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■広島中支部スローガン

輝く未来へ！
人を生かし人が育つ経営の実践 !!

〜夢と誇りを持って〜
　社員の能力を十二分に引き出し、企業が社員とともに成長し、
働くことにやりがいを感じ、企業や仕事に誇りを持てる企業づ
くりを進めましょう。
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第 20 回広島中支部総会を開催
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■委員会だより：支部総会例会実行委員会

広島中支部　第 20 回定時総会を開催！
　去る 5 月 23 日火曜日、パルテ（旧エンジェルパル
テ）に於いて、広島県中小企業家同友会　広島中支部
第 20 回定時総会が行われました。今回は、中①地区
会が主担当ということで、司会は中①地区 野代さん
が担当。
　総会は、定刻の 18 時 30 分に開会。まず、1 年間
の青年部会長の任期を無事務められた平井暁さんに

「三つの目的唱和」をおこなって頂き、堂々たる唱和
が会場全体に響き渡り総会がスタート。
　続いて、松田支部長からの挨拶。その後、副代表理
事　能登氏より貴重なご挨拶を頂き、議事へと進行。
議長には中③④地区 増西さんが選出され、議長選任
挨拶の後、さっそく議事進行へ。
　議事は、時間の都合もあり、議長からの提案で第 1
号議案から第 5 号議案まで、一括して報告・提案の上、
一括して質疑・応答。その後、一括しての議案の採択
をすることで承認。
　第 1 号議案 2016 年度 活動報告を村井副支部長か
ら、第 2 号議 2016 年度会計報告・監査報告をそれぞ
れ石井副支部長と茅場監査役から、続いて第 3 号議
案 2017 年度活動方針案を馬淵副支部長から、第 4 号
議案 2017 年度予算 ( 案 ) を石井副支部長から、最後
に第 5 号議案 役員改選案を松田支部長から提案され
ました。
　増西議長の的確かつスムーズな議事進行のもと、第
1 号から第 5 号議案の一括質疑・応答の後、同じく第
1 号から第 5 号議案までいずれも賛成多数により一括
採択。
　総会議事が滞りなく終了後、馬淵副支部
長による、ご自身のお子さんの成長を絡め
た、経営者にとって大切な「変化」につい
て語られた 閉会の挨拶が行われ、無事総会
終了。
　支部総会の後は、各地区に分かれて、そ
れぞれの地区総会が開催。その後、再び 6F
エトワールに集合後、支部全体の懇親会が
行われました。
　支部全体懇親会は、中①地区の土谷さん
が司会を担当、ベテラン会員さんならでは
の、会員さんとのエピソードを絡めた 軽妙
な司会は非常に印象的でした。川口相談役
の乾杯の音頭により、懇親会がスタート。
　余興は「自分と出会った人の人生を少し

でもプラスに変えたい」そんな想いを胸に活躍してい
る、広島を代表する若手マジシャン『レイト』さんの
マジックショー。レイトさんからの指名で、各地区会
長には壇上に上がってマジックのアシスタント役を努
めて頂き、マジック以外でも各地区会長に声援が飛ぶ
など、各地区会長の地区での人気ぶりが伺えるマジッ
クショーで盛り上がりました。
　余興の後は、女性部オープン例会、福山で開催され
る障全交、県経営フォーラムと、各行事にかける担当
者の熱のこもった PR が行われました。
　最後は、実行委員長の高橋さんより挨拶の後、全員
で一つになっての記念撮影が行われ無事閉会となりま
した。
　総会参加者数は 90 名とちょっぴり寂しい感じでし
たが、この熱を各地区会で伝えて頂くことで次回は少
し仲間が増えた総会になればと思います。

文：㈱近代社　吉川義篤
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㈱フリーダム　西村成蔵　氏（中①）
　今回は株式会社フリーダムの西村成蔵さんをご紹介
致します。
　これまではビルメンテナンス業（特に床の清掃管理）
をされてきたそうですが、同友会の経営指針づくりの
中でビルメンテナンス業からメーカー業へということ
を打ち出し、現在は清掃用の洗剤や床のコート剤の販
売もされています。
　この度「多機能還元水」という新製品を開発された
そうです。これは洗剤を含まない安全性の高い水で、
全ての汚れと素材に使用することができ、素手でも扱
える安全性、高い洗浄力と除菌・消臭効果が特徴だそ
うです。洗剤を含まないのに不思議ですね・・・。
　価格は 2 リットル 6,980 円、専用希釈ポンプが
400 円とのことです。500 ～ 1000 倍に希釈して使用
するそうなので、500CC で 3.49 円とかなりローコス
トですね。
　当面の目標は、現在使用テスト中の東海道新幹線で
採用されることだそうですが、清掃業以外の業種の会
社や一般家庭にも販売していきたいそうです。
　この製品を使った業務改善をご希望の会社や、販売

会員紹介コーナー　

代理店やプライベートブランドで販売したい会社を募
集中だそうです。興味のある方は問い合わせをされて
みてはいかがでしょうか？

株式会社フリーダム
TEL : 082-942-4521
E-mail : s@freedom2006.com
HP : http://freedom2006.com

文：土地家屋調査士六箱事務所　六箱将隆

　FelicityK の 荒 神 琴 音

で す。2016 年 2 月 か ら

Motherlounge 広島店にマ

ネージャーとして委託業務

を受け現在に至ります。

　店舗は仮想通貨の一種で

あるビットコイン（BTC）

をメインとした最新ビジネ

スなどをお客様に提供する情報センターです。又、セ

ミナールームの貸出業務もあります。現在全国に 5店

舗、ロスに 1店舗。今後も店舗を拡大していく予定

です。

　今までは、健康に関する仕事をしていました。全く

の畑違いの業界に居ます。数年前、FinTech（金融テ

クノロジー）業界で大きく世界が変わっていくと感じ、

自分もそこに携わってみたいと思っていたら、願望が

叶いました。専門用語、とくに英語やカタカナばかり

の世界ですので、情報を入れ理解するのは大変ですが

とても面白いです。

　私の仕事は店舗の管理、セミナー運営です。毎週金

曜日に BTC初級セミナーを開催し講師を担当してい

ます。参加者にはBTCのプレゼント、暗号通貨取引所、

ウォレット（BTC 専用の財布アプリ）開設のお手伝

いをしています。

文：FelicityK　荒神琴音

Motherlounge 広島店
　TEL：082-836-6093
　HP：http://motherlounge.net

　FelicityK　荒神琴音　氏（中②）



ー 4 ー

平成２９年度　中①地区会総会
　中支部総会が終わり、各地区会の総会が開催されました。
会場は、エンジェルパルテ４階バロンでした。司会は毛利武
雄氏で、三つの目的唱和のあと、藤三光組長の三田善博氏の
挨拶から始まり、議長選出は司会者一任で藤ちから組長の藤
川豊秋氏が議長をされました。
　第１号議案は、平成２８年度活動報告で藤本隆志会長が丁
寧に報告され、10 月例会の参加者が多かったとのことでし
た。２号議案は、平成 28 年度会計報告及び監査報告で、会
計担当の三田善博氏が丁寧に報告され、会計監査担当の土屋
勝豊氏が「間違いございません」と申されました。第３号議
案は、平成 29 年度役員及び委員会組織を藤本隆志会長が説
明され、仲間づくり委員長に今井利行氏が選任されました。
第４号議案は、平成 29 年度活動方針を藤本隆志会長が説明
されました。第５号議案は、平成 29 年度予算について藤本
隆志会長が説明されました。その後、質疑応答は何もなく、
一括採択で満場一致で採決されました。議長解任後、中元俊
男副地区会長の閉会挨拶で、中①地区会総会は終わり、懇親
会に行きました。
　平成 29 年度中①地区会のスローガンは

　例会に参加する他にも様々な場で学びがあります。
本年度も昨年同様、積極的に学びの場に出ましょう！
　2017 年度　どうぞよろしくお願い申し上げます。

文：中②地区会長　川口康之

　中支部総会＆中②地区総会が 5/23（火）パルテに
て開催されました。中支部総会終了後、各地区会事に
分かれて総会開催、その後は中支部中支部全体での懇
親会の運びとなりました。中②地区会参加者は 21 名
　オブザーバー１名（懇親会より）の参加でした。

　中②地区会総会のご報告です。
　中②地区会役員任期は２年、この度は前半１年の報
告・決算ならびに後半１年の方針・予算を図って頂き
ました。皆様のご支援を持ちまして、全議案可決承認
されました。
　今期も【自社に夢と誇りを持ち　企業変革に取り組
もう】とうスローガンを掲げました。
　自らの学びを会員と共有する、自らの体験を語る、
また聞くだけで、新たな課題や夢が見えてくるのが同
友会です。学びの場に出ることが企業変革につながり
ます。
　同友会には【企業変革支援プログラム】があります。
また、様々な委員会があります。女性部・青年部　ま
た　小組という活動基盤もあります。

中①地区会　地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　       　開催日：2017 年 5 月 23 日

中②地区会　地区例会報告   　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　   開催日：2017 年 5 月 23 日

中②地区総会：自社に夢と誇りを持ち　企業変革に取り組もう

　　　「実りある地区会を目指して活動をする」です。
 今年度も、藤本地区会長を盛り上げ、例会参加者を多く募
り（小組のコミュニケーションを徹底的に行う）、中①地区
会のさらなる活性化を図りましょう。

『小組の補足説明』
【藤ちから組】・・・（藤・21 画、ち・3 画、か・3 画、ら・3 画、
組・11 画、合計 41 画・（本字式））　組長　藤川豊秋氏
藤・・・藤本地区会長を支援する為に、藤川組長が、ちから
を全組員に出して頂く様にして、中１地区会の活性化を図
る。

【藤三光組（ふじみひかりぐみ）】・・・（藤・21 画、三・3 画、
光・6 画、組・11 画、合計 41 画・（本字式））　組長　三田
善博氏
　　藤・・・藤本地区会長を支援する為に、三田組長が、光（情
報）を全組員にあてて、中１地区会の活性化を図る。

「統計学」・・・４１画（◎　堅実数）
文：㈱ニュートータルクリエイト　島岡秀年
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中③④地区総会を開催
　5 月 23 日エンジェルパルテにて開催された中③④
地区総会につきましてご報告致します。
　任期 1 年を終えて、これまでの活動や反省を踏ま
えて、今後の会活動に向け、いっそうの意気込みを地
区会長 山本氏よりお話頂きました。
　質疑応答では、多くのご意見を頂きました。会員数
の減少、予算執行について、役員の役割についてなど、
さまざまな意見、議論が交わされました。会歴の長い
経験豊富な会員からのフォロー体制等を整え、中③④
の現会員がまずは元気になり盛り上げてくこと、役員
同士一致団結して、会員にとっても、自分自身の学び
にとっても、良い例会つくりになるよう協力し合い頑
張っていくこと、会員数減少に歯止めをかけ会員数増
強に力を尽くすこと、を今一度皆で再確認しました。

文：㈱千歳屋商店　津村美智子

　去る 5 月 23 日水曜日、 エンジェルパルテにて第 20
回広島中支部定時総会終了後、中⑨地区会の総会を行
いました。
　総会議案につきましては、 すべて承認して頂きまし
たことに対して、 深く御礼申し上げます。
　今年度は 1 期 2 年の後半にあたるため、 中 9 地区
会の役員はわずかながら変更がありまし たが、 ほぼ
前年度のメンバーで 1 年頑張ってまいります。
　この 1 年を地区会長としての締めくくりの 1 年と
し、会員の皆様にとって魅力のある地区会にしていき
たいと思っております。
　中⑨地区会のスローガンは今年も変わらず「未来の
ビジネス、 仲間づくり、 最終利益の実現！！」です。 
共に経営を発展させるべく中⑨地区会でこれからも
引き続き、 小組を中心に学べる例会を実施していきま
す。 皆様には積極的に足を運んでいただき、 会員同
士の交流をより一層深めて頂きたいと考えておりま
す。
　更には新しい繋がりを作っていくために会員候補者

中③④地区会　地区例会報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　    開催日：2017 年 5 月 23 日

中⑨地区会　地区例会報告　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　   　   開催日：2017 年 5 月 23 日               

の方々にも学べる例会に参加して頂き入会して頂ける
よう魅力のある地区会として盛り上げてまいります。
　今年度も皆様のご理解、 変わらぬご支援をよろしく
お願いいたします。

文：㈲代本電工　代本勝也

中 9 地区総会 「未来のビジネス、 仲間づくり、 最終利益の実現 !!」
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３度目の地獄から私を救った「試されごと」
報告者：BLC ㈱　代表取締役　石田美子　氏

女性部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     開催日：2017 年 6 月 7 日

青年部会　例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   　開催日：2017 年 5 月 25 日

　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 株式会社　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「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
赤裸裸に語られました。
　いつも元気で豪快な姿から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

　5 月 25 日、中支部青年部 5 月例会を行いました。
今年度より中支部青年部会部会長に就任した㈱近代社
　吉川義篤氏がテーマ　「決意！～誇り・想いを伝え
れる会社へ～」と題し体験報告を行いました。
　今年、創業 80 年を迎えられた会社の歴史の振り返
り、これまでの取り組み、そして今後のビジョンを報
告されました。
　吉川氏が前職の旅行会社から㈱近代社へ入社された
当時、仕事が少なく社内の雰囲気が悪化していたそう
です。そんな時、同業者の方から旅行会社は旅行を
売っているのではなく旅行をすることでの効果や体験
を売っていたでしょ。そこから今の商売を見直してみ
たら。とアドバイスをもらい、それが今の仕事で何が
できるのかを考えるきっかけになったそうです。
　会社の強みを生かした新規事業にも取り組まれてい
ますが、社員の高年齢化で次の世代への技術継承が課
題となっているそうです。私も同じ課題を抱えており、
自社のことを重ねて報告を聞かせていただきました。

そして、社員が働いている姿を誇れる会社にするため
社長を引き継ぐという強い想いを発表され、吉川氏の
決意が伝わる報告でした。
ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございまし
た。

文：旭紙管工業㈱　泉　昌志

決意！～誇り・想いを伝えれる会社へ～
報告者：㈱近代社　常務取締役　吉川義篤　氏

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。

文：クリエイティブ工房 シエル　京才さとみ。
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ほっと一息
えぇねぇ ・ ・ ・

詩吟を習っています
真琴結婚相談所　伊藤真琴　氏（中③④）

　「詩吟を習っています」そう言うと時々驚かれるこ
とがあります。入門してから３年、私の年齢で詩吟を
習っている人には会ったことがありません。実を言う
と私も、詩吟というものに出会うまでその存在をほと
んど知りませんでした。あるパーティーで出会った素
敵な女性が詩吟を教えておられるという事で、好奇心
旺盛な私はすぐにお稽古の見学に行き「なんてカッコ
いいのでしょう !!」と感動してその日に入門したので
す。
　その時生まれて初めて間近で詩吟と言うものに触れ
たのですが、それはそれは朗々として知的で、漢詩の
内容にあわせて緩急や抑揚をつける様子がうっとりし
てしまうくらいカッコいいのです。
　漢詩に節をつけて歌う事を詩吟と言うそうですが、
偉人たちの残した漢詩の内容を勉強する時、その時代
背景や人間関係なども習います。作者の心情などを想
い、時には胸いっぱいに大きな声を出す、非日常的な
経験です。
　そして、詩吟には心を強く優しくおだやかにする作
用があるのではないかと私は思っています。詩吟を始
めてからの私は小さな事ではあまり悩まなくなってき
ているようです。それはやはり、歴史から漢詩を学ぶ
ことの大きさに加え、定期的に大きな口を開けて声を
出す事も関係しているのかもしれません。お稽古に行
く前には気がかりな事があっても帰る時には解決して
いる、それはこの３年の間に何度も経験しました。
　もう一つ、詩吟にはスポーツ的な要素もあります。
真冬の寒い日でもお稽古の途中に汗でびっしょりにな

第１回広島中支部理事会　報告
＜入退会の承認＞
　■入会者 1 名      
　　中③④　健康の相談室　室長　東　克哉　氏　推薦者：髙橋佳良子　小田康博

　■退会者 4 名      
　　中③④　ガレリア・レイノ㈱　代表取締役会長　富田　昭生　氏
　　中③④　アクア建築設計㈱　取締役副社長　宇津森　大　氏　推薦者：上川弘次郎
　　中③④　プロモス・ジャパン㈱　代表取締役　秋元万里子　氏　推薦者：毛利武雄
　　中⑨　㈲大和　代表取締役　和崎　伸　氏　推薦者：中岡弘夫

　※これにより会員数は 381 名となります。

ることがよくあります。詩吟の発声は、口や喉だけで
なく背中や胸、お腹やお尻や足など、おそらく全身を
使うものなのだと思います。もともと歌うことが好き
な私ですが、詩吟をはじめる前と比べて声量も増し、
それをコントロールする筋肉も鍛えられてきているよ
うに感じます。
　漢詩を学び、詩吟呼吸で思いっきり声を出す事で心
と体を鍛錬する、趣味のお話ですが私には無くてはな
らない詩吟です。
まだ３年ですから先生や先輩方の詩吟には到底および
ませんが、これからもずっと続けてゆきたい大切な趣
味です。
　私が車を運転している時、信号待ちなどで私が大き
な口を開けているのを見かけたら、それはきっと詩吟
です。あくびではなく！

文：真琴結婚相談所　伊藤真琴
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性部役員会：６月 5 日（月）18:30 ～　事務局 青年部役員会：６月 1 日（木）19:00 ～　事務局女

2017 年 7 月　各地区会行事のご案内

日時：7 月 21 日（金）18:30 ～
会場：ビアローゼン
会費：5000 円

【中①地区会】
ビアパーティー

～楽しい語らいの中に厳しい指摘、これぞ同友会のビアパーティー～
報告者：㈱ LittleM　代表取締役   谷本 美香　氏
日時：7 月 25 日（火）18:30 ～
会場：ビアローゼン
会費：4000 円
①女性経営者が抱える経営課題について、社外重役会議でアイ
　デアを出し合い、討論する。
②夏の例会なので、会場をビアホールの 3F とし、そのまま懇
　親会へ移る。
③発表者の店が会場の斜め前なので、見学ができる。

中②役員会：7 月 11 日（火）19:00 ～　事務局

【中②地区会】
０から始めて 11 年、女性 BAR 経営者が考える
人材育成とビジョン　男性社会で逆境を乗り越える為に・・・

中③④役員会：7 月 7 日（金）18:30 ～　事務局

報告者：アイテレコムサービス㈱
代表取締役　増西伸治　氏

日時：7 月 20 日（木）18:30 ～
会場：ひと・まちプラザ 　5 階 研究室 B
会費：無料
ビジネスフォン・ネットワーク工事を柱とし、介護保険制度の
開始を期に介護医療の分野へ新商材で営業を広げる。2014 年
には東京へオフィスを新設。

【中③④地区会】
『電話屋』から 『超高付加価値通信業』への進化
～高齢化社会だからこその可能性を求めて～

報告者：㈲カトー企画　
代表取締役　加藤 博生　氏

日時：7 月 19 日（水）18:30 ～
会場：同友会事務局
会費：無料
時代の変化や人との出会いによって、事業を変化・新規展開さ
せながら、会社成長をさせていく姿を体験報告していただきま
す。会社の成長・繁栄のために中小企業家同友会をどのように
活用するかを考えていきます。。

中⑨役員会：7 月 5 日（水）18:30 ～　事務局

【中⑨地区会】
コインビジネス　コインパークの次はコインランドリーが熱い！
～時代の変化を好機と捉える視点、実践する行動力に迫る～

講師：㈱グロウアップ　代表取締役　西前好朗　氏
日時：7 月 19 日（木）18:30
会場：同友会事務局
会費：無料
社員さんやお客さまとの人間関係を改善したい、もっとよくし
たいそのために面談するがうまく想いが伝わらない
経営者の悩みはつきません。コミュニケーションの基礎を知り、
質を上げることで「伝える力」を学んでいきます。ワークを取
り入れ、相手の気持ちを読み取るテクニックや本音を聞きだせ
るスキルを身につけ、会社で実践していきましょう。

【女性部】
関係を築いて本音を引き出すコミュニケーションづくり

～学んで実践！！～

報告者：タイ・アンド・ギー　板坂裕治郎　氏
日時：7 月 27 日（木）19:00
会場：AGRI
会費：4000 円（懇親会費）
中支部青年部には後継者に創業者、そして団体に所属している
士業と様々な立ち位置の会員が存在しております。そんなメン
バーに対し、今の仕事のやりがいや目的、そしてなぜ今の仕事
に携わり、何のために仕事をしているのか深堀し、数値化する。
想いや使命、ビジョンを持ち、今後の業務に取り組める経営者
となるべく、板坂氏から喝を注入して頂く。

【青年部】
あなたは何のために仕事をしてますか？
～今の仕事は好きでやってますか？それとも仕方なくやってますか？～

中①役員会：7 月 4 日（火）12:30 ～　一味

女性部幹事会：7 月 3 日（月）18:30 ～　事務局 青年部役員会：7 月 6 日（木）18:30 ～　事務局


