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津森さんの分科会。『学びは即実践！ワシャやったる
んじゃ !! ～ありがとうを積み重ね、100 人企業を目
指す』というタイトルで経営理念と経営指針の実践に
ついてご報告いただきました。
　まだ何も分からないうちから放り出されるように経
営を任され、そんな中でも何とかやってこれたのは、
同友会の諸先輩方や経営指針のおかげだったとのこ
と。同友会で学んだことは何でもすぐに実践するよう
にしていたそうです。

１年生は後輩が入ってこないと、５年たっても１年生
　津森さんのお話の中で特に印象的だったのは、「１
年生は後輩が入ってこないと、５年たっても１年生」
という言葉でした。お金がなくなる事より会社がなく
なる事の方を危惧し、人件費の事は考えず、無理にで
も新入社員を雇用したところ、逆に利益率が上がった
とのことでした。

■委員会だより：青年部経営者中四国交流会 in 広島                     開催日：2019 年 7 月 20 日

１年生は後輩が入ってこないと、５年たっても１年生
場所：広島コンベンションホール、ホテルグランヴィア広島

　青年部はこの春卒業し、OB になったはずなのに、
７月２０日開催の『青年部経営者中四国交流会 in 広
島』に参加しました（笑）。場所は広島コンベンショ
ンホール。広島テレビのあるとてもきれいな建物でし
た。

福山P地区の徳毛裕介さんの分科会が大人気
　自分が青年部時代、福山支部 P 地区会の徳毛さん
には大変お世話になりました。
　合宿で全員が寝静まる中、最後まで数字をみながら
一緒に経営の話をすることもあり、懇親会で熱く語り
あうこともありました。
　そんな徳毛さんが今回分科会で報告されるとのこと
で、是非話を聞いてみたかったのですが、さすがに徳
毛さんの分科会は大人気で、すぐに埋まってしまった
ようでした。

学びは即実践！ワシャやったるんじゃ！！
　実際に参加したのは第一分科会 津森鉄工（有）の

次は熊本で青年部全国大会
　会が終わると皆で向かいの『ホテルグランヴィア広
島』に移動しました。熊本県からの参加者が多いな
と感じていましたが、それもそのはず。９月 12 日～
13 日で青年経営者全国交流会が開催されるとのこと。
元気な熊本の経営者の皆さんが懇親会で参加者を募っ
ていました。
　今回も青年部の皆さんの元気をたっぷりと分けてい
ただきました。

文：（株）TomTak　毛利 武雄

協賛ご協力に感謝

青全交 in 熊本のアピール

第１分科会報告者の津森氏
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さんの育成もしています。強みは、ウェブを利用する
新しいツールで一度に多くの社員研修をオファーされ
ても対応ができる事。
　入会後、経営理念の大切さを再確認。既に理念は持っ
ているが再度作り直してみたいとのこと。同友会には
役に立つ情報を貰いつつ、氏のノウハウで社長さんの
先を読む力、社員研修の大切さを伝え、一緒に力を合
わせブラッシュアップしていきたいそうです。

文：Felicity K　荒神 琴音

ＡＣＴＡＳ

　

この度は、弊社のことを少し紹介させていただきま
す。
　弊社は昨年より、事業の１つである玄関マットの
リースに関連する事業についての「ものづくり・商業・
サービス生産性向上促進補助金」を受けられるように
努力してきました。
　昨年は準備・知識不足もあり、1 次公募・2 次公募
とも採択されず、今年の 1 次公募を最後と決め挑戦
をしました。最後の挑戦なので、後悔しないように何
度も資料を見直し、色々な方に話を聞いて、会社を見
つめ直して資料作成に尽力しました。結果、見事に申
請が通りました。

せなことです。そして、同友会で得られた知識も大い
にあります。感謝です。
　皆さま、全国どこでも集配は可能ですので、是非レ
ンタルマット・モップは弊社（富士興産 フジクリー
ン部門）で宜しくお願いします。

文：富士興産（株）　藤澤 正治

会社：富士興産（株）
大竹市新町 2 － 13 － 8
TEL：0827‐52‐5111 　 （富士興産）
TEL：0827‐52‐3222（フジクリーン）

　入会のきっかけ
は、オープン例会
開 催 を フ ェ イ ス
ブックで知り参加
した。紹介者不在
の珍しい入会経緯
者です。「人を育
てる仕事」なので、
それを必要として
いる経営者の方が
多くいるのでは？

■会員紹介コーナー

富士興産（株）　代表取締役　藤澤　正治　氏（中①）

■会員紹介コーナー

　ACTAS　代表　服部	哲茂　氏　（中②）

　これは、補助金を獲得した純粋な嬉しさと、国
に私の会社が認められたのだという、溢れる大き
な感激を得ることができました。社員にも胸を
張って、この事業は成功すると報告をしました。
　これからまだまだ交付申請や経過報告をしない
といけませんが、歓びに変わる仕事の忙しさは幸

と思い入会したそうです。
　氏が興した事業は、「新しい人材育成方法」な
の で、 入 会 後 は【 何 を 】【 ど こ で 】 勉 強 し た
ら 良 い か わ か ら な い 経 営 者 の 力 に な り た い そ
う。 前 職 は 医 薬 品 会 社、 在 職 中 に 資 格 を 取
得。リタイヤ後にその資格を活かして起業。一般社団
法人才能開発支援機構西日本支部支部長としてお弟子

Talent Focus につい
ての動画はこちら➡️

広島市西区高須台 6-4-13
TEL：082-274-2426
FAX：082-274-2426
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　7 月 19 日に「人材育
成方法を学ぼう（企業力
をつける）～みえる経営
の推進～」と題して、事
務局にて開催しました。
中①地区会 13 名、他地
区会 5 名、オブザーバー
５名、合計 23 名のご参
加をいただき、中②地区
会会員である（株）デイ・

して丸１日をかけて社員総会を開催され、みえる経営
の推進をされている、というお話が特に印象に残りま
した。
　グループ討論では「自社の改善点を見つけどのよう
に取り組むか？」というテーマで熱心に討論をしまし
た。
　懇親会は、中②地区会会員の岡本耕司さんのお店「ビ
ストロ Ciel」で行いました。15 名の参加で中①地区
会らしく和気あいあいの懇親会になりました。

文：（株）松田製袋　藤川 豊秋

　「社内の風通しを良くする勉強会 
～あなたの会社はギスギスしていま
せんか！？～」と題し、ACTAS の
服部氏が講演されました。
　陰陽五行と帝王学に基づく才
能特定・育成プログラム「Talent 
Focus」を使い自己分析。５キャラ
クターに分け、より良い（理想的な）
社員関係の作り方について、事例を
交えながらご説明いただきました。
　「木」「火」「土」「金」「水」５キャ
ラクターの特徴を説明後、自己判断

■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 7 月 19 日

人材育成方法を学ぼう（企業力をつける）～みえる経営の推進～
報告者 　( 株）デイ・リンク　代表取締役　川口 康之　氏

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 7 月 24 日

社内の風通しを良くする勉強会 ～あなたの会社はギスギスしていませんか !? ～
講師　ＡＣＴＡＳ　代表　服部 哲茂　 氏

リンクの代表取締役　川口康之氏に報告をしていただ
きました。
　報告内容は、会社概要、沿革、最近の業績推移、主
要商品構成、外部環境、経営理念、社員総会について、
同友会の学びと活用、課題、100 周年企業としてめざ
す事などをお話していただきました。
　その中で、会社の考え方・課題・今後の対応策など
を社員の皆さんに理解してもらうため、お店を休みに

で各グループに分かれ、「あるある」
を話し合い、お互い納得・共感出来
ました。
　「従業員が定着しない」「メンバー
間のまとまりがない」「指導方法に
問題がある」等の問題ある職場が、
Talent Focus を導入、「離職率ゼロ」
になった成功事例は興味深く拝聴し
ました。
　社内で「コミュニケーションが上
手くいかない」「社員の定着率が悪
い」などの問題で頭を痛めている経
営者の方「Talent Focus」は良き
分析（解決）ツールになるのではな
いでしょうか！

文：PTCS　原 純二

報告者の川口氏

講師の服部氏

討論の発表
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　去る 7 月 24 日ひとまちプラザに
て中②・中③④地区による合同例会
が行われました。 
　今回は勉強会として服部氏を講師
に招き、社内の風通しをよくしてギ
スギスを解消するための方法などを
Talent Focus というテストを用い
学びました。 
　Talent Focus とは陰陽五行と帝
王学、それと星山メソッドに基づき
2016 年 5 月にリリースされたもの
で、人間の特性を五つのエレメント
( 木、火、土、金、水 ) に分け、そ
れぞれの特性と性質、または得手不
得手などを知り人間関係向上の役に
立てようというものでした。 
　行動力がある木属性、人が大好き
な火属性、優しい土属性、論理思考

の金属性、目的思考の水属性などの
説明のあと、各々が自己判断し属性
毎にテーブルに分かれグループワー
クが行われました。 
　そのグループワークでは各属性の
あるある話などで大いに盛り上がり
ました。 
　その後、各エレメントの相互関係
の講義を聞き、才能を発揮させる方
法や他のエレメントとの上手な付き
合い方などを知ることができまし
た。 
　２回目のグループワークではそれ
ぞれのエレメント毎に得意なことを
出しあい、グループ毎に発表しまし
た。

文：（株）高橋呉服店　高橋 信善

ログラムを入力する会員も多く、実感のわかないよう
な質問項目も多かった部分もありますが、『経営指針
書作成』について考える良いきっかけになった例会で
した。

文：大村法律事務所　大村 真司

■中⑨地区例会報告                　                           　開催日：2019 年 7 月 17 日

企業変革支援プログラム活用講座～経営指針書作成の為の第一歩～
報告者　（株）真工務店　山口 哲司　氏

　今回の例会では『企業変革支援プログラム』の勉強
会を開催しました。会場はまちづくり市民交流プラザ
のマルチメディア実習室です。
　中９地区会員で中支部経営労働委員会副委員長の

（株）真工務店 山口哲司さんを講師として、参加者全
員がそれぞれパソコンを使い、e.doyu の企業変革プ
ログラムを入力しました。
　不動産業や士業など、中小企業というよりはごく小
規模の事業者が多い当地区会では、初めて企業変革プ

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 7 月 24 日

社内の風通しを良くする勉強会 ～あなたの会社はギスギスしていませんか !? ～
講師　ＡＣＴＡＳ　代表　服部 哲茂　 氏

講師の服部氏

山口氏の説明に耳を傾ける
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　女性部の７月例会は「せっかく
広島で女全交が開催されたんだか
ら、色んな分科会の内容を共有しよ
う！」という担当者の熱い想いの元、
４人の室長が 10 分という短い時間
にそれぞれの学びを凝縮させた発表
となりました。
　全国から集まった 4 名の報告者
に共通するのは、同友会に参加し続
け学びを活かし、経営理念や指針を
作成し、学びを実践しつつ感謝の気
持ちを忘れない、という基本中の基

性により、自立した経営者と成長
していく姿を追体験することがで
きました。
　4 名の仲間の発表と感想を聞き
ながら、お役を受け一回りも二回
りも成長した頼もしさを感じると
共に、言われたからやるのではな
く、自ら行動できる女性部に進化
したい！そのために、まずは自社
の経営指針を秋までに完成させ
る！と心に誓った夜でした。

文：（株）菊貞　菊崎 伊久江

　7 月 20 日 ( 土 )、コンベンションホール広島で青年
経営者中四国交流会が開催されました。

「学び・変わり・伝えろ !!　～われの人生かえてみん
か？～」をテーマに 6 分科会を設け各県の報告者よ
り報告があり 23 府県 453 名と多くの方に参加してい
ただきました。
　去年の 11 月から実行委員長の「人生を変える例会

ら刺激を受け私も少しは「変わる」ことができたと思
いますが、これからは「伝える」ことができるよう日々
の例会に参加し「学び」続けていきたいです。
　開催に当たり、応援・ご参加いただいた本会の皆様、
ご協賛企業の皆様には厚く御礼申し上げます。

文：（有）渺　山根 鉄平

■女性部例会報告                                                  　　　　　　　2019 年 7 月 26 日

女性経営者全国交流会から～１回だけでは勿体無いからプラス勉強会
報告者：大田 淑恵　氏、岡本 昌代　氏、木山 恭子　氏、東 栞衣　氏

■青年部例会報告                                                  　　　　　　　2019 年 7 月 20 日

青年経営者中四国交流会 in 広島
学び・変わり・伝えろ !!　～われの人生かえてみんか？～

にしたい」という想いのもと、実
行委員の一人として、会場班班長
として携わらせていただきまし
た。普段の例会作りも分からない
中、手探りでやってきましたが、
班員に助けられ、他支部の青年部
の仲間に助けられながらも全うす
ることができました。
　実行委員をやっていく中で広島
青年部の他支部の方々との交流、
県外の方々との交流と多くの方か

本でした。成り行きで経営者にな
らざるを得なかった、生活のため
に経営者になるしかなかったとい
う始まりでも、偶然を必然にして
いく責任感と情熱と度胸、そして
女性に備わっているしなやかな感

６・7 月誕生日の方のお祝い

報告者のみなさん 学びを交流しました

453 名の記念撮影
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　　　　　　　　第３回広島中支部理事会　報告
＜主な連絡・相談事項＞
・広島県の奨学金支援制度の説明を、広島県商工労働局　雇用労働政策課　主査 長門香奈子　氏から受けました。

・9 月を会員増強月間とします。9/2 に決起大会、9/12、9/25 に情報交換会を行います。参加対象は支部理事・

地区役員・仲間づくり委員。

・政策委員会のアンケートはおかげさまで 700 件を超える回答をいただきました。

・「同友トピア」に替えて行う「みなとフェスタ」について、意義や内容の説明がありました。

＜入会承認＞
中② ㈱カインド・ONE 　　　専務取締役　 中尾辰太郎 　　紹介者：川口　　護

中② ㈱つるのおんがえし㈱大福　　代表取締役　船本　大仁 　　紹介者：中川　信樹

中③④ キャリアフォーカス 　　　代表 　   棚多　里美 　　紹介者：勝矢珠容子

以上３名を承認。これにより、会員数は 356 名になりました。

＜承認事項＞
次年度に向け、役員選考委員会の設置が承認されました。

＜討議事項＞次期リーダーをいかに育成するか
粟屋代表理事に問題提起をいただき、次期リーダーをどう育成してくか、討議を行いました。

「各種イベントの参加人数を増やす」「役員を担うメリットをアウトプットする」「学ぶ意欲の高い人を会に誘う」

「スキルアップや任務内容の伝達に取り組む」「会の理念を語り続ける」「一人に任務が集中しないようにして、

役員を引き受けてもらう」などの意見が出ています。

原田支部長は、「役員を引き受けるメリットを明確にして、自分の言葉で語りかけることで、より多くの方に会

に参画してもらうことが大事」とまとめました。

本格的『アングラー』
（有）佐藤塗装工業　代表取締役　佐藤	英治　氏（中⑨）

　釣り、ゴルフ、海外旅行と多趣味な佐
藤さんですが、それぞれにこだわりを持
ち、語ることもたくさんお持ちのようで
したが、今回は「釣り」についてお話を
伺いました。
 この夏は 8 月に高知県にキハダマグロ
を狙いに行く予定があり、12 月には 1
年前から釣り船を予約して釣り人の聖地
といわれる瀬戸内海で愛媛県沖の『クダ
コ』にブリを釣りに行かれるそうです。
釣り仲間にも頼りにされるような達人で
す。
釣り道具の話から釣りポイント、釣り場
の地元漁師さんや釣り船の話、所有して
いたプレジャーボートの話などたくさん
語って頂きました。

文：（有）アクシー・ジャパン　
小笠原 悟　
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201９年9月　各地区会行事のご案内

9月12日（木）
〜13日（金）

ホテル日航熊本
23,000円

　飲食を通じて「ひと・まちづくり」
を積極的におこなっている山根社
長に経営方針等を伺い、山本社長
には和菓子業界のこと、女性雇用、
取締役であるお姉様のお話も伺い
ます。経営のノウハウを日々研究さ
れている両社長にお話を伺い、学ん
で吸収し、実践につなげましょう。
　尾道シネマにもお邪魔し、お話を
伺います。

　尊敬される次世代リーダーとし
て人格的成長を目指す学びの場と
して毎年開催されている青年経営
者全国交流会。今年の会場である
熊本県へ中支部青年部会員も参加
し、全国に同じ志を持つ仲間との
交流を図る。学びを経営実践し、
社員が輝く企業をつくるために、
分科会やグループ討論で交流する
場に積極的に参加する。県外と経
営者と交流することによって知見
を広げ自社に落とし込むための場
として活用する。

新人経営者とベテラン経営者への問題解決アドバイス
〜俺の悩みを聞いてくれ!!〜

まちを見て肌で感じよう
場所と人をいかした経営のお話

	青年経営者全国交流会に参加
〜われわれ青年経営者で世界に誇れる日本の未来を創ろう！〜

中①役員会：9月3日（火）18:30〜　松田製袋

中③④役員会：9月4日（水）19:00〜　同友会事務局

女性部幹事会：9月12日（木）17:00〜　オリエンタルホテル

中②役員会：9月10日（火）19:00〜　同友会事務局

中⑨役員会：9月4日（水）18:30〜　同友会事務局

青年部幹事会：9月5日（木）19:00〜　同友会事務局

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 27人 111人 114人 103人
e.doyuログイン数 16人 46人 57人 42 人
例会参加数 23人 52 人 52 人 25人
例会オブザーバー数 4人 0人 0人 1人
入会者数 0人 2人 1人 0人

●2019年７月末の各地区会データ

学ぼう・考えよう・活かそう　私たちのビジネスから地域貢献
〜地域がよくなれば、経営環境の向上につながる〜

曼荼羅チャートで見えてきた，真の経営理念
〜経営体験報告会〜

　新人経営者とベテラン経営者の
今抱えている悩みを参加者に聞い
てもらい、アドバイスを頂き発表
者の今後の経営に役立てる。また
アドバイスする側も自社の問題点
と照らし合わせ自社の問題解決に
役立てる。アドバイスすることで
新たな気付きがあるはずです。

日頃の同友会活動を家族にも知っ
てもらい、お互いの絆を高め、親
睦を深める。自然の中で、釣りや
バーベキューを実施予定。

様々な業種をわたり歩いた後で介護
事業を始め，最初は役員報酬も満足
に支払えなかった発表者が，起業か
ら十数年で５０〜６０人のヘルパー
を抱え，保育や飲食事業にも乗り出
し，自社ビルを建築するに至る過程
での，気づきや成長を語る。同友会
で学んだ経営理念・マンダラチャー
トの活用法とは？

9月8日（日）
9:00開会
七瀬川渓流釣り場
大人6000円

報告者

　地域社会に深く根差した中小企
業。地域がよくなれば経営環境の向
上につながるのではないか。尾道で
の「空き家再生」を通じた	まちづく
り、コミュニティづくり	など活動内
容と今後の展望をご報告いただき
ます。CSR：企業社会的責任として
事業収益の追求だけでなく、環境問
題、地域社会への貢献など自社の経
験や強みを生かした活動を考え、実
行することでこの地域に	なくてなは
ならない　企業の存在意義を考える
機会にします。

報告者

▪️記念講演　

木山	薫堂	氏

家族例会
〜みんな仲良く、ほのぼの交流〜

報告者 報告者

9月20日（金）
18:30開会
同友会事務局
無料

（株）松田製袋	藤川豊秋　氏
オキデザイン　	沖			宣行		氏

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

9月25日（水）
18:30開会
ひと・まちプラザ
無料

9月26日（木）
18:30開会
アドバン＠貸し会議室
無料

（有）リラックス

代表取締役　國政	秀一		氏

（有）いっとく	山根	浩揮　氏
（株）山本屋			山本	浩矢　氏

9月27日（金）
9:00広島出発
尾道市内
25,000円

＊中②・中③④は合同例会


