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全財産 2,000 万円を用意してくれ、その半分を受け
取って会社の建て直しをされました。

数字は必ず何か原因があって出来ている
　以後はこまめに数字を見ながら経営をするようにな
られたそうです。以前は出来ない人はやめて欲しいと
思っていたこともあったが、そんな彼らが今でも会社
に残ってくれており、誰にでもそれぞれ役割がある事
を認識されたそうです。

■委員会だより：広島中支部 8 月支部例会　　　　　　　　　　　 開催日：2019 年 8 月 29 日

「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の受賞者が語る「良い品　良い人　良い会社づくり！」
講師：（株）八天堂　代表取締役　森光 孝雅　氏

　凄まじい勢いで８月支部例会の講師をして下さった
のは、この度「日本でいちばん大切にしたい会社」大
賞を受賞された（株）八天堂 代表取締役の森光孝雅
さん。会場は TKP の最も広い部屋。参加者は１００
名を超え、その広い部屋でさえ参加者がぎっしりと詰
まり、講師の熱さと参加者の数で部屋の気温も上昇気
味でした。

順調に店舗拡大する１０年
　2016 年に東証で豆腐屋さんが上場されるまでは地
元発の上場企業が１つもなかった三原に２６歳で戻
り、現在クリームパンで有名な八天堂の三代目となら
れました。まだコンビニもなかったその頃は、外部環
境が良かったこともあり、パン屋の八天堂は１０年程
度で１３店舗まで順調に成長していきました。

急な退職や資金繰りで倒産の危機
　１４店舗目を出そうとしていた矢先、急な退職が相
次いだり、財務諸表を軽んじていたことから資金繰り
悪化による財務危機に陥ったりと規模縮小を余儀なく
されました。眠れない日々を助けてくれたのは弟さん。

夢を志にする
　利益を上げるのは手段。しっかりとした目的を持ち、
重道さんの言葉、『行動こそ真実』を意識し、きちん
と行動を続けることで今の八天堂になりました。夢

（自分中心）を志（他人や社会・未来）に変え、「数字」
と「行動」と「ビジョン」で、今では「日本でいちば
ん大切にしたい会社」大賞を受賞する会社になりまし
た。

　お盆が過ぎて少々涼しい日々が続く中、８月の最後
は再び「熱い」夏となりました。

文：（株）TomTak　毛利 武雄
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度」。2 代目として、決まった仕様や間取りではなく、
住まわれる方のことを考え、お客様のご要望に応えら
れる様にご相談に乗り、それでいてお求め安い価格で
より良いもの提案していきたい、とその想いを語られ
ました。
　ホームページに今まで建てた家などが載っており
ますので、ぜひ一度ご覧ください。

文：（株）あさがお乳食　
三上 良晃

　　

汁なし担々麵で有名な國松のオーナー、松崎社長を
ご紹介いたします。
　同じような中小企業の経営者の方々と交流をもちた
い、話を聞きたい、との思いで今年 6 月に同友会に
入会されました。
　現在 18 店舗出店されていますが、そのうち八丁堀
の「中華そば くにまつ」だけは直営店であり、他の
店舗はすべてフランチャイズ店。今では広島に限らず
東京・群馬・沖縄・福岡など全国ネットになりつつあ
ります。
　これは、汁なし担々麵を広めたいという社長の思い
があり、広島を拠点とした麺工場及びセントラルキッ
チンから各店舗へ食材を供給しているとのことでし
た。
　フランチャイズ店舗のオーナー様は元々はくにまつ
のお客様で松崎社長の考えに賛同された方が大半だと
話されていました。くにまつファン・仲間を大切にさ
れている松崎社長のお人柄のあらわれだと思いまし

た。
　趣味は海釣りだそうで、オフには遊漁船で釣りに行
くのが楽しみだそうです。
　最後に、今後の出店計画などについても伺いました。
今後もくにまつファンを増やし、汁なし担々麺の味を
広めてほしいとの話で終わりました。

文：アーデザインスタジオ　秋本 正之

　今回は（有）トヨタ
ホームズの取締役の豊
田真司さんにお話を伺
いました。
　トヨタホームズは社
員 5 名、Littom( リ ッ
トム ) という屋号で、
戸建住宅の新築・リ

■会員紹介コーナー

ななもフーズ（株）代表取締役　松崎 司　氏（中③④）

■会員紹介コーナー

　（有）トヨタホームズ　取締役　豊田	真司　氏　（中⑨）

フォーム・内装工事・その他建築物の工事など、全て
の設計・施工・アフターメンテナンスをしています。
　トヨタホームズは創業 1988 年、父の豊田一輝さん
が起業され、今年で 31 年。子供の頃から父の仕事を
する姿をみて、息子の真司さんも建築業の
道に進まれました。
　真司さんは大学卒業後、大手ゼネコンに
就職し、営業・施工管理・設計を学びました。
そして 5 年前、父の会社に戻ってご結婚。
子供もおられます。「家づくりは一生に一
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　8 月 9 日（金）に恒例のビア例会を開催いたしまし
た。8 月はお盆休みもあり、１週早めて例会を開催い
たしました。
　例年は、懇親の為に会員
の皆さんに集まって頂いて
いましたが、今年は「新米
社長の振返り」をテーマに、

（株）近代社の吉川社長に報
告をして頂きました。
　打合せの段階から自らが
課題を認識していて、その

事をしっかりと報告して頂きました。
　報告後は出席者の感想並びに率直なアドバイスを
受け、真剣に受け答えされていれたのが印象的でし
た。発表・質疑応答併せて１時間ほどでしたが、内容
の濃いものになったと思います。
　例会の後は場所を移動しての懇親会。ここでは、出
席者全員からの感想・近況報告を行いました。
　出席者は、中①地区
会：13 名、 オ ブ ザ ー
バ ー：3 名 の 総 勢 16
名でした。皆様ありが
とうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文：（株）三田電子　
三田 善博

　今年度、新たに同友会に入会された名越真生氏から
事業承継に向けた熱い思いをお聞きしました。
　現社長であるお父様の大病を機に恩返しがしたいと
一念発起し後継者としての道を歩み始めた名越真生
氏。入社からすぐに肉バルパライソという新店舗を任
され実践の中で鍛えられることになりました。しか
し、開店２年目に業績が低迷する試練が訪れます。欠
けていたのは「マーケティング」に対する意識だった
といいます。『パライソに求められていることは何か』。
原点に立ち、メニュー等改善することで、３年目に V
字回復を果たしました。

　発表の最後には、会社を承継する決意を改めて表明
し「従業員により長く楽しく働いてほしい。そのため
の働き方改革を実現したい」と熱く抱負を述べていた
だきました。
　グループ討論では、「後継者育成と働き方改革」を
テーマに討論を行いました。求められる後継者像や中
小企業の就職事情など、様々な側面から会社の将来を
考えるきっかけになり活発な討論となりました。

文：マテリテック（株）　三上 尚吾

■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 8 月 9 日

社長になって 1 年〜課題を持って社長に就任　現在や如何に〜
報告者 ：（株）近代社　代表取締役　吉川 義篤　氏

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 8 月 22 日

若手経営者の葛藤 〜競争激しい飲食業界　未来を見据えた　次代の経営者の挑戦〜
報告者：（株）C ＆ E コーポレーション　主任　名越 真生　氏

父上と一緒に
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　昨年に引き続き、8
月 31 日から 9 月 1 日
にかけ、中③④地区の
宮島一泊例会が開催
されました。
　他地区会や青年部
か ら の 参 加 も あ り、
18 名の参加となりました。
　1 日目は通常の例会形式で大手スーパーが導入して
いる診断テストを行いました。人間のタイプを類人
猿の 4 種類に分け、自分がどのタイプに該当し、ど

感じられました。
　グループ討論では「人材育成の現状と課題～互いの
課題を解決しよう」というテーマで討論をしました。
　どの会社も求人活動が厳しい中で人材育成にも手が
回っていない会社が多いようでした。グループ討論で
は課題の解決まではいきませんでしたが、討論の中で
出てきた課題を解決していくために同友会で学んだ知
識を、行動を起こすことで見識に変えていくことが大
切なのではないでしょうか！

文：（有）渺　山根 鉄平　　

■中⑨地区例会報告                                               　開催日：2019 年８月 29 日

「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の受賞者が語る「良い品　良い人　良い会社づくり！」
講師　㈱八天堂　代表取締役　森光孝雄　氏

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年８月 31 日〜９月１日

宮島一泊例会 2019

　8 月 29 日に中支部オープン例会を TKP ガーデンシ
ティ広島で開催しました。中⑨地区会 26 名、中⑨オ
ブザーバー 4 名、中支部全体としては 14 名のオブザー
バーにご参加いただき、参加総数 106 名にて行われ
活気ある例会となりました。
　講師は（株）八天堂の代表取締役 森光孝雄氏に講
演していただきました。
　報告内容は、「夢」を掲げるだけでなく「夢」を「志」
にして地域社会や未来のために行動していく事。その
ために、求人活動、社員育成、商品作りなどすべての
点で考えるだけではなく行動していくことが大切だと

　その後はバーベキュー大会。各自ビールやワイン、
おつまみなど各自 1 品を持ち寄り、仕事や趣味の話
など深夜まで盛り上がりました。
　天気が心配されましたが、雨も降らず、バーベキュー
日和でした。
　2 日目はあいにくの雨となりましたが、午前 10 時
ころまで自由時間を過ごし、散会となりました。

文：P&C パートナー　田久保 晋三
　

んな性質を持っているか、お互いの
違いを理解することでコミュニケー
ションの向上を図りました。
　また、同友会の会員増強にむけて、
相手のタイプにあった勧誘の仕方を
グループに分かれてディスカッショ
ンし、発表しました。



- 6 -

　今回はママ楽サポート代表取締役 西村佑紀氏によ

る、人生も変わる『片の付け方』を伝授していただき

ました。片付けと出会って変わっていった自身の体験

から

①片付けのメリット & デメリット

②片付け上手になる方法から、各自『自分らしい片付

け方とは？』

をグループでシンキング！

　最後には、『どこを！どの様に！いつまでに片付け

る』と参加者全員がコミットメントし終わりました。

　西村氏の人柄もあり、終始和やかな雰囲気の中、行

われた勉強会でした。参加された方も、楽しく目標設

定ができ、片付けに対しても、気持ちが変わってきた

との意見も多くでました。女性部ならではの目線や思

考で家庭も経営も楽しくスッキリさせて行こう！と決

意した勉強会となりました。

文：（株）広島明治　三島 昌美

　中支部青年部は 8/19 日にセトウチデザイン室事務
所にて納涼ビア例会を行いました。お盆明けすぐの平
日にも関わらず、OB、オブザーバーを含めた沢山の
方に参加して頂きました。
　今回、「出張バーベキュー」という形式を始めて体
験しましたが、これが驚くほど楽で満足出来るもので、
ユーザーは焼いて、食べて、飲んで、ある程度片付け
をするだけです。設営、火おこし、食材の調達、ゴミ
捨て、撤収はすべてやってもらえました。
　バーベキューはベランダで行ったのですが、これが
暑いのなんので皆さん汗を流しながら、ビールを飲み、
肉を焼いて食べて、中の人と交代したりしながらワイ
ワイ過ごし夏を満喫しました。また豪華景品を賭けた
レクリエーションとして中支部青年部定番（？）のジェ
スチャーゲームを行い、参加者の奇妙な動きに爆笑し
ました。
　参加者の皆様、お疲れ様でした！

文：（有）繁本組　向田 篤史

■女性部例会報告                                                  　　　　　　　2019 年 8 月 20 日

人生も変わる『片の付け方』を伝授します！
報告者：（株）ママ楽サポート 代表取締役　西村 佑紀　氏

■青年部例会報告                                                  　　　　　　　2019 年 8 月 19 日

「夏だ！酒だ！ビア例会だ！〜飲んで騒いで仲間も集めよう〜」



- 7 -

　

が子を見ていると、もっと仕事を頑張ろうという気持
ちと、もっと一緒に遊びたいなという気持ちと…、両
立の難しさも体感しております (^^;
　ちなみに、このシーンを横で見ていた 4 歳の次女は、
すぐにでも自転車に乗れそうなぐらい上手になってい
ました。
　子どもの成長って本当に凄いですね。家族みんなで
自転車に乗れる日が楽しみです。

文：（株）ＣＦパートナーズ　峠本 正喜

　　　　　　　　第 4 回広島中支部理事会　報告
＜主な連絡・相談事項＞
• 新会員オリエンテーションは 11/8（金）に行います。

• 港フェスタの各地区の出し物について、できれば 9 月中に２～３案をご提出ください。

• 県環境経営委員会のアンケートにご協力ください。

• 支部活動費の執行状況は、おおむね問題はありません。

＜入会承認＞
中① ㈱ＣＦパートナーズ 代表取締役 峠本　正喜 紹介者：今井　利行

中② キャリアーチ㈱  代表取締役 永井三恵子 紹介者：吉田　雅一

中② ㈱クリエイタス  代表取締役 山本　剛史 紹介者：中岡　英也

中③④ ㈲ニシオカ  室長  西岡　奈美 紹介者：勝矢珠容子

以上 4 名を承認。これにより、会員数は 360 名になりました。

＜承認事項＞
役員選考委員会・総会議案委員会のメンバーを承認しました。役員選考委員会は、馬淵副支部長、高橋副支部長、

渡邊仲間づくり委員長、藤本中①地区会長、中川中②地区会長、平井中③④地区会長、神田中⑨地区会長で構成。

総会議案委員会はその他の支部理事で構成します。

＜討議事項＞経営課題アンケートから、重要な経営課題を明確にする
7 月に行った「経営環境アンケート」に基づき、「重要な経営課題とは？同友会として取り組むべきこと」につ

いて討論しました。「付加価値向上」や「人材問題」が中心話題となりました。原田支部長は「今後は事業につ

いての発想そのものを変える必要がある。それが『非価格競争力』を高めるカギではないか」とまとめました。

成長
　（株）ＣＦパートナーズ　峠本 正喜　氏（中①）

「パパ、自転車から手を離さないでね！」
「わかってるよ！」
「パパ、自転車から手を離さないでね！」
「もう離してるよ！」
「えっ、わたし乗れてるの！？」
　6 歳になった長女と自転車の練習をした宇品波止場
公園での出来事です。こんな漫画やドラマでありそう
な場面を自分自身が体験することになろうとは…。
　私自身も経営者になってから日々成長を実感する毎
日ですが、それ以上にもの凄いスピードで成長するわ
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201９年 10月　各地区会行事のご案内

10月24日（木）
18:30開会
合人社ひと・まちプラザ
無料

基調講演と８つの分科会で学びを
深めます。

基調講演〜未来を拓く！「人を生
　かす経営」
第１分科会〜地域づくり
第２分科会〜経営指針
第３分科会〜付加価値
第４分科会〜採用と育成
第５分科会〜働く環境
第６分科会〜障害者問題
第７分科会〜事業継承
第８分科会〜見学分科会

安佐支部青年部との合同例会で
す。
今回の例会は女性経営者に目線を
合わせた内容。報告者はどちらも
事業承継者。承継予定であり現在
も奮闘中の金口氏に対し、境谷氏
は夫に事業承継をゆだね、新規事
業を展開中。同じ事業承継者とい
う立場ながら運命が分かれてし
まった現在の２人の苦悩と悩みを
共有し、自社への落とし込みを狙
います。

経営フォーラムに参加しよう
新時代の幕開け〜わくわくどきどき　人を幸せにする企業作り〜

	あなた、継ぐの？継がないの？
〜人生の岐路での２人の選択と現在地とは〜

中①役員会：10月1日（火）18:30〜　松田製袋

中③④役員会：10月2日（水）19:00〜　同友会事務局

女性部幹事会：10月7日（月）18:30〜

中②役員会：10月8日（火）19:00〜　同友会事務局

中⑨役員会：10月9日（水）18:30〜　同友会事務局

青年部幹事会：10月3日（木）19:00〜　同友会事務局

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 28人 113人 115人 104人
e.doyuログイン数 18人 46人 50人 38人
例会参加数 27人 26人 18人 29人
例会オブザーバー数 1人 1人 0人 3人
入会者数 1人 2人 2人 0人

●2019年 8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Part2

私たちの基調講演と８つの分科会で学びを
深めます。

基調講演〜未来を拓く！「人を生
　かす経営」
第１分科会〜地域づくり
第２分科会〜経営指針
第３分科会〜付加価値
第４分科会〜採用と育成
第５分科会〜働く環境
第６分科会〜障害者問題
第７分科会〜事業継承
第８分科会〜見学分科会
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10月9日（水）
13:00開会
リーガロイヤルホテル
７,000円

報告者

9月例会で豊田氏より、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。自
社の経験と強みを生かした活動を考
え、地域になくてはならない会社づく
りを考える機会にします。
10月一泊例会では、尾道空き家再生
の旅館に宿泊して、空き家再生の実
際を見学し、地元の会員企業の見学
も予定します。
懇親会では親睦を深めます。

報告者

（有）ベルエール　金口	志織　氏

altanagy												境谷	明子　氏

記念講演講師 報告者

10月9日（水）
13:00開会
リーガロイヤルホテル
７,000円

（株）宮﨑本店

代表取締役　宮﨑	由至	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

10月6日（日）
13:00現地集合
グリーンヒルホテル尾道
6,000円

10月9日（水）
13:00開会
リーガロイヤルホテル
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代表取締役　宮﨑	由至	氏
（株）宮﨑本店

代表取締役　宮﨑	由至	氏

（株）宮﨑本店

代表取締役　宮﨑	由至	氏

10月9日（水）
13:00開会
リーガロイヤルホテル
７,000円

経営フォーラムに参加しよう
新時代の幕開け〜わくわくどきどき　人を幸せにする企業作り〜

経営フォーラムに参加しよう
新時代の幕開け〜わくわくどきどき　人を幸せにする企業作り〜

経営フォーラムに参加しよう
新時代の幕開け〜わくわくどきどき　人を幸せにする企業作り〜


