スローガン：社員が“輝く”企業づくり
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支部を越えて同友会を活用したら、 会社が変った！
グループ討論の中でも、 同友会には 「ＴＴＰ （徹

指針もつくれる、 新卒も採用できる、
社員教育も分かる！

底的にパクレ）」 という言葉があるそうで、 報告者は

報告者 ： ㈲三愛機工 代表取締役 上中谷 浩 氏

にもおすすめされていました。 とりあえず真似てやって

2018 年 3 月、

みて、 それを自社にあったより良い形に練り直していく

三原支部例会をア

そうです。 すべてを持ち帰って実践しているわけでは

クションセンターミハ

なく、 ワンフレーズでも良いので持ち帰って実践されて

ラにおいて開催しま

いるとのこと、 それが実際にやっていく上でのコツのよ

し た。 今 回 の 報 告

うです。

それを良い意味でまさに実践されており、 他参加者

者は三原支部長で

閉会の挨拶では、 同友会に入会しなければ何も

もある㈲三愛機工

考えずに自社の経営をこなすだけの毎日であったが、

上中谷さんから

同友会で気付く機会を得ることにより、 経営者として

「支部を越えて同友

も会社の成長にも繋がっているという話もありました。

会を活用したら、 会社が変った！～指針もつくれる、

今回参加された方にとっては、 今後ますます多く

新卒も採用できる、 社員教育も分かる！～」 と題して

の同友会活動に参加して、 経営者として会社の成

の報告がありました。

長に繋げていこうと思わせる例会となったと思います。

同友会に入会して日の浅い私ですが、 報告者は

私も今まで他支部の活動には参加したことはなく、 と

私が参加した全県の活動などで姿を見ないことはな

りあえず来年度ひとつでも良いので、 他支部の活動

く、 他支部の方とお話をしていても必ずお名前が出

に参加して自社の発展に繋げることで、 地域に貢献

てきます。 三原支部例会でも他支部や委員会の情

したいと思います。

報をよく提供され、 幅広い活動をされているのだろう
と思っていましたが、 今回あらた
めて話を聞いて私が想像してい
た以上に、 いろいろな同友会活
動に参加されていることに驚きと、
自分ができていないことを反省さ
せられました。
同友会活動で良いと言われる
活動には県内に限らず県外でも
参加され、 経営指針や５Ｓ運動、
新卒者採用、 社員教育などを
自社に持ち帰り、 その上それを
聞いただけで終らさせずにきちん
と実践し、 それが会社として経営
者としての成長に繋がっているそ
うです。
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支部を超えて、知り合い、学び合う！
県行事・全国行事に参加しよう！
【三原支部総会】
【県行事】
県総会 ： ５月２２日 （火） １６時開会
フォーラム ： １０月１０日 （水） １３時開会
【全国行事】

今年の基調講演会は、経営指針セミナーでおなじみの 「ま

女性経営者全国交流会 in 埼玉
６月２１日 （木） ２３日 （金）
中同協全国総会 in 宮城
７月５日 （木） ６日 （金）
人を生かす経営全国交流会 in 宮崎
９月１３日 （木） １４日 （金）
青年経営者全国交流会 in 沖縄
１１月２９日 （木） ３０日 （金）
中小企業問題全国研究集会 in 長崎
２月２１日 （木） ２２日 （金）

名

今年度会員数目標 ： 75

基調講演：どうなる日本経済
これが今年のキーポイントだ！

講師：㈲第一コンサルティングオブビジネス
代表取締役 丸山 博 氏
■とき 5 月 16 日（水）18:00 開会
■会場 三原国際ホテル
■会費 6000 円

とき ： ５月１６日 （水） １８時開会

現在会員数 ： 70

＜第 6 回三原支部定時総会のご案内＞

名

るちゃん」 こと、 丸山先生を講師にお迎えし、 国内外の情
勢から中小企業の経営戦略まで、 ユーモアたっぷりにお話
しいただきます。 丸山先生のお話は、 「おもしろい！」 「わか
りやすい！」 「経営のヒントがたくさんあって、 やる気が出た！」
と、 大変好評です。
厳しさを増す情勢をどうポジティブに捉え、 ピンチをチャ
ンスに変えていくのか。 今年の日本経済はどうなるのか、 ど
こに成長の芽を見出していくのかを学び、 新年度の企業づ
くりのヒントを考えてまいります。
講演会のみの参加は無料です。 経営幹部やお知り合い
の経営者の方をお誘いください！
※総会議事を欠席の場合は委任状をご提出ください。
委任状は e.doyu 行事予定からダウンロードするか、 青
色の封筒の総会案内をご返信ください。

【入退会のお知らせ】
■入会 ： 影浦社会保険労務士事務所 代表 影浦宏樹 氏
㈱エムセック 取締役 小畠祐輝 氏
■退会 ： ㈱渡部瓦三原販売所 代表取締役 渡部勝也 氏

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！
お申込は e-doyu が便利です！
https://hiroshima.e-doyu.jp/login.html

㈲日高建設 取締役 日高 宏 氏

七転び八起き

謝しています。 そして一番嬉しかったのはその場で２名

春は別れと出会いの時期。 私事ですがこの 4 月

のオブザーバーが入会宣言してくれたこと。 三原支部

で同友会青年部を卒業となります。 そんな私は 3 月

にさわやかな春の風が吹いてきて、 より一層盛り上が

９日に行われた三原支部青年部例会で体験報告を

る息吹を感じます。

させてもらいました。 卒業前ということもあったからか、
他支部からも沢山の参加者がおられ、 会場は 40 名
を超すなかでの報告となりました。 超ビックリです。 三
原の青年部会員数よりはるかに多い人数でしたから。
お陰様で活気ある例会となりました。 その報告の場で
も新たな気付きが沢山あり、 改めて青年部活動に感

㈲小倉建設 小倉一弥
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