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西支部現在会員数 226名 
 

 

 

5 月 25 日に開催されました広島西支部総会

をもって、2017 年度の活動が始まりました。

西支部の皆さんには昨年度も多くのご協力・ご

参画をいただきましてありがとう

ございました。 

2016 年度は、各地区会では小

組が中心となった例会づくりの基

礎が固まりました。また、各委員

会では専門性のある勉強会が開催

され結果を求めての取り組みがな

されました。 

2017 年度は、昨年度の流れを

継続し、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」を掲げ、活動を

進めます。 

今後、国内需要が縮小し、中小

企業を取り巻く経営環境が年々厳しさを増して

ゆくことが懸念されている中、我々中小企業に

必要なことは、経済情勢や消費者のニーズの変

化に対し、自らがそれに対応した「改善」や「工

夫」をたゆまなく継続してゆくことです。 

また、自らが社会に生きる価値を定義し企業

間交流を積極的に推進してゆくことも必要かも

しれません。「自社の成長」がお互い

を刺激し切磋琢磨することで小さな

力を大きな力に変えていくこともで

きます。 

同友会らしい強い会社として維持

発展してゆくため、経営指針を成文化

し、社員と共有するとともに社外にも

発信してゆくことが必要です。 

目標を達成するために常に情報を

共有し、何を考え、何をするのか、そ

してどのように表現すればよいのか、

役割分担を明確に示し、責任とやりが

いを共有しながら仲間とともに本気

になれる企業を目指しましょう。 

2017 年度もよろしくお願いいたします。 
 

広島西支部 支部長 板野護 

  ㈱板野紙工  代表取締役 

 

 

【今月のメニュー】 

①  広島西支部 方針 P1  ④ 女性部会 P4 

② 西地区会、佐伯地区会 P2  ⑤ 役員オリテ、一言コラム、編集後記 P5 

③ 廿日市大竹地区会、青年部会 P3  ⑥ 企業訪問 日本パイプ㈱ P6 
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5月行事のご報告 
 

広島西支部第 20回定時総会 

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～ 
日時：5月 25日(木)18:00～ 会場：広島サンプラザ  参加者数：68名  

記入者：㈱グリーンテクノロジー 森下兼年 
 

去る 5月 25 日、広島サンプラザにて広島西支部

総会が開催されました。初めに板野支部長より「ト

ランプ大統領の就任で先行きが不透明な中、経営者

自らが支部活動を通して経営の勉強に積極的に取

り組み、周りと共に成長する。そういった場を築き

上げていきましょう。『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～』をスローガン

に掲げて・・」といった所信表明の後、異議もなく

議長の選出が行われ、その後、今期の方針発表が行

われました。最重点項目として「経営指針の成文化

と実践」「学べる会づくり」をあげられました。ま

た、重点項目として「仲間づくり」「仕事づくり」

「地域づくり」への取り組みとその目標数の発表が

ありました。その後、西・佐伯・廿日市大竹に分か

れて地区会が行われ、懇親会へ。 

恒例の格付けチェックでは、五感がテーマで、箱

の中の「たわし」を手探りで当てたり、ワインの飲

み比べなどで盛り上がりました。最後のマッチ棒ク

イズはちょっと難しかったようです。最後は 3名が

同点で最後はジャンケンで勝者が決まりました。賞

品の香水をゲットした方はどなたにプレゼントさ

れるのでしょうか。当日参加された皆さん、実行委

員会の皆さん、お疲れ様でした。

 

西地区会 

人を生かし夢の持てる会社づくり 
～明るく楽しく学べる西地区会～ 

日時：5月 25日(木)18:50～ 会場：広島サンプラザ 参加者：27名  

記入者：(株)島村製作所 島村知恵 
 

5月 25日に広島サンプラ

ザにて、西支部総会の後、

18 時 50 分より西地区会総

会が開催されました。寺本

地区会長より2016年度の活

動報告と、例会の出席者数

のご報告があった後、2017

年度の役員選出と2017年度

活動方針が発表されました。前年に引き続き、「同

友会活動を一生懸命にやれば、必ず自社の業績が上

がる」という言葉を実践していけるような例会づく

り、活気ある西地区会の運営を心がけたいと話され

ました。2016年度の収支

報告にて質問等もあり

ましたが、滞りなく進み

無事承認されました。 

その後 19時 40分より

西支部全体での懇親会

がありました。 

毎年恒例の三浦小組

長主催によるクイズや格付けチェックなどのイベ

ントがあり、皆様それぞれ歓談されたり、イベント

に参加したりと新しい年度の始まりとして懇親を

深めることが出来ました。 
 

佐伯地区会 

原 点 回 帰Ⅱ 
共に学び、共に笑い、共に泣き、本音で語り合える仲間・組織をつくろう！ 

日時：5月 25日(木)18:50～ 会場：広島サンプラザ 参加者：19名 

記入者：グッドプランコム 寺尾光生 
 
去る 2017年 5月 25日に佐伯地区総会が開かれま

した。 

役員に関しては前年からの引継ぎとなりますの

で、大きな変化はありませんでした。 
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前年は地区例会づくりに重点を置きましたが、例

会の準備や内容、グループ討論の実施などの流れが

出来てきて一定の成果を収めました。 

今年は結果を踏まえたうえで、更に報告者の選定

などの「ルール」、同友会の方針に基づいた「テー

マ」、小組内でのテーマ・候補の選定報告内容・討

論テーマの検討を決定、報告終了後の反省会を行う

などの「準備」、グループ討論を必ず行うこと「討

論」を徹底していくこと、そのためには小組の結束

が必要で、そのために小組間で集まりコミュニケー

ションをとること、次世代の人材を見出すことが必

要な事などが報告されました。 

ほか、広島信用金庫さんとの地区レベルでの連携

活動(例会への招待)の継続、役員会・例会・小組会

を中心とした会員相互の横のつながりを強化、会員

増強に関しては前年純減となっている為、増強に力

を入れる事、それに並行して新会員さんへの例会参

加をしやすくするように、紹介者・小組長が連携し

てフォローをしていくことで、「同友会の良さ」を

知らないまま足が遠のく事を減らしていくように

心がける。 

最後に、中期ビジョンに基づいた役員会の方向性

についても確認がありました。 

 

廿日市大竹地区会 

「原点回帰」 
一人一人が主役となり目的意識を持って、廿日市大竹地区を盛り上げていく 

日時：5月 25日(木)18:50～ 会場：広島サンプラザ 参加者：11名 

記入者：(株)山崎精研 山崎茂則 

 

2016年度の活動報告の

中で、岡浦地区会長は会員

数の伸び悩みや活動参加

率ばらつきの件を課題と

して述べられました。 

これらの事を踏まえ、

2017年度活動方針の新た

な取り組みとして、年間の

例会テーマを期首に決め

ておくこと、小組を 3組か

ら 2組に統合することが

承認されました。 

事前に決められたテーマに従

って各小組内での早めの準備と

しっかりとした打ち合わせをす

ることにより、質の高い例会づ

くりが実現できることと思いま

す。 

若い年齢の方も入会して頂き、

地区会再活性化の種まきは出来

つつあります。前年度の反省と

新たな取り組みにより、今年度

は他地区会も羨む廿日市大竹地

区会にして行きましょう。 
 

青年部会 

会員企業訪問例会 
5月 24日(水)19:00～ 会場：㈲カーテン工房 報告者：㈲カーテン工房 横山裕志氏 

参加者：19名  記入者：(株)大栄クリーナー 中田憲一 
 

【生き残りレース 他社と同じじゃカーテンぞ！】 

5 月 24 日に廿日市市の(有)カーテン工房を訪問

し、横山支店長にお話を聞きました。 

会社の事業の一つは、従来の業である オーダー

カーテンのコーディネート！製造から販売・施工ま

でをすべて自社で手掛けています。 

もう一つの事業は、ガラスフィルム・テント・ク

ロス等内装関係全般です。 

 

初めにオーダーカーテンの製造現場の見学！作

業工程は複数あり、機械設備も整っています。が、

全ての作業において熟練スタッフの技術に頼る繊
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細な作業が欠かせないので人手が必要です。やはり

スタッフなしでは成り立たたないとのこと。 

 

◆カーテン工房の強み◆ 

受注・製造から納品まで自社ですべてを手掛け、

間に縫製業者などが入らいないので、商品を安く・

早く提供することが可能。とともに、異なるメーカ

ー同士の生地のかけ合わせなど、よりお客様のニー

ズに沿うことができる。 

さらに、機動力の特徴としては横山氏が取り組ん

だ「社内でのコミュニケーションの強化」がスタッ

フ同士の絆を生み、採寸当日の見積もり提出や、現

場での内容変更などにも瞬時に工場での対応が可

能となり、お客様への安心感と満足感を獲得。 

◆これまでの挑戦◆ 

これまでに横山氏は様々なアイデアを考え実践。 

キャンペーンを企画、それに伴うポップ作成・他

ショールーム内へのチャイルドコーナーやタイル

カーペットコーナーの配置・店内商品配置や、接客

業務の提案や指示など、、、 

ポップ作成一つを取り上げても、何度も試案を作

成し常に PDCAサイクル（①計画を立てる ②実行

する ③評価する ④改善する）を自身に掲げ、「や

ってみてどうだったか」「何か足りないものはない

のか」「次はこうしてみよう！！」と、お客様の声

やスタッフの声をその都度真摯に受け止め、幾度な

く挑戦し続けている。 

 

◆これからのカーテン工房◆ 

近年、オーダ―カーテンを購入できる場所が増え、

ホームセンターや量販店、ネット通販などが顔を並

べている。そんな中、会社として、個人として 今

何ができるのか 何をすべきか 何を求められて

いるのか・・・ 

横山氏は自社スタッフに声をかけ、女性スタッフ

の様々な声を聴くよう心がけている。 

この声の中から、物事を幅広くまたは違う角度か

らとらえることが出来、様々な案が出て、それを実

践することでお客様へのサービスにつながる。 

常日頃より、お客様から頂いた「ありがとう」の

言葉をスタッフに伝えることで、それぞれが「お客

様が気に入ったカーテンを作れてよかった」「喜ん

で頂けて良かった」と自身の仕事に誇りを持ち、さ

らにお客様の喜ばれた顔を想像できることが、次の

サービスにつながる。多くのことがつながり、繋が

るとなったとき、もっとたくさんの「ありがとう」

が頂けると。 

 

横山氏は・・ 

今の会社があるのは全スタッフさんのおかげ。 

貴重なスタッフさんがいるから会社が存続でき

ている。 

これからももっとスタッフ全員とコミュニケー

ションが図れるよう取り組みたい。 

スタッフさんに恩返しができるよう、会社をもっ

と盛り上げたい！！ 

 

そんな横山支店長は 今日もカーテン工房にい

る・・・ 
 

 

女性部会 

３度目の地獄から私を救った「試されごと」 
～逃げ場を断ち切り、見えてきた未来～ 

日時：6月 7日(水) 18:30～ 会場：合人社ひと・まちプラザ  参加者：60名  

報告者：BLC.㈱  代表取締役 石田美子氏 記入者：クリエイティブ工房シエル 京才さとみ
 

 去る６月 7日（水）合人社ウェ

ンディひと・まちプラザにて

BLC.(株) 代表取締役 石田美

子さんの体験報告例会が開催さ

れました。 

会外から 6名、本会からも沢山

の参加がありました。総勢 60名

の盛大な例会となり、石田美子さ

んの人脈の広さがうかがえまし

た。 

20歳の時、法事で強く感じた

「死んだら忘れられる、自分の

生きた証を残したい！」と強く

思った体験がその後の生き方

を変えていったと言っても過

言ではない人生を赤裸々に語

られました。 

いつも元気で豪快な姿から
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は想像もできない石田さんの今回の報告は、もっと

深く聞きたかったという声を頂く程、興味深いもの

でした。地獄の様に感じた数々の経験を脱出できた

のも、今に向き合い、お客様と向き合い、スタッフ

と向き合い、そして同友会の仲間達に支えられたか

らこそだと思いました。グループ発表では中辛から

辛口の感想があったのですが、喜々として聞かれて

いる姿が石田さんの人柄を感じさせました。 

人生山あり谷あり笑いありの人生をそのまま生

きていらっしゃる石田さんの愉快で、明日への活力

となる報告例会でした。 

最後になりましたが、あいにくの雨の中、ご参加

くださった皆様ありがとうございました。そして、

石田さんの人生のスローガン〝輝く女性が未来を

創る〟そんな素敵な社会が続きますようにと願い

を込めて。 
  

役員オリエンテーション 
日時：2016年 10月～3月・補講 5月 29日（月） 18:30～ 会場：同友会事務局 

参加者：全体で 59名、うち西支部 5名  記入者：グッドプランコム 寺尾光生 
 

役員オリエンテーションに参加して思うことは、

役員は同友会活動の一環だということ。 

例会に参加して得られるものもたくさんあると思

いますが、「もっと多くの学び」を得るためには役

員になって、委員会運営をすることだと思います。 

しっかり学び、会社に活かす。そのために自分を

成長させる内容がギュッと詰まっていると感じま

した。 

講義の内容は「役員の役割とは？」「経営指針の成

文化と実践」「全社一丸の会社を作ろう」「地域を元

気にする会社づくり・会づくり」「同友会らしい役

員とは」と全て参加しましたが、自分が同友会の学

びをどのような形で実践していくべきか、自分が何

を学びたいのかを気づかせてもらえる内容でした。 

報告者・参加者の方々、それぞれが目的意識を持

って参加されていると感じ、報告内容や意見を聞く

中で、これを地区に持ち帰ることができればより一

層、地区会の活性化につながると確信しました。 

私は実行委員をさせていただいたおかげで、グル

ープ長を何回か拝命しました。自分の中で発言を取

りまとめたり質問を投げかけたりする経験は今ま

でなく、プレッシャーとの戦いでしたが、やって行

くうちに少しずつでも出来ている気がしました。 

自分の頭の中にないもの、話題の得手不得手など

が出てきて、それが認識できたことが私の中での発

見です。 

 

広報委員の一言コラム お題「梅雨」

今回のお題は「梅雨」です。 

梅雨というと私は雨が降るなかで咲く綺麗な紫

陽花（アジサイ）が子供の頃から印象的です。広島

県内でも多くの名所があることと思いますが、昨年

の出来事を一つ。 

広島市植物公園は数種類の綺麗な紫陽花が 1800

株も咲くようです。当社で働くカメラが趣味の社員

が、気分転換で訪れ撮影して歩いていたら中国新聞

の方にインタビューを受けたんですよ。  

その様子は社員の顔写真入りで中国新聞に掲載

されたんですよ。凄いですよね。 

ちなみにインタビュー日時も記載されておりま

して、平日でした。問題ですね(笑)（安齋） 

 

 

 

 

 

 
 

編集後記                                     
 

春もあっという間に過ぎ去り、雨の日が多い季節

になりました。お手紙を出す際の６月の時候の挨拶

を見てみると「梅雨の候」「長雨の候」「初夏の候」

「短夜の候」「薄暑の候」「向暑のみぎり」「若鮎お

どる季節」というものがあります。 

これを見ると季節の移り変わりを感じることが

できるような感じがします。 

天候が不安定な日々が続き、鬱陶しく感じること

もありますが、皆様、体調に気を付けて頑張りまし

ょう。 

          （広報委員 江﨑 諭） 
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日本パイプ㈱ 代表取締役 青原忠宏 氏 
【企業 PR0FILE】創業・設立：1969 年 資本金 3,049 万円 社員数 15名  

事業内容：配管設備資材・衛生機具・給湯機器・工具等卸業 ガラスコート等省エネ環境事業  

住所：広島市西区大芝1丁目5番18号 TEL：082-238-0123 HP：http://www.nihon-pipe.co.jp/ 

はじめに                                                     

西区大芝にある日本パイプ㈱の青原忠宏社長を

お訪ねしました。 

 

会社は 183 号線のガストの斜め後ろ、交通の便

の良い場所にあります。目印のファミレスは社員

との面談など込み入った話の時には度々利用して

「困った時はガスト」と重宝されているそうです。 

 

生い立ちから                     
 日本パイプ㈱は 1969

年お父様が共同で中区

白島に興した、主に配

管資材や住宅機器の販

売卸を行なう会社です。 

青原社長は安芸高田

市のご出身で、親子 3

世代同居の大家族の中

で高校までを過ごされ

ました。 

大学は東京、日大商

学部へ。バイトに明け

暮れた学生生活でした

が、様々な人と話をす

ることが得意になりました。 

卒業後は、大阪立売掘（いたちぼり）の老舗部

品卸商社へ修業に出されました。よその釜の飯を

食って来いということで、親の七光り、息子だか

らと見られないように目標設定をして得意先を廻

りました。30歳で広島へ帰り、2005年 2代目社長

に就任されました。 

 

経営理念              

社長は「必要なものを必要な時に必要な量だけ

お客様にお届けする」業界初の「コンビニ配送」

を実現されています。ポイントは「モノ」だけで

なく「知識」「情報」もお届けする「心」「マイン

ド」の部分なのです。 

7 年前 2010 年に同友会に入られて、すぐに始め

たのは経営理念の作成でした。この経営理念を「昼

礼」の時に毎日全員で唱和しているそうです。「こ

れはうちの教科書だよ。この経営理念で社員も守

れる、自分も守れる、互いに確認できるのです」

と青原社長。 

この聞き慣れない「昼礼」は翌日の午前中まで

の予定を発表する場で、全員が集まることのでき

る昼 13時に毎日行われています。 

 

 
青原忠宏氏 

 
取材の様子 
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経営理念          
経営は心をもって 

・人と接するときは心を込めて足を運び 

・仕事をするときは初心を忘れずに積極的に 

・会話をするときは心を込めて前向きで肯定的な

発信を 

・商品を扱うときは心を込めて丁寧に 

・いかなるときにも感謝・反省を繰り返し折れな

い心を 

 

この 5つの心をもって関係する全ての人のかゆい 

ところに手が届く「まごの手」経営を実現します。 

 

計画日報           
 “計画 7 割、実施 1 割、反省 2 割”うわさに聞

く「計画日報」の実物を社長に見せてもらいまし

た。その完成度の高さに驚きです。 

営業、業務、会計、管理と各セクションで内容

が細かく異なります。計画と実際の行動との差を

振り返り点数化していきます。営業マンは移動先

で車を停めてチェックします。出社、退社時間も

この日報で記入されるので、タイムカード代わり

となり労基にも提出されているのです。人事考課

にも活用され、青原社長が広島に帰って 5、6年目

に感じられた社員の給料格差、その解決の糸口に

もなっています。 

さらに目標達成のキーワードとして「ミス０（ゼ

ロ）会社」を掲げています。 

人間はミスして当たり前の発想から脱却して、

全ての仕事のミスと判断のミスを根絶するために、

ミスを決して隠さない、かばわない、逃げない、

を徹底する根底にもこの「計画日報」があります。 

 

業務マニュアル             
業務マニュアルを明文化したのも社長の功績で

す。ある日、売上ベスト 5 のお得意様から大量返

品の要請が入りました。青原社長は早速先方へ出

向き、「返品はできます。うちのマニュアルにご

ざいます。ただ今回の内容は、実務レベルでのご

発注の仕方に問題があるのではないですか」と先

方のトップと直談判しました。 

マニュアルにあるからこそはっきり主張するこ

とができ、社員の前でもぶれることなく折衝でき

たと振り返られました。 

 

新人教育            
 今年 4 月に新卒で男子社員 1 名、女子社員 1 名

が入社しました。ベテラン陣の多い中、久々の若

手です。教える側にも 3 年は責任があると、先輩

スタッフと青原社長自ら懇切丁寧に指導中です。

この 1月に 22年目のベテラン管理者と 6年目の女

子社員が退職してショックを感じていた社内にパ

ッと花が咲いたそうです。 

 

これからの課題            
 東京オリンピックの需要確保で、地のりのある

東京近郊へのM＆A進出をここ2～3年内に見込ん

でいます。二人のご子息も関東の大学に在籍中で

親子で夢を語り合っています。「幸い次男が後継

者になってくれそうなので、今は全力で事業継承

をして社会に価値を残せる会社を伝えたい、その

ためにも、隙を作らず社員が一枚岩となって業務

に当たることのできる会社

を築いていかんとね」と青原

社長。 

「うちはあそこへ行くん

じゃ」と目標をはっきり立て

ていくのが私の責務と広島

弁で話をまとめられました。 

 
商品のパイプ 様々な種類がある 

 
社内に小売り用販売ブースも設置 

 

 
会社のロゴマーク 

 
同友会の合説にも参加 
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補足              
広島にお洒落な社交場を作り、広島を活性化して

元気を取り戻す広島エレガンス倶楽部を主催され

ています。五感に響く大人のイベントをプロデュ

ースされています。また、MEN’SCLUB にも何度

も登場しています。実はこのお話が一番長かった

りして・・・ 

 （記 ㈲アクシーズプラス 松田健一） 

 

 

 

※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。 

 

 
会社の外観 

 
ストックしている商品 

 
趣味でディスコパーティーを主催 

 

 
ディスコイベントの模様 

    
ファッション雑誌のスナップ撮影会での一コマ 
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