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ました。

　第３講の「経営理念発表会」ではグループワーク

にて一人ずつ経営理念の発表を行った後に各々のグ

ループを代表して１名が皆の前で経営理念を発表し

て、参加者から活発な質問や意見が出されました。最

後に総評として第１講に続き、錫木健一氏より改めて

経営理念の作成の意義についての講義が行われまし

た。

　計３回の講義では毎回 50 名近くの方の参加があり

最終的には参加者全員が経営理念を作成することが

出来ました。完成された経営理念は完成形のものでな

く完成途中のものもあるかと思われますが、各々の講

師が言われていた「自身を追い込み、まずはとりあえ

ず作成してみること」が達成出来たのではないかと思

います。

文：（一社）エンパワメント　岩佐 和明

　　　　

■委員会だより：広島エリア支部合同　キホンのキ　経営理念勉強会

経営理念は社長自身の哲学（職業観・人生観）より生まれます！

　広島エリア支部合同（広島中＆広島東＆広島西＆広

島安佐）合同経営労働委員会主催による勉強会として

「経営理念勉強会（経営キホンの “ キ ” シリーズ）」が

平成 31 年 2 月 5 日・12 日・19 日の 3 回シリーズで

合人社ウェンディひと・まちプラザにて開催されまし

た。

　第１講の「経営理念とは」では（株）ＰＡＣ 代表

取締役 錫木健一氏により前半は講義にて「経営指針

成文化と実践の手引き」を基に同友会と経営理念の関

係性、経営理念の必要性・役割、ミッション・ビジョ

ン・バリューの説明、経営理念には科学性（経済性）・

社会性・人間性が必要であることを学び、後半では

「自社の歴史と自分の歩み検討シート」「労働環境分析

シート」「経営理念検討シート」の作成を行いました。

　第２講の「経営理念をつくろう」では綜合テント工

業（有） 代表取締役 馬淵 憲徹氏により、前半は「わ

が社の経営理念ができるまで」の講義にて経営理念作

成に至る経緯と作成後の効果を学び、後半ではグルー

プワークにて前回作成した「経営理念検討シート」の

発表会を行い経営理念作成に向けての検討会を行い
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名限定先行予約を展開予定です。（但し諸条件有り）

飲食関係では、『大江戸黒うどん』という自家製麺の

立ち食いうどん屋

さんを開業予定で

す。今後の企画に

必要なサポートと

して、一般社団法

人等の設立に詳し

い士業の方などの

アドバイスが欲しいそうです。( 株 ) ナカオカの中岡

社長の紹介で 2 度目の入会です。

文：（有）アクシー・ジャパン　小笠原 悟

URL：https://think-tank-logos.webnode.jp/

　

キャッシュフローコーチ広島の田久保さんは独立前

に２０年で４つの税理士事務所に勤務されていまし

た。

　大手税理士事務所の NO.2 として 500 人以上の社

長と関わるうち、社長が腹をわって相談できる人が

いないこと、毎月の試算表が決算書をつくるための過

程にすぎず経営の役に立ってないことに気付かれまし

た。そこで社長と同じ立場に立ち社長の良き相談相手

として経営をサポートし、経営数字を使ってより事業

の発展に貢献したいと思い、平成 30 年 6 月にキャッ

シュフローコーチ広島として独立。同友会には同年

10 月に入会されました。

　入会後はさっそく経営労働委員に就任。経営理念勉

強会に参加され自身の経営理念の見直しに取り組んで

おられます。取材時には、経営計画を目的地にたどり

着く地図に例えられ、目的地を決めず地図もなかった

ら迷ってしまうかもしれない、地図で目的地を確認し

ながら進むと早く確実に着けることが出来る等の経営

計画にまつわるお話をいただき、取材と言いながらと

ても良い勉強をさせていただきました。　

文：（一社）エンパワメント　岩佐 和明

　行動力抜群で日本を飛び出して、アメリカでも事業

を展開した東田龍二さんのご紹介です。ヘアースタイ

リストの修業の為、20 才か

ら 1 年間、ロンドンに留学。

23 才の若さで美容室を開業

されました。以後 35 年間に

渡って美容室を数店舗経営さ

れています。2018 年『THINK.

TANK.LOGOS』という美容室

を袋町にも出店されました。

 以前も美容室経営のかたわら『有限会社唐々亭』と

いうつけ麺屋を企画し立ち上げ、全国 15 店舗まで展

開し、永住計画を持って 7 年間ロサンゼルスで美容

室を経営等、事業意欲のある方です。美容室のポリ

シーも『本物で良いもの、貴方にあった唯一のスタイ

リング作りを提供する』というこだわりです。最新企

画は 6 ヶ月間での発毛『薄毛対策・育毛改善』を “ 効

果が無ければ 100％現金返済保証 ” とし会員制で数十

■会員紹介コーナー

キャッシュフローコーチ広島　代表　田久保 晋三　氏（中③④）

■会員紹介コーナー

　破天荒グループ　代表　東田	龍二　氏（中⑨）
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　2 月 15 日（金）、事務局にて 2 月例会を開催しま

した。中①地区会の今年度のスローガンである「企業

力をつける」に沿って「～企業の夢を描いて補助金を

GET ！！～」をテーマに、（株）ソフト商会の坂本哲

一郎社長に報告をしていただきました。

　坂本社長は自社ビジネスの発展のために補助金に

注目し、クライアントさんにも発展のため、困り事解

消のために「補助金」の活用を勧めておられます。し

かし、補助金は申請しただけで受けられるような簡単

なものではありません。坂本社長が取組んでおられる

のはクライアントさんに事業発展のためのストーリー

を描いて貰うことです。今回の例会は、報告後に事業

発展のためのストーリーを描くための短いセッション

を行いました。

　セッション終

了後、２名の方

に発表をしてい

ただき、その内

容をもとにして

補足説明や質疑

応答を行ないま

した。発表内容

から具体的なス

トーリーの構築、更には経営指針の重要性にも言及し

た実践的な例会となりました。

文：（株）三田電子　三田 善博

　2 月 16 日に中②地区会恒例である家族・社員ボウ

リング大会が開催されました。

　総勢 51 名で小さいお子様から 80 代のお母様まで

幅広い年齢層で賑やかでとても楽しい会となりまし

た。

　今回、男性の 2 投目は利き手の反対で投げるとい

うルールでした。その中で見事優勝を飾ったのは（株）

セントラル保険事務所の西さんでした。

　その後、「ますゐ」ですき焼きを囲んでの懇親会。

会員の方の父としての姿や社員さんの前での社長と

しての姿がとても優しく逞しく見えて素敵でした。

　みなさんのご協力で景品も盛りだくさんで充実し

た素晴らしい会となりました。

　　　　　　　　　　文：（株）フリーク　木村 由実

■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年２月 15 日

企業力をつける〜企業の夢を描いて補助金を GET ！〜
報告者　（株）ソフト商会　代表取締役　坂本 哲一郎　氏

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年２月 16 日

恒例！家族・社員ボウリング大会！
〜家族・社員も交え懇親を図りましょう〜
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　去る 2 月 20 日、「合人社ウェンディひと・まちプ

ラザ」の研修室において中③④地区会２月例会が行わ

れました。

　今回の報告者は旭ホーム

ズ（株）副社長の末岡京子

さんでした。

　報告では会社の紹介から

始まり、末岡さん自身の生

い立ちや社内の課題に至る

まで本音で語っていただき

ました。

　旭ホームズさんでは現在、性能向上型の改築などに

力を入れておられ床下暖房の他、床下冷房や耐震・断

熱・気密性など、進歩の早い建築業界の中で熱心に新

しい技術や手法を取り入れておられます。

　そんな中、社員さんとも家族ぐるみでお付き合いさ

れておられ、アットホームな会社の雰囲気を感じるこ

とができました。

　グループ討論では大多数の方が感じる世代間で生じ

る価値観のギャップについて熱い討論が行われ、多い

に盛り上がりました。

　末岡さんの優しい人柄のお陰で終始、楽しめる例会

となりました。

文：（株）高橋呉服店　高橋 信善

に僧侶が入れ替わるとのことで人を育てるというこ

とが課題とのこと

です。

　現在 28 歳の副住

職の恋愛や観光客

（お賽銭の慣例がな

い文化圏の外国人）

に対してのお話な

ど グ ル ー プ 討 論・

質疑応答などで盛

り上がりました。　　　文：アール工房　吉和 賢二

URL：https://galilei.ne.jp/daisyoin/

　

■中⑨地区例会報告                                               　開催日：2019 年２月 20 日

みんなの知らないお寺の経済
講師　宮島弥山大本山　大聖院　副住職　吉田 大祐　氏

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年２月 20 日

社員一丸での家造りを目指して〜社員全員が何でもできる会社〜
報告者　旭ホームズ　（株）　取締役副社長　末岡 京子　氏

　「みんなの知らないお寺の経営」のテーマで、宮島

弥山 大本山 大聖院の副住職、吉田大祐氏にご報告し

ていただきました。

　講演内容は、①大聖院の歴史、②後を継がない考え

方から継ぐ事を決意した経緯、③お寺の経営について

（宗教法人大聖院

と い う 企 業： 職

員 １ ５ 名・ 僧 侶

の 仕 事、 僧 侶 の

１日・経営理念・

中期目標：1200

年 の 歴 史 を 次 の

時 代 へ ） を 語 っ

て戴きました。そして今後の大聖院の方向性や地域と

の関わり、社会の公器としての宮島町、廿日市市、広

島県での在り方を考えておられます。

　お寺の勤務時間は 6：00 ～ 18：00 と決まってお

りタイムカードも導入されているそうです。３年ごと
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　女性部会 2 月例会は 2 月 7 日（木）リーガロイヤ

ル広島で行われた「2018 年度全県女性経営者全国交

流会」に参加してきました。今年度の交流会は 6 月

に行われる「第 22 回女性経営者全国交流会 in ひろ

しま」を成功させるために第 1 部はグループ長研修、

第 2 部は決起集会と位置づけており、当日は 103 名

の方が参加されました。グループ長研修では瀬島氏に

同友会の例会の基本からグループ長の心得、グループ

討論の流れについてお話をしていただきました。ポイ

ントは 2 点、1 つは討論に入る前の自己紹介でいかに

グループメンバーの会社の情報や何を学びにこの例会

に参加したか、もう１つは「何のために経営をして

いるか」「5 年後 10 年後にどのような会社にしたい

か」を討論に入る前に引き出しておくかということで

した。この 2 点が分かっていれば、グループ長もそ

して参加者自身も学びたいことが明確になるなと思い

ました。また豊田氏に体験報告をしていただきました

が「尾道愛」があふれる地域とのつながりのお話は大

変参考になりました。6 月の女性経営者全国交流会 in

ひろしまでも報告されますのでもっと深い部分までお

話を聴けることが楽しみです。

　第２部の決起集会では各支部長より「女全交 in ひ

ろしまを全力で協力します」宣言や動員目標も発表し

ていただき、村井実行委員長からも進捗状況の報告

もあり、6 月に向け広島県全体で盛り上げていこうと

一致団結した 2018 年度全県女性部交流会となりまし

た。　　　　　　　　文：（株）中国光洋　平原 千秋

　青年部の 2 月例会では、まず、マテリテック（株）

広島オフィスの三上尚吾氏より、自社業務と、三上氏

が個人で資格を取得して活動している中小企業診断

士としての業務についての報告を受けました。

　その後、三上氏から、泉昌志氏（旭紙管工業株式会

社）の相談を受けて会社分析をしたという形で、泉氏

の会社の強み・弱み等を整理した後、7S のフレーム

ワーク（組織変革のための「7 つの S」）に基づいて

分析をしてもらい、会社の見方の紹介を受けました。

　例会後半では、7S のフレームワークの考え方に基

づき、① 7S の中で自社で変革が必要と考えるのはど

れか、②従業員とどのような価値観（shared value、

7S のうちの 1 つ）を共有したいかをテーマに、グルー

プ討論を行いました。

　会員によって、現時点で自社で変革が必要と考える

ものは様々でしたが、会社で一つの価値観を共有する

ことが必要であり、取り組まないといけないことは皆

に共通するところでした。

青年部では、本年度、企業理念・経営指針の作成に取

り組むこととしているところ、「価値観」と企業理念

は非常に近い概念であり、少し違った切り口から企業

理念の必要性を再確認できたもので、有意義な例会に

なったものと思っております。

文：弁護士法人広島総合法律会計事務所　向井 良

■女性部例会報告                                                  　　　　　　　開催日：2019 年２月７日

全県女性部交流会〜女全交（in 広島）に向けて
報告者　NPO 法人尾道空き家再生プロジェクト　代表理事　豊田 雅子　氏

■青年部例会報告                                                 開催日：2019 年２月２8 日

フレームワークで経営分析〜分析して見えてくるのは経営理念の必要性〜
報告者　マテリテック（株）広島オフィス　広島オフィス所長　 三上 尚吾　氏



- 7 -

　

いでしたが、今では 100 打切るまでに上達しており

ます。度々、同友会の

ゴルフコンペにも参加

されております。練習

はコンペの前日に少し

する程度のようです。

　旅行は家族や社員と

行くそうで、海外の世

界遺産めぐりをしております。今までに 20 ヶ国ぐら

い回っております。その度に思う事が「世界は広い」

と感じ、いろいろ刺激を受けて帰られるようです。今

までに一番印象的だったのはスペインのサグラダ・

ファミリアで子供 2 人を抱えて、上に上がっていっ

た事とおっしゃられておりました。

　お忙しい中でも、家族や社員への心遣いを忘れず仕

事をされておりました。

文：（株）あさがお乳食　三上 良晃

　　　　　　　　第 10 回広島中支部理事会　報告
　< 討議事項 > テーマ「2018 年度の活動を振り返る」　　　　　［原田支部長］

　理事に就任されて一年が経過しようとしています。皆さんの会社は、皆さん自身は変化していますか？また、

担当分野ではいかがだったでしょうか。思った以上に前進したのか、あるいは進みにくかったのか。グループ討

論で、本日はじっくり意見交換してください。

　※上記の問題提起を受けて、四つのグループに分かれて討議しました。

< 入退会の承認 >

■入会者 6 名

　中② 　 山手社会保険労務士事務所 　　　所長　　          山手 園子　　推薦者：川口 康之

　中③④　（株）アド・ジャパン 　　　　　　  代表取締役       朴 曜子　　　推薦者：勝矢 珠容子

　中③④　（株）日美 　　　　　　　　　　 取締役 　  　瀬尾 暢宏　　推薦者：原田 修治

　中⑨  　（株）トライアングル 　　　　　　  代表取締役       高原 寛行　　推薦者：大石 剛史

　中⑨ 　 ＴＨＩＮＫ．ＴＡＮＫ．LOGOS　    代表　　　       東田 龍二　　推薦者：中岡 弘夫

　中⑨ 　 槙本啓志司法書士事務所 　　　代表司法書士    槙本 啓志　   推薦者：松田 宜久

■退会希望者 2 名   

　※これにより、2019 年 2 月 26 日現在、会員数は 364 名（前月比　4 名増）となりました。　　

世界は広い
（株）スマイクホーム　代表取締役　大石	剛史　氏（中⑨）

　今回は（株）スマイク

ホーム　代表取締役　大石 

剛史さんにお話を伺いまし

た。

　大石さんは趣味が多く、

スノーボード・釣り・サー

フィン・ゴルフ・旅行があ

ります。

　一つずつ簡単に紹介しますと、スノーボード歴は長

く、18 歳の時からされており、シーズンになると月

1 ぐらいのペースで、今年は 2 回ほど滑っております。

釣り、サーフィン

は夏季に子供と一

緒に行くそうです。

　ゴルフは 5 年前

に会社を立ち上げ

て か ら 始 め ら れ、

最初は 150 打ぐら
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201９年 4月　各地区会行事のご案内

４月12日（金）
18:30開会
同友会事務局
無料

４月11日（木）
18:30開会
オリエンタルホテル広島

４月27日（土）
15:00開会
同友会事務局
無料

　何かとご多忙の折とは存じます
が、万障繰り合わせの上、ぜひとも
ご参加いただきますようご案内申
し上げます。

※女性部年会費12,000円を総会
当日集金いたします。ご協力をよろ
しくお願いいたします。

　平成31年度の青年部会総会を開
催いたします。万障繰り合わせの
上、是非ご参加ください。
　なお、総会終了後は、会場を変え
て、広島4支部合同の卒業式が開催
されます。

キャッシュフロー経営の実践
～お金とコストの流れが分かる「お金のブロックパズル」～

女性部会定時総会＆懇親会 	青年部会定時総会＆卒業式

中①役員会：4月2日（火）18:30～　同友会事務局

中③④役員会：4月３日（水）19:00～　同友会事務局

女性部幹事会：4月３日（水）18:30～　合人社ウェンディひと・まちプラザ

中②役員会：4月９日（火）19:00～　同友会事務局

中⑨役員会：4月3日（水）18:30～　同友会事務局

青年部幹事会：4月4日（木）19:00～　同友会事務局

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 29人 112 人 116人 107人
e-doyuログイン数 16人 36人 44人 43人
例会参加数 12 人 51人 39人 32 人
例会オブザーバー数 0人 ０人 0人 3人
入会者数 0人 1人 2人 3人

●2019年2月末の各地区会データ

社長!	一人で抱えるその『悩み』いつ解決できますか?
～	仲間がいるから心強い	ようこそ同友会へ!!	～

４月17日（水）
18:30開会
同友会事務局
無料

初めての経営指針作成体験報告会
～思ったほど怖くなかった経営指針書～

	行動こそ真実　　
～インバウンドビジネスを活用した新たなビジネスモデル～

　今年度のテーマ「企業力をつけ
る」に沿って、コストついての報告
です。
　キャッシュフロー経営から見るコ
ストについてお話し頂き、コスト削
減法を考えます。参加者各自、自社
の決算書と照らし合わせて語り学
びましょう。

　中小企業にとって急務となる今後
の日本経済変革の波への対応につ
いて、改めて考えるきっかけとする。
その上で自社にどのように落として
いくのか、いつどれからどのように
してを「５W２H」で考える。生業～
家業～事業化へのステップアップ
の道筋をイメージして頂く。ディス
カッション形式で内容について掘り
下げ、展開し気づきを深めていく。

　報告者3名（平井プロセス印刷㈱	
平井暁氏、㈱高橋呉服店	高橋信善
氏、㈱デイ・ディライト	田中雅也氏）
が経営指針書作成に奮闘した体験報
告を発表します。

４月17日（水）
18:30開会
同友会事務局
無料

ブレックファースト（合）　

代表　高山	巨志		氏

報告者

　今回は新会員の皆さんにスポット
をあて､自己ＰＲから始まり､自分はこ
れから何処へ行きたいのか｡また､現
在抱えている悩み･課題は何なのか｡
　それらを参加者全員で共有し､そ
の答えを探ります｡
　ひょっとして｢社長は孤独｣と感じ
てる?	･････絶対お勧めです!
	

４月18日（木）
18:30開会
同友会事務局
無料

平成30年度
中②地区会新会員の皆さん

報告者

たおもと総合会計事務所　

税理士　垰本	正喜	氏

報告者

平井プロセス印刷（株）　平井氏
（株）高橋呉服店　高橋氏　
（株）デイ・ディライト　田中氏

報告者


