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学んで、語って、即実践！
〜めざせ！オンリーワン企業 !! 〜
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「高付加価値企業」を中支部らしく「オンリーワン企業」と言い換えました。
「オンリーワ
ン企業」
（高付加価値企業）を目指して、共に学び共に語り、変革・革新・イノベーションを
進め、社員と共に「幸せのセンター（中支部）」を実現しましょう。

新入社員研修 2019（広島会場）
社会人としての第一歩にエール！

■委員会だより：新入社員研修 2019（広島会場）

２日目午後のマナー研修を取材しました
今年度も各社新入社員を迎えられました。とはいえ、

増やして４部屋に分かれての研修でした。部屋は分か

中小企業は各社とも数名だけの入社ということで、大

れても基本は同じ事を学びましたが、ロールプレイン

企業のようなきっちりとした社員研修を行なうことが

グのやり方は、部屋によって雰囲気はそれぞれ多少の

できません。同友会ではそんな企業に入社してくる新

違いが生まれていました。いずれの部屋でもみんな楽

入社員の方々を一堂に集めて研修を行なう『新入社員

しそうに役割を果たしていました。

研修』を行なっています。今年も 3 月 26 日（火）～
28 日（木）の 3 日間、ホテル広島サンプラザで『新
入社員研修 2019（広島会場）』を開催しました。
マナー研修
昨年のセントラルプレスでは 2 日目午前中のマナー
研修をお伝えしました。午前で行なわれるマナー研修
は主に、挨拶・表情・身だしなみ・言葉づかい・名刺
交換・来客応対です。そして今年は同じ２日目ですが
午後に行なわれているマナー研修の取材を行ないま
した。
いろいろなハプニング
さすがに初めて行なうこと。温かい空気の中ではあ
りますが、緊張して言葉が出なかったり、引き戸のは
ずがドアを押して開けてしまったり。ついには「社長
役」をやっている実際の社長が名刺をもっておらず部
屋から飛び出すなど、みんなの笑いを誘うシーンも数
多く発生し、テレビのコントを見ているような気分に
なりました。
新社会人として集まった人たちは、ここで多くを学
び、その学んだ
午後のマナー研修の内容

事を思い出し

午後のマナー研修の内容は、午前で主に座学で学ん

な が ら、 こ れ

だ事を実際と似たシチュエーションを作ってロール

からの実際の

プレイングをするというものです。初日から一緒に活

会社の中で実

動してきたグループの仲間で、会社訪問客・受付・お

践をされてい

茶出し係・社長への連絡係・社長の付き人などの役割

ることでしょ

を分担し、それぞれの立場での話し方から立ち位置や

う。 ま た、 し

名刺交換の仕方を実践しました。

ばらくすると
フォローアップ研修があるので、一緒に学びあったメ

会場を分けての研修

ンバーが再び集まってそれぞれの会社での経験など

これまでは、大部屋で全員が一斉に座学を行い、

を語り合い、お互いを高め合いながら今後さらに活躍
されることを祈念します。

ロールプレイングまでしていましたが、今年は各人に

文：（株）TomTak

より理解を深めていただけるようにする為に、講師を
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毛利 武雄

■会員紹介コーナー

（株）ゴールドスター

代表取締役

今回は同友会入会 5 年になる金澤さんの会社をご紹

金澤 篤史

氏（中①）

あります。

介します。

広電銀山町駅から徒歩５分で行ける活気のあるお

14 年前、薬研堀にオープンされた『炭焼 桶家』は、
現在幅広い層に人気のある焼鳥屋です。お店のコンセ

店なので、皆さまも気軽に足を運んでいただけたらと
思います。

プトは、
「お客さんとの距離を縮めアットホームで一

文：富士興産（株） 藤澤 正治

緒に愉しめるお店」だそうです。
地産地消にこだわり、安

会社：（株）ゴールドスター

芸高田市高宮町から鮮度の

広島市南区段原二丁目 18 ‐ 8

高い鶏肉を仕入れ、オーナー

ＴＥＬ：082-249-8820

自身で毎日串を刺すうちこ

ＦＡＸ：082-249-8820

みをしています。養鶏場か
ら直接仕入れをしているの

店：炭焼 桶家

で他にはない希少な部位も

広島市中区銀山町 12-20

あるそうです。キモとハツ

予約・お問い合わせ

の間の『つなぎ』と、新鮮

050-5596-5032

な『白肝』がオススメ
だそうです。老舗からいた
だいたタレを現在も大切につぎ足し、味のこだわりも

■会員紹介コーナー

（株）ルード 代表取締役

14 年間社員として在籍し、前任者から継がれた広

中川 大次郎

氏（中②）

イニング社で務めた経験と人脈が今の飲食店経営に

告系の仕事ですが、紙媒体からネットの時代となり、

反映しているそう。

事業内容のシフトチェンジをされています。今までの

GD 社の経営システムと長谷川耕三社長の企業理念

業務に加え、メーカーと組んで商品を販売されていま

が大好きだったとか。素敵な経営理念はのちに社員の

す。質が良く、売れる

人生にも大きく影響するのですね。

モノでもそこから自

文：Felicity K

荒神 琴音

社サイトに誘導でき
ないとの事。そんな悩
みをある同友会員さ
んに相談に乗っても
らったりしているそ
うです。
平行して「株式会社
REAL VISION」を立ち

ボラーチョイス

上げ、琉球メキシカンレストランやメキシカンフード
Bar、カープの菊池選手が TV でお勧めし、注目を浴
びたあの「ジラフクレープ」を 17 店舗、
「からあげ
やカリッシュ」61 店舗展開中。若い頃グローバルダ
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メックスキャンティーナ

■中①地区例会報告

開催日：2019 年 3 月 15 日

働き方関連と助成金を学ぼう〜人手不足を解消し人材を育てる仕組みを創りませんか〜
報告者

フクシマ社会保険労務士法人

代表社員

福島 省三

氏

今回も 2 月例会に引き続き、補助金・助成金を学

ではなく「取らさなければいけないの？」や「いかに

ぼうと言うことでフクシマ社会保険労務士法人の代表

して会社に都合よく取らせるか」などの意見や発言が

社員福島省三様を講師に迎え、助成金と働き方関連の

あったことです。これは直接的な発言ではなかったの

お話をしていただきました。働き方関連での注意事項、

ですが、良い会社を作ろうと思っている会社の代表と

働き方改革に関しての補足を踏まえてその働き方に向

してはいかがなものかと感じました。その会社の従業

けた補助金の適用についてのお話でした。

員がこの発言を聞いたらどのように感じるでしょう

どの会社も従

か？

業員あってのこ

今後は例会を

と で す。 三 つ の

通して良い会社

目的の最初に「良

を作ろうと取り

い会社を作ろう」

組む会社が増や

と掲げている同

せる例会を作る

友 会 と し て は、

ことができれば

補助金を活用し

いいなと思いま

ながら働き方改革に取り組む必要があるなと感じま

す。

した。

文：（株）東洋ビジネス

藤本 隆志

残念だったのは、従業員の有給休暇についてのお話
の時、
参加者から「有給休暇を従業員に取ってもらう」

■中②地区例会報告

開催日：2019 年 3 月 19 日

理念・戦略が無くては船（会社）は遭難（沈没）するぜ
報告者 （株）ウメソー

代表取締役専務

このたびは、現青年部会長の字室氏に企業理念につ

字室 克彦

氏

この言葉を常に掲げて仕事をしておられます。

いて熱く語って頂きました。

経営指針を示してから、会社、社員ともに同じ方向性

例会前に会員様に向けアンケートを実施しました。

を持って進んでいると実感されておられるそうです。

経営指針を作成されていますか？の問いに、

しかしまだゴールではなく、絶えず継続して努力をさ

１．作成していない

れるそうです。

約５０％

２．作成したが引き出しにしまったまま
３．作成し実践されている

約２０％

約３０％

グループ討論では企業理念・経営指針を作成されて
いる方の成功例や失敗談、作成されていない方もしく

字室氏は何年もかけ、経営指針を作成し、毎年見直

は、実行されていない方への今後の取り組み方などに

しをし、社員全員に浸透しなければ意味がないと日々

ついて意見交換し信金の社員の方々オブザーバー多数

指針を浸透させることに努力されています。2020 年

にお越し頂き実りある例会でした。

問題・不景気の波がすぐそこまで来ているといわれて

懇親会も「肉バル パライソ」にて大いに盛り上が

いる昨今、
会社も基盤整備が大切だと語られた字室氏。

りました。

そして社員自ら「行動指針」の必要性を感じ、原案
を作成、実行しておられるとのこと。

文：（株）セントラル保険事務所

「真剣だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、
いい加減だと言い訳が出る、結果は能力の差でなく意
識の差である」
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西 真宗

■中③④地区例会報告

開催日：2019 年 3 月 25 日

今までどう生きてきたか これからどう生きるか〜激動の家電業界 53 年間を振り返る〜
報告者 （有）伸陽電化設備

代表取締役

３月例会では、サラリーマン時代も含めると５３年

岡本 和三

氏

の後、大手家電メーカーの盛衰、震災、地デジ化等の

もの長きにわたって家電業界で活躍してこられた岡本

時代の流れ、大手家電メーカーからの無理な要求等を、

和三社長に「今までどう生きてきたか これからどう

持ち前の情熱と営業スキルで、同じく同友会の熱心な

生きるか？」というテーマでご報告をしていただきま

会員である奥さんとともに、上手にかわしたり受け流

した。

したりしてこられました。
限られた時間の中で、家電業界での長きにわたる活
躍の一端しか垣間見ることはできませんでしたが、現
在も新たな事業の柱を貪欲に見出そうとされている点
や、会社を「人徳向上の場」と考える経営理念など、
若い会員よりも旺盛な向上心、好奇心を強く感じるこ
とができました。
文：三﨑法律事務所

三﨑 和也

岡本社長は、東芝の販売店の従業員という立場で家
電業界でのキャリアをはじめ、家電販売店を創業。そ

■中⑨地区例会報告
報告者

新会員 PR 例会
平成 30 年度

中⑨地区会

開催日：2019 年３月 20 日

新会員の皆さん

功談や失敗談、今後の展望など、熱くＰＲして頂きま

3 月 20 日（水）
、事務局にて中⑨地区会の新会員

した。新会員も加わってのグループ討論では、30 名

ＰＲ例会が行われました。

近くの既存会員の皆さんから、様々な質問や具体的な
アドバイスが出ました。
質問などに、新会員の皆さんが丁寧に応えておられ
る姿がとても印象的でした。
第 2 部の懇親会は袋町の「やまつみ」で行いました。
懇親会にも 23 名ご参加いただき、親睦を深めて頂き
ました。1 部報告会では聞けなかったようなお話も伺
うことが出来て、会員同士の距離がより近くなったよ
うな気がします。
ご報告頂いた大上さん、貞綱さん、不破さん、お疲
れ様でした！今後とも宜しくお願い致します！
文：東亜産業（株） 尾立 博隆

（株）ＯＫＪの大上慶祐さん、
（有）可部不動産商事
の貞綱良平さん、ハリソン産業（株）の不破正和さん
にご報告頂きました。
同友会での初めての発表ということで、皆さんかな
り緊張されていましたが、各社の業務内容や特徴、成
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■女性部例会報告

開催日：2019 年 3 月 25 日

社員の輝く、舞台を作る～挑戦からその先へ～
報告者 （株）モンテドール

代表取締役

今年 6 月に開催される女性経営者全国交流会に向

杉田 雅之

氏

きている会社」ではないかということをお伝えいただ

けて青年部会との繋がりを強化したい、会員増強した

きました。

いという思いをこめて初の合同例会が企画されまし
た。

青全交などで報告された注目の杉田氏の報告とい
うこともあり、オブザーバー３６名を含め９６名もご
参加いただき活気あふれる例会となりました。報告内
容は、ケーキ屋を営まれていたお父様からの事業継承

「生きている会社とは何か？」という大きいテーマ

と、新しい挑戦（カフェ・ベーカリー）への取組の中

でのディスカッションでは「社員が自主性を持って新

での失敗や成功例など具体的な事例をお話いただき

しい事に取り組んでいくことが生きている会社と言

ました。また社員の雇用と育成での数々の失敗から模

える」などの意見がありそれぞれが会社の在り方を考

索しながら行き着いたのは、経営理念の必要性と、経

えるよい機会となりました。

営に社員を巻き込み社員の幸せの追求することが「生

文：（株）B・O・H

■青年部例会報告

小出 美佳

開催日：2019 年 3 月 28 日

中支部青年部卒業例会～卒業生を囲んで本音で語り合う～
報告者

広島中支部青年部会

平成 30 年度

卒業予定者の皆さん

青年部の 3 月例会では、卒業予定者の字室克彦氏（株

出席した現役会員は全員、卒業生へのお礼や振り返

式会社ウメソー代表取締役専務）
、毛利武雄氏（株式

りのメッセージを送り、懇親会では、思い出に残って

会社 TomTak 代表取締役）から、青年部でどのよう

いる出来事や今後何をやっていきたいかなどの話をす

な活動をして、どのような思いを持ったか、青年部活

ることができたので、より一層会員の一体感が強まる

動を自社に持ち帰ってどのように生かしたか、現役会

例会になったものと思います。

員にはこれからどのように青年部にかかわって欲し

文：弁護士法人広島総合法律会計事務所

いかなどのスピーチをしていただきました。
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向井 良

e.doyu 使い方ビデオ制作の裏話
（株）あさがお乳食

三上 良晃

氏（中⑨）

事の発端は広報委員会で「e.doyu の使い方が分か

けた。そうしたら出てくる出てくる修正点。修正とは

らない人がいるので、使い方のビデオがあれば分かり

いえ、それは撮影し直す事から始まり、今までの編集

やすいのではないか？」と言う事で作成係は私が選ば

に割いた時間も無駄になり、ゼロから作るのに等しい

れた。
「ログイン編」
、
「出欠回答編」は自分もよく操

作業を要した。
次に地区役員会で試写会 ... また修正。相当、動画

作するのですぐ出来た。しかし、行事案内編で地獄が

編集のスキルが上がったと思う。修正部分は挙がって

待っていたのである。
そもそも行事案内を

きたもの全てでは無く何点

作る事がなかった私。

かに絞られたが、修正する以

最低限の設定箇所だけ

上その部分はゼロからにな

に絞っても膨大なビデ

る。同じ修正するならばと、

オが出来上がり、これ

その他の修正案も実行した。

を編集するのがまた大

次は設備やスキル的に考

変であった。この時点

えても、動画を仕事としてい

でようやく、引き受け

る同友会員に頼む方がいい

たのは失敗であったと

でしょう。なかなか骨が折れる作業だった。
文：（株）あさがお乳食

気づいた。どうりで毛利さんがやるとは言い出さない

三上 良晃

訳だ（笑）
何とか頑張って広報委員会での試写会までこぎつ

第 11 回広島中支部理事会

報告

< 討議事項 > テーマ「広島中支部の 10 年後を描く」
※問題提起（原田支部長）
中支部の会員の年齢構成を調べたら、40 ～ 50 歳の層がふくらんでいます。これだと、10 年後が心配です。
若い会員を増やしていかないといけないのではないでしょうか。
＊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。
※まとめ（原田支部長）
現状の問題点とこれからのことをいろいろ出し合っていただきました地区例会のあり方、若い人、女性、シニ
アへのアプローチなど、いろいろ試してはどうでしょうか。愛知同友会の会員が増えているのは、青年部の力が
大きいそうです。若い人が入ってくるような魅力づくりを進め、活性化をはかっていきましょう。
< 入退会の承認 >
■入会者 3 名地区
中③④

（株）アイル

代表取締役

百﨑 潤子

推薦者：勝矢 珠容子

中③④

川本哲也税理士事務所

所長

川本 哲也

推薦者：川中 英章

清藤 英明

推薦者：問芝 法雪

中③④

（有）ビッグサービス

代表取締役

■退会希望者０名			
※これにより、2019 年３月 31 日現在、会員数は 367 名（前月比
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3 名増）となりました。

201９年 5月
支部総会＆中①地区総会

中①
地区会

支部総会は、一年間の活動の総括
と新年度の活動方針・予決算など重

18:30〜 支部総会
19:20〜 中①地区総会
20:00〜 支部全体懇親会

き

ところ
参加費

要な議題を決定する場です。自己変革
と企業発展の場となるよう、すべての

５月21日（火）

会員みなさまの出席をお願い申し上
げます。

パルテ ザ スタイル オブ ウェディング

支部総会＆中③④地区総会
支部総会は、一年間の活動の総括
と新年度の活動方針・予決算など重

スケジュール

５月21日（火）

き

要な議 題を決定する場です。自己変
革と企業発展の場となるよう、すべて
の会員みなさまの出席をお願い申し
上げます。

18:30開会

パルテ ザ スタイル オブ ウェディング

ところ

家族経営に『指針』は不要！？
創業者である「夫」と継承者であ

報告者
㈱オートワークフルモト

る「息子」の間で作った経営指針と

古本 鈴美 氏

き

ところ
参加費

同友会事務局

家族経営に「指針」は不要！？

女性部

５月17日（金）

５月21日（火）

気付いた「私」の想い。古本氏の体
験から深めて行きます。

アドバン貸会議室

と

き

パルテ ザ スタイル オブ ウェディング
5,500円（懇親会費）

青年部

中②

中③④

中⑨

会員数

29 人

112 人

119 人

107 人

e-doyu ログイン数

16 人

39 人

54 人

38 人

例会参加数

14 人

25 人

20 人

30 人

例会オブザーバー数

1人

1人

3人

0人

入会者数

0人

０人

３人

０人

支部総会は、一年間の活動の総

括と新年度の活動方針・予決算な
ど重要な議題を決定する場です。

自己変革と企業発展の場となるよ
う、すべての会員みなさまの出席を
お願い申し上げます。

５月21日（火）
18:30開会

パルテ ザ スタイル オブ ウェディング
5,500円（懇親会費）

き

同友会事務局

自社の課題や悩み、1年間で必ず結果を出します！

〜課題や悩みを洗い出し、行動までを洗い出す〜
青年部会として、2019年度の活
動方針・内容の詳細を報告し、再認

報告者
取締役

同友会事務局

〜学んで語って即実践！〜

識して頂く。

中岡 英也 氏

そして、各自の自社 課 題 から今
年度の目標を考え、行動内容を落
とし込みシェアをする。各自の課題
解決に向けて、同友会活動でどのよ

5月23日（木）
19:00開会

うな例会を企画するか解消できる
かを討論する。また、近年遠方地と

（調整中）

の会議やセミナーでも使われている
「Zoom」についても学ぶ。

無料

青年部幹事会：（日程・会場調整中）

● 2019 年 3 月末の各地区会データ
中①

（中区堀 川町1-31 A Bプラザビ
ル） 参加費5,000円

支部総会＆中⑨地区総会

㈱ナカオカ

参加費

女性部幹事会：5月８日（水）18:30〜 合人社ウェンディひと・まちプラザ

しています（第3小組 吉田Gr）。
場所 ラウンジ美やお

中⑨役員会：5月9日（木）18:30〜

ところ

無料

なお、懇親会後の二次会を企画

18:30開会

スケジュール

と

18:30開会

上げます。

18:30〜 支部総会
19:20〜 中⑨地区総会
20:00〜 支部全体懇親会

参加費

中③④役員会：5月14日（火）19:00〜

の会員みなさまの出席をお願い申し

中②役員会：5月14日（火）19:00〜

ところ

5,500円（懇親会費）

参加費

と

き

中⑨
地区会

〜学んで語って即実践！〜

18:30〜 支部総会
19:20〜 中③④地区総会
20:00〜 支部全体懇親会

と

と

参加費

中①役員会：5月８日（水）18:30〜 合人社ウェンディひと・まちプラザ

支部総会は、一年間の活動の総括

と新年度の活動方針・予決算など重
要な議題を決定する場です。自己変
革と企業発展の場となるよう、すべて

18:30〜 支部総会
19:20〜 中②地区総会
20:00〜 支部全体懇親会

ところ

5,500円（懇親会費）

〜学んで語って即実践！〜

スケジュール

18:30開会

中③④
地区会

支部総会＆中②地区総会

中②
地区会

〜学んで語って即実践！〜

スケジュール

と

各地区会行事のご案内

広島県中小企業家同友会

広島県中小企業家同友会 広島中支部発行
広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ８Ｆ
TEL.082-241-6006
HP

FAX.082-241-6007

https://www.hiroshima.doyu.jp/

e.doyu

https://hiroshima.e-doyu.jp/
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