）。

　なぜこんなに参加者が増えたかというと、 一重に

今回の例会テーマにあったと思います。 「給与の仕組

みを学んで給与を上げるぞ！」 という今回のテーマ。

社員さんはもちろん経営者の方だって給与といえば

一番関心のある部分ですよね （笑）。 自分の給与を

上げるには・・上げてもらうにはどうすれば良いのか・・

その部分を深堀りして非常に分かりやすくまとめたプ

レゼンで、 名講師の向田さんが講演をされました。

　その後は同友会恒例のグループ討論。 同じ社の

人が重なる事の無いよう振り分けた各グループでは、

初参加の社員さんたちも積極的に意見を言われて

活発な議論が行われていました。そして最後のグルー

プ発表もあえて社員さんにしていただきました。 皆さ

ん素晴らしいです ・ ・ 物怖じせずに発表されて。 私

が初めて発表した時の事を思い出すと ・ ・ 恥ずかし

くなります （苦笑）。

　今回の学びは給与を上げる仕組み ・ ・ その為に

重要なのは自分の普段の生産性 ・ 品質性の向上

だと講演された向田さん。 いかに会社に貢献する事

が重要なのかという事です。 それは身だしなみのよう

な小さなことでも積み重なれば全体が変わってきます。

同じ事を社内で経営者が言うと、 社員にもなかなか

想いが伝わらない場面もあったりしませんか？そんな

時にはこのような第三者的な立場の方の話を聞くと

意外にすんなり納得出来たり。

　事実そのあとの懇親会では参加された社員さんの

話を聞くと 「とても分かり易かった」 とか 「給料の事、

勘違いしてました！」 との意見もたくさん聞けました。

懇親会もほぼ参加者全員が出席され、 例会と共に

おおいに盛り上がった会となりました。

㈲小倉建設　小倉一弥

給与の仕組みを学んで給与を上げるぞ！

■求人社員教育委員会＆青年部合同

第２回よろず勉強会

第 39 回中小企業問題全国研究集会 in 鹿児島

行かなきゃ体験できない学びや出会い！

　2 月 16 ・ 17 日の 2 日間私は鹿児島県で行われ

た中小企業問題全国研究集会に行ってきました。

　初日は自分自身一番楽しみにしていた知覧特攻

平和会館の見学分科会への参加でした。 全国の会

員からたくさんの申し込みがある中、 参加することが

出来ました。 一度は行ってみたいと思っていた場所で

した。 それは私にとっては浅はかにも観光地としての

意識しかない場所でした。

　ここは特攻隊の歴史、 そして海に散っていった隊員

たちの遺品などが残されている会館です。 赤紙一枚

で召集され特攻隊員になった若い方たちが、 死ぬ前

に家族に宛てた手紙などもあり、 それを読んで胸が

熱くなりました。時代背景や戦史、特攻作戦が始まっ

た経緯などが当時の映像とともに詳しく解説されてい

ました。 米軍の戦艦に次々と突っこんでいく特攻機の

映像。 見ていて胸が凍りつきました。 何十年も前の

映像ですが、 鮮明で見るのが非常に辛かったです。

　若くして戦争によって命を奪われてしまった彼らの



七転び八起き

　３月に入り、 野球中継を目にすると、 「春が来た

なぁ」 と感じます。 今年もカープが活躍し、 広島に

賑わいが出たら嬉しいなぁと思います。

　「賑わい」 と言いますと、 我が町三原でも、 今年

は築城 450 年で、 色々な催しが用意されてあり、 三

原全体で「今年は頑張るで～」と気合い十分ですが、

ふと思うのが 「今年はええけど、 来年以降の賑わい

創出はどうするんじゃろ。」

　私自身も、 三原さつき祭りを始め、 色々な活動に

携わる中で、 つい目の前の事だけに一生懸命になり

ますが、 先を見据えて色々な事に取り組まないといけ

ないなぁと感じる春、 今日この頃です。 何はともあれ、

今年も頑張れカープ！

㈲よしなが　吉永周平
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現在会員数 ： 67 名　今年度会員数目標 ： 75 名

＜４月三原支部例会のご案内＞

事を成すには逆境あり、
事を破るは順境あり

報告者：㈱八天堂　代表取締役　森光孝雅　氏

■とき　4月 20日（木）19時 00 分開会

■会場　三原国際ホテル

■会費　無料

　今や、 三原発の全国スイーツとなった 「みはら港町八

天堂　クリームパン」。 広島空港に隣接する新工場には

カフェテリアを併設、 見学 ・体験ができる注目のスポット。

三原で最も成長を続ける企業のひとつです。

　しかし、順風満帆でここまで来たわけではありません。 「誰

にも負けないくらい失敗をしてきた」 と言われる森光社長。

その波瀾万丈の経営体験から、成功の秘密を伺うとともに、

八天堂の未来について伺います。

知りあいの経営者をお誘いの上、
ぜひ、ご一緒にご参加ください！

【入会 ・退会のお知らせ】

■入会 ： ㈱シンセラ　取締役副社長　大江真二　氏

　　　 ㈱サンクリエイト　代表取締役　山下周作　氏

■退会 ： 大和風土 ( 同 )　代表社員　近廣紀考　氏

短い人生を思うと、 いかに戦争が悲惨なものかと考

えさせられます。 日本人として、 こんな風に、 戦争の

犠牲になってしまった人たちがいることを知っておくべき

だと思いました。 多くの方に訪れてほしい所です。 教

育的観点からも特に、 修学旅行の行き先として良い

と思いましたし、 今度は家族でぜひ来てみたいと思い

ました。

　2 日目基調講演を務めた窪田織物㈱の社長は、

約 1,300 年の歴史を誇る、日本の伝統的工芸品「大

島紬」 を生産されている方でした。 地元産業として

は衰退の一途をたどっていた業界のイニシアチブを取

るべく果敢にチャレンジしていく様を赤裸々に語られて

いました。

　伝統を守りながらも既成概念を破り、 新規分野

に挑戦するお話は同氏曰くの 「伝統と革新はセット」

という考え方をじゅうぶんに説得するに値するお話で

した。 「平凡な事を継続することで非凡な経営となる」

というフレーズは自分自身に一番必要な戒めでもあり

ました。

㈲三愛機工　上中谷　浩


