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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！ 

 

 

 

【支部 5月例会】 ちがいを認めるということ 
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今月の見どころ 

 

先日、グループ討論をしていて再確認できた

こと。同友会に入って良かったこととして、よ

く経営指針や共同求人活動や社員教育が挙げ

られますが、 

・人前で話せるようになった。 

・社員に任せて現場から離れられた。 

・社内会議ができるようになった。 

これらもよく言われる基本的なメリットで

すね。 
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発達障害に学ぶ人財育成 
■とき：2017年 5月 23日（火）19:00 ■会場：尾道市民会館 

■報告者：㈲メタルワーク福山 代表取締役 大植 栄 氏（県理事・障害者問題委員長 福山支部所属） 

 

障害者雇用を率先して実行されている、メタ

ルワーク福山 代表の大植様の体験から基づく

とてもわかりやすい報告でした。 

失敗から学んだ事、その障害の特性を理解し

てその人、その人のやる気スイッチを見つけて

適材適所に配置する。「労働能力と障害は別」「知

らないから見える壁、知ることでなくなる壁」

人を活かす経営の真髄を障害者問題から学び

「共生社会」づくりへの一歩とする、という大

変意義あるお話でした。 

（特非）工房おのみち帆布 田口慈子 

 

(有)メタルワーク福山 大植代表の発達障害

に学ぶ人材育成の報告会に参加させていただき

ました。 

今回のお話しで私のこころに響いたのは「人

に障害があるのではなく、その人と社会の間に

障害がある」という言葉でした。 

発達障害の方と聞くと、どのように接したら

いいのかわからないでいました。 

大植代表の話を聞いて、距離を作っていたの

は私かもしれない、悩んで一歩を踏み出せない

自分がいると思いました。 

価値観や能力が同じではないこと、多様性が

あるから障害というわけではない。 

自分の中にも社会的に適応しにくい部分もあ

るという事を認めることだと思いました。 

今後障害の方たちの受け入れがあれば、それ

ぞれの障害の特性を見て、自分の心をしっかり

開いてコミュニケーションをとっていくこと、

適材適所をみつけ器にあった情報を入れ、その

人にあった仕事の指示をし、共に育っていくこ

とで社会との間の壁「障害」を無くしていくこ

とだと学びました。 

（特非）工房おのみち帆布 岡田友香恵 

 
 

 

 

 

 

中堅社員教育とは・・・（夢について） 
■日時：5月 9日（火）19:00 ■会場：工房おのみち帆布 

 

「中堅社員とは…」をテーマに 3回シリーズで

討論会を行い、第 3回目の討論テーマ「夢」につ

いて委員会を行いました。第 1回・２回で討論し

た「人・お金」をもとに、スタッフと経営者の夢

の共有、なりたい人間像、求める人間像など「夢

を共有」することで会社に限らず各個人のスキル

アップ・モチベーションアップを図ることを目的

とする討論会。働く方も経営者も夢を実現しなが

5月例会 

求人社員教育委員会 
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ら会社の状態が上向きになることが一番の理想

だと考えます。輝いている会社にはきっと夢が溢

れていると思います。ぜひ秘訣を一つでも持ち帰

れるような討論なればと会を進めました。 

討論を進める中で、「夢」と「理念」の違い、

自社での取り組みで成功例や失敗談など経営者

としての考えや、一個人としての考えが様々な角

度から聞くことができ、形式にこだわらない討論

にこれからの課題を再発見できました。 

中堅社員教育という観点では、会社規模や運営

状況など規模によって取り組みが変わり、難しい

お題ではありましたが、委員会メンバーの会社愛

と熱に私自身の未熟さを感じ、勉強不足を痛感さ

せられました。だからこそもっと同友会活動を通

し、たくさんの学びを得ないと損だ！そんな想い

でいっぱいの 3回シリーズとなりました。 

ロケーションフォト SMILE 安達亮 

 

 

 

 

 

親睦を深めるお泊り例会 
■日時：5月 26日（金）～27日（土） ■会場：松永ベイボウル → 旅館浦島 

 

青年部 5月例会は『親睦を深める』ということ

を目的に、ボウリング大会で汗を流した後、浦島

旅館に宿泊しました。 

ボウリング大会では優勝チームに景品として、

タンブラーが用意されていましたが、なんと名前

入り！ものの 1時間前に終わって『まさかタンブ

ラーに名前が入っているなんて』…。人の予測を

上回ること。商売でもすごく大事なことだと再確

認しました。 

また、風呂上がりに、夢を１分で語り、帆布に

記すという作業をしました。 

年収を○○にする！笑顔で仕事をし続ける！

会社に自分の軌跡を残す！従業員満足度を上げ

る等、様々なことを語り、記しました。私はあい

のりタクシーを通して、【『結婚しました』と報

告を受ける】ということを記しました。 

ある方の言葉に、『終わりから始めて(大きな

夢や理想を掲げる)、そこへ到達するためにでき

る限りのことをする』とありますが、今現在帆布

に記したことを達するために、できる限りのこと

をしなければならない。そしてその過程で、思う

ようにいかない壁にぶち当たった時、同友会を活

用して壁を乗り越えていきたいです。お泊り例会、

本当に親睦が深められました。 

5月例会を担当して下さった、新谷さん・加藤

さん、浦島旅館の従業員の皆さま、ありがとうご

ざいました。 

大平交通㈱ 宍戸 孝行 
 

 

 

青年部会 
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6 月支部理事会報告 
とき：2017 年 6 月 7 日（水）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） 

別団体の総会で、尾道駅の副駅長のお話を聞きま

した。客数を少なく見積もり、客単価を高くする

企画が進行中です。少子高齢化の中で、尾道では

観光客が増えています。われわれ経営者も知恵を

出し、場合によっては大きな投資が必要かもしれ

ません。 

■ 討議事項「会員増強について」 

※ しめきり間際でばたばたしないよう、早めに取り

組みを進めるため、会員増強について意見交換し

ました。 

※ 山路組織委員長より、会員増強の意義と行動計画

について、以下のような問題提起がありました。 

・先月の理事会の討議事項、「自社のために、同友会

を活用しよう！」で意見交換した内容を前提とし

て提起する。 

・人口減少の中で、人材の確保と教育について、み

なさん苦労されている。会員増強についても同様

の問題があるのではないか。 

・会員増強の意義は、同友会に籍を置くものどうし

として、刺激し合い、同友会型企業をめざし成長

し続けること。そういう企業を地域に増やしてい

くこと。 

・会員増強の行動計画の具体化については、オブザ

ーバー参加を促進し、組織委員会と紹介者でフォ

ローする。その際に、自分自身が同友会に参加す

る意図や変化したことなどを伝える。 

※ 山路組織委員長の提起を受けてグループ討論を

行いました。以下のような意見が出されました。 

・「増」と「強」は別物。 

・候補者一人ひとりに対して戦略を立てる。その人

の経営課題を知ることが大切。 

・重複してもいいから、みんなで入会おすすめの声

かけをすることが大事。 

・入会後のフォローが大切。 

・先入観を捨てて、広く浅くの声かけをする。 

・「増強デー」をやってはどうか。 

・情報発信のツールを作成してはどうか。 

・例会にオブザーバー参加してもらうことが有効だ

が、魅力ある例会にする必要がある。内容や参加

人数も大事だし、グループ討論が大事。 

※ 山路組織委員長が以下のようにまとめを行いま

した。 

・まず、相手のことを知る。次に、自分のことを知

る、経営者として成長し続け、経営や会に生かす

こと。 

・候補者について情報交換し、「この人知ってる」と

いう雰囲気を広げたい。 

■ 確認・報告事項 

※ 5月例会（女性部会担当）のふりかえりと、6月

カ月例会の準備状況の確認を行いました。主なポ

イントのみ下記。 

・5月例会では、障害者のことについて知ることが

できた。10月の障害者問題全国交流会が楽しみ。 

・6月例会は定員を増やしたので、参加制限を解除

するとのこと。 

■ 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。 

・総会の準備 

・新しい経営指針セミナー 

■ 入退会の承認 

入会希望、退会希望なし。これにより会員数は 100

名となります。 

２．名義変更の報告 

社会福祉法人若菜 高山 圭介 氏 → 藤本 達也 氏 

■ 閉会挨拶 本多理事 

※ 省略します。 

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！ 

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 7月 委員会・部会行事のご案内■ 
 

支部理事会 

 

■日 時：7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 

 

※ 未定です。 

 

企画広報委員会 

 

■日 時：7月 3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：7月 13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 2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：7月 28日（金）19:00 

■会 場：しまなみ交流館 

■内 容：フレッシュマンセミナー 第 1講 

 

政策環境委員会 

 

※ 地域（尾道）活性化企画発表会を担当します。 

 

青年部会 

 

■日 時：7月 26日（水）19:00 

■会 場：尾道市市民会館 

■内 容：2016年度ぶちえぇ尾道実行委員長の新

たな覚悟と決断 

■報告者：青空石彩 平橋雅史氏 

女性部会 

■日 時：7月 20日（木）19:00 

■会 場：尾道市市民会館 

■内 容：こだわる仕事に自分の流儀をどう伝え

ていくか 

■報告者：10月のさくら パティシエ 

藤井 直美 氏 

《予告》 

尾道支部 8月例会 
 

■日 時：8月 30日（水）19:00～21:00 

■会 場：しまなみ交流館 

■ テーマ：付加価値を高める・新事業の取組へ

の仕組みと体制 

■ 報告者：(株)プラス 酒井裕次 氏 

 

第 15 回 

地域（尾道）活性化企画発表会 
 

■日 時：7月 27日（木）13:00～ 

■会 場：しまなみ交流館 

■主 催：尾道市立大学、第 15回「地域（尾道）

活性化企画発表会」実行委員会 
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広島県中小企業家同友会 尾道支部 7 月例会 

【テーマ】 こだわる仕事に自分の流儀をどう伝えていくか 

【報告者】 10月のさくら パティシエ 藤井 直美 氏（尾道支部会員） 

【プロフィール】 
2004年 神戸北野ホテルにて幅広い洋菓子を学ぶ  

2006年 同系列ホテルでパティシエ 

2008 年 大阪市内製菓専門学校のアシスタントを経て、2011 年尾道市に念願の洋菓子店「１０月のさく

ら」オープン 

2016年 尾道スイーツコンテストで『尾道産ネーブルのパン・ド・ジェンヌ』で見事グランプリ獲得 

【報告要旨】 

今までは、社員の雇用が良い会社と言う思いが強くあり、仕事を断れない自分があった

ので貪欲に拡げてきたが、本来自分の思いを人に伝えられる仕事をしているかと思い悩

むことが多くなる。自分と向き合い、伝える為のルールを決め、形を変え、自分らしい

店に作り上げていきたい強い思いを語っていただく。 
 

 

と き 2017年 7 月 20 日（木）19:00 ～ 21:00 

会 場 尾道市民会館 

 

 

 

 

でべらの尾っぽ 
 

皆さんこんにちは！

「浦島の川口」です！

ってあまり使わなく

なりましたが 

ご周知のように新年

度から「瀬戸内クラフ

トの川口」です！ 

会社が変わっても私自身は変わりません

ので引き続きよろしくお願いいたします。 

転職にあたっては戸惑いや不安はありま

したが会員の方々の後押しもあり 

今では前向きに楽しく仕事をさせてもら

ってます。 

職種も社員も会社規模も売上げも何もか

もが異なり全くの「ゼロ」からのスタート

です。考え方によっては「何故、今更慣れ

ない仕事に就くんじゃろう？」 

「何もわからないのにできるんかね？」と

思ってしまいますが、 

裏返せば「新しい世界が広がるじゃん！」

「自分を成長させてくれるんじゃない

ん？」 

とポジティブに考えるようにしてます。 

同友会に入会し丸 4 年が経とうとしてお

りますが「良い会社作り、良い経営環境作

り、そして良い経営者に！」の目的をこれ

からも継続し邁進していきたいと思いま

す。 

こんな僕ちゃんですが今後ともよろしく

お願いします！！ 

㈲浦島 川口新太郎 
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