スローガン ： 学んで語って即実践！〜同友会をたのしもう！〜
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楽しみながら仕事をして多くのことを学んでいきたい！

グループ討論から同友会の三
つの目的を考えよう
報告者 : 合同呉運送㈱ 代表取締役 瀬島高志 氏
3 月三原支部例会は、 合
同呉運送㈱

うので、まず全員に簡単な自己紹介 （時間で 40 秒）
をしてもらい報告の感想を聞く ②自己紹介の内容
と感想から討議するテーマを反復確認する ③話し
やすい雰囲気をつくるため、 1 人が話す時間を 1-2
分以内に限定し参加者全員に話してもらう （｢ 意見

瀬島高志社

が長くなりそうな場合は途中でお話しを切らせていた

長を迎えて、 「グループ討論

だくかもしれません」 と最初に断りを入れておく） ④グ

から同友会の三つの目的を

ループのまとめ発表はグループ長が行う、 など具体

考えよう」 というテーマで話を

的な説明がありました。 自己紹介の内容では、 自

して頂きました。

社の説明はもちろんのこと、 同友会に入会したきっか

まず、 瀬島氏による、 グルー
プ討論の必要性・目的・進め方の説明がありました。

けや同友会歴などを言った方がいいとアドバイスがあ
りました。

なぜグループ討論をするのか、 グループ討論をして

最後、 実演をもとにグループ長をしたことがない人

何を学ぶかなどの説明して頂き、 今まで講演を聞い

たちがグループ長となりグループ討論を行いました。

てグループ討論に参加していましたが必要性 ・ 目的

グループ長になった内の 1 人が私で、 はじめてのグ

を意識しておくことは大事だなと学ばせて頂きました。

ループ長に試行錯誤しましたが上記実演の参考が

進め方では、 グループ討論のルール、 まとめ発表に

あったので、 話しやすい雰囲気にはできたのでないか

ついて説明がありました。

と思います。 今後も例会に出席した際には、 グルー

次に、 金光組の金光社長から自社の三つの目的

プ長がどのように進行しているかなど参考にさせて頂

について発表がありました。 本題ではなかったので発

き、 次回グループ長になった際には、 もっと話しやす

表時間が短かったのですが、 同友会の三つの目的

いグループが作れるよう努力していきたいと思います。

を達成する為、 各目的を細分化し、 目的達成する
ための手段などを箇条書きに
まとめられていて、 時間があ
ればもっと詳しく聞いてみたい
内容でした。 機会があれば
今回の話を別例会で是非と
もお願いしたいです。
その後、 金光氏の発表を
もと に、 瀬島氏 が グループ
長 に な り、 グ ル ー プ 討 論 の
実演をして頂きました。 実演
ではグループ長の進め方とし
て、 ①すぐに感想を参加者
に求めるのは、 参加者がい
いことを言おうと身構えてしま

弓場税理士事務所

弓場正俊

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！

＜第 7 回三原支部定時総会のご案内＞

県総会：5 月１6 日（水）１5 時開会

基調講演
同友会の理念をどう経営に生かすか

女性経営者全国交流会 in ひろしま

報告者：旭調温工業㈱ 代表取締役 粟屋充博 氏

【県行事 】

〜３つの目的・自主民主連帯・地域と共に〜

【全国行事 】

６月 13 日（木）14 日（金）

中同協全国総会 in 東京

７月 4 日（木）5 日（金）

青年経営者全国交流会 in 熊本

9 月 12 日（木）13 日（金）

障害者問題全国交流会 in 滋賀

（代表理事 広島中支部）

■とき
■会場
■会費

5 月 23 日（木）18:00 開会
三原国際ホテル
6,000 円（懇親会費として）

同友会の理念は 3 つ、｢3 つの目的」｢ 自主・民主・

10 月 17 日（木）18 日（金） 連帯の精神」 ｢ 国民や地域と共に歩む中小企業」
です。 会の理念として大切にされるだけではなく、 こ
社員教育活動全国交流会 in 岡山
11 月 28 日（木）29 日（金） の理念を生かして、 同友会のめざす企業づくりを進
めていくことが大切です。
では、 これらの理念を経営に生かし、 具体的にど
んな企業をめざすのか、また、実際にどう生かすのか、
現在会員数 ： 74

名

今年度会員数目標 ： 75

名

粟屋代表理事の具体的な取り組みから学んで行き
ます。

【入退会のお知らせ】
■退会
（有） 高野食品

田中尉之

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

※現在、 会員数は 74 名です。

七転び八起き

んだなと。 お金の流れ、 使われ方が変わっていくこと

あたらしい元号は決まりましたね。 ｢ 令和」。 施行

は間違いないようです。 この変化を、 どのように自社

は２０１９年の５月１日ですが、 新しい時代の幕開けで

に取り込みチャンスに変えるかを、 しっかりと見極めな

す。 どんな時代になっていくのでしょうか。 身近で大

ければならないと感じます。
㈱共仕販 奥田浩之

きく変わっていきそうなのがキャッシュレス化。 １００億
円の還元で話題となった ｢PayPay」 が記憶に新しい
ところではないでしょうか。 小売業などエンドユーザー
と、 直接やり取りしている業種はキャッシュレス化へ
の対応は不可欠です。 近くのスーパーが PayPay を
導入しています。 ３０前半ぐらいの夫婦が、 PayPay
で支払をしているので早いユーザーは利用をしている
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