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旺盛な事業意欲を持ち、 常に謙虚であれ！

三原支部 第７回定時総会
基調講演

同友会の理念をどう経営に生かすか
３つの目的 ・ 自主民主連帯 ・ 地域と共に
報告者 : 旭調温工業 （株） 代表取締役 粟屋充博 氏
去る５月 23 日に

上中谷支部長

会になっていけば益々、 有意義なものになると思いま
す。
そして無事総会も成立し、 そのあとに広島県中小
企業家同友会の代表理事であり旭調温工業㈱の
代表取締役である粟屋氏よりご講演いただきました。
テーマは 「同友会の理念をどう経営に生かすか」。
実は私は他の機

三原国際ホテルにて

会でも粟屋代表理

第７回三原支部定

事の講演を聞いた事

時総会が開催されま

があります。

した。 私は議長をつ

そのなかで一番印

とめさせていただき滞

象に残った事は、 粟

りなく議事も進行して

屋代表理事が同友

いくかと思っていた矢

会の三つの理念の意

先の出来事です。 新

味をひとつひとつ紐

粟屋代表理事

年度の方針を支部長が説明した後、 一括承認で

解いて理解し、 自社に落とし込まれて実践されてい

進行するかと思っていたら質疑が上がったのです。 こ

る姿勢です。 三つの目的もそれぞれがどういう意味

れはその時に支部長も仰っておられましたが三原支

なのか、自社で当てはめてみて何を一番大事にして、

部総会では初の出来事です。 これは自分事として三

そして実践しなければならないのか、 と言う事がとても

原支部に対しても真摯に向きあっているからこその質

分かりやすく私も勉強になりました。 普段何気なく唱

疑だったと思います。 例年だと質疑もなく静かに終わ

和している同友会三つの目的、 そしてそれを含む三

る総会ではありますが、 会員の皆さんが普段感じて

つの理念ですが、 それを地道に粟屋代表理事は自

いる意見を共有し全員で意識して切磋琢磨していく

社に落とし込まれて何年もかけて実践されていること
に感銘を受けました。
粟屋代表理事が仰った言葉で、
「常に謙虚であること」 という姿勢
を忘れないとありましたが、 実際代
表理事を見てもその姿勢が伝わり
ます。 そして旺盛な事業意欲を持
ち合わせないと、 人を惹きつける原
動力にならないと痛感。 その姿勢
を社業はもちろん、 同友会にも支
部の活性化にもつながるように立
ち振舞いたいと感じました。
（有） 小倉建設

小倉一弥

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！
【県行事】

＜三原支部７月例会のご案内＞

昔ながらのひやしあめで海外進出
〜自分でもできるんじゃ！〜

経営フォーラム ： 10 月 9 日 （水）
【全国行事】

報告者：桜南食品（株）

中同協全国総会 in 東京

代表取締役

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
10 月 17 日 （木） 18 日 （金）
社員教育活動全国交流会 in 岡山
11 月 28 日 （木） 29 日 （金）
中小企業問題全国経営研究集会 in 京都
2020 年 2 月 13 日 （木） 14 日 （金）
現在会員数 ： 73

名

今年度会員数目標 ： 80

名

【入退会のお知らせ】
■入会
やはら鍼灸整骨院

院長

矢原佑哉

氏

■退会
（有） 片山自動車工業 代表取締役 片山晋一 氏

■とき
■会場
■会費

安井

健 氏

７月１７日（水）19:00 開会
アクションセンター三原
無料

日々新しい商品が登場している食品業界。
桜南食品ではいったいこの先、 どうやっていくべ
きかと悩む中、 ひょんなことから昔ながらの商品
を持って海外進出。
これまで接してきた人々から学んだこと、 やっ
てみなければわからなかったこと、 そして同友会
に戻ってくるまでの葛藤と実践の軌跡を語って
いただき、 自社と同友会の活性化のために必
要なものは何かを考えます。

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 73 名です。

七転び八起き

ていきたいと考えています。

こんにちは、 初めまして。 今年の 5 月から源田に

至らぬ点も多々あることと思います。 私

代わり、 三原支部を担当させていただくことになりまし

自身事務局員として、 会員の皆さんのパー

た。 事務局の長谷部と申します。

トナーとなれるよう、 共に育っていきたいと思

今回は、 奥田委員長のご厚意により、 「七転び

います。 どうぞよろしくお願いいたします。

八起き」 の紙面をお借りして三原支部の皆さんにご
挨拶する機会をいただきました。
以前は広島西支部を担当していました。 支部はそ
れぞれに色があるとお聞きしています。 今のところ、 タ
コやだるまなど、 三原は赤色のイメージだなと感じて
います。 まだまだ知らないことばかりです。 支部担当
として、 三原のこと、 その地で生きる皆さんのことを知っ
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