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●　働く方がとても生き生きとされていました。

●　障害者雇用にふみきるには、企業さんはみんな大変なこ
となのですね。

●　可能であればグループワーク形式がとれたら、もっと意
見が出やすいのかな？と思いました。

●　どの様な生徒にどの様な教育をしていけば企業就労につ
ながるかを実際に見せていただくことで自分の見識を広げる

■委員会だより：新会員オリエンテーション（活性化委員会）

　去る７月 30日、今回で 2回目となる、特別支援学校のバスツアーを行いました。中支部が担当したのは、広
島市立広島特別支援学校の先生方 29名。（株）ニシキプリント（広島西支部）、（株）デイ・リンク（広島中支部）
を訪問後、料亭久里川で昼食、最後に山部印刷（株）を訪問しました。ご協力頂いた皆様には、あつく感謝申し
上げます。
　以下、先生方へのアンケートから、主な感想をピックアップしてご紹介します。

●　卒業生が働いている企
業を見学でき、より、本校
生徒の将来について考える
ことができました。

●　まだまだ知的障害への
理解が少ないなというのが
率直な思いです。学校から
教えてほしいというお話も
あったので、発信する場や
理解してもらえる場（実際に見てもらう）
が必要かなと感じました。

●　「コミュニケーションさえできれば、
その子に合った方法で働くことができる
ようにしていきたい」と社長さんが言わ
れていたことが印象的。

●　「この仕事だったらできそうだ、と思
えたら教えてください」というお言葉に、
頼んで雇用してもらうのではなく、受け
入れようとしてくださっていると感じた。

●　企業の方々が、障がい者がどのよう
にしたら理解して作業することができる
のかを考えて、工夫されていることがと
ても印象的でした。

●　障がい者雇用をしているといっても、
同じ場所にいながら別会社のように隔離
している企業もあるそうですが、共に働
いている様子や支えようとする心掛けを
目の当たりにすることができたのが印象
的です。

ことができたと思います。将来の姿を考
えていく中で、話ができることが増えま
した。身近な会社を知ることができたの
もよかったです。

●　障害者のために頑張っている人と接
することができて心強かったし、子ども
たちが職場でなくてはならないような存
在になり得ることを知って、社会に出る
ための準備ができる環境を整えるという
ことを自分で頑張らなくてはならないと
思えた。

●　就労や実習受け入れにつながらなく
とも、教師が実際に目で見て話を聞くこ
とは大切だと思いました。卒業後、地域
で生徒が働きやすく、生活しやすくして
いくために、このような企画があるとよ
いなと感じました。学校外の事も、もっ
と知っていく必要があると思いました。

●　教員は入れ替えがあるので、参加者
は毎年違います。ぜひとも継続していた
だきたい。

開会挨拶をする三田委員長

働き方の工夫に目をみはる

滅多に見られないバックヤード

初めて見る製版機に興味津々
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寄り添い、悩みや要望を丁寧にヒアリング
した後、持ち前のネットワーク＆フットワー
クを使い希望に合った企業を探す。雇用契
約後も、イキイキ働いてもらうことが出来
るよう労務管理経験の豊富な自社のスタッ
フが、キャリア形成も含めたアフターフォ
ローを行う。永井氏の柔らかな口調と、経
験に裏打ちされたアドバイスは多くの企業
と人材の幸せの架け橋になっているに違い
ない。永井氏は幸せの架け橋を作り続ける

経営者なのだ。
　経営の学びをしたいとのことで 8 月に同友会に入
会。東京生まれ、小中高は広島、大学は関西、就職は
東京で社労士になって広島に戻ってきた。趣味は野球
観戦。「ジャイアンツファンだったこともあったけれ
ども、今ではもちろんカープですよ！」　

文：（株）キャピタルコーポレーション　村井 由香

　

この度は７月に入会された
峠本さんの会社をご紹介致
します。
　6 年税理士事務所で勉強
をされ、2017 年 10 月に税
理士事務所と株式会社を立
ち上げられたそうです。
　特に力を入れているのは
会社の名前にもあるように

キャッシュフロー（CF）をお客様にお伝えすること
だそうです。セミナーを定期的に開催され、各会社に
CF の重要性を伝播し皆様のために尽力されているそ
うです。

文：富士興産（株）藤澤 正治

会社：（株）CFパートナーズ
広島市東区矢賀 6-4-13-103
TEL：090-8454-3599
FAX：082-5649-5424
URL：https://www.taomoto.net

　「私、CUBIC（適正検査）の診断で経営者向きでは
ないとの結果だったの」　永井氏はうふふと笑われた。
社会保険労務士として様々な会社と関わっていくうち
に、企業が求める人材と求職者のミスマッチを「もっ
たいない」と感じるようになったのが起業のきっかけ。
社労士の資格を生かしつつ、自分で何かやりたい、人
のお役に立ちたいとの思いから「人財を生かして企業
をつなぐ」キャリアーチ（株）を設立した。求職者に

■会員紹介コーナー

（株）ＣＦパートナーズ　代表取締役　峠本 正喜 氏（中 1）

■会員紹介コーナー

　キャリアーチ（株）　代表取締役　永井	三恵子	氏（中）

たおもと まさき

ながい みえこ

　内容も工夫され、聴講だ
けではなく、シートを使い
参加型のセミナーで解りや
すく、且つ実力が付き、自
社の CF が理解できる内容

となっているそうです。
峠本さんの理念は、ただお客
様を増やすだけではなく良い
関係を続け経営者の方々と笑
顔を作れる本当のパートナー
になることだそうです。
　皆さん CF が何故重要か本
当の意味でお分かりですか？
ご興味が有れば是非峠本さん
のセミナーに参加することを
お薦めします♪
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　（株）松田製袋の藤川さんとオキデザインの沖さん
に発表していただきました。
　まずは藤川さんのお話ですが、経営指針書を元に今
後の事業計画を話していただいた後、最後に悩みの部
分を話していただきました。悩みは会社内の話が多く、
特に製造業であるため社員教育と技術継承が主な悩み
だとお話しされていました。
　次に沖さんのお話ですが、経営者の実績が短いため
悩みが多く、次のステップに繋げるためにどこから手

をつければ良いのかわからないとのことでした。みな
さんのアドバイスは概ね１０年後どうなりたいかを定
めて、そこから指針書を作り直し、失敗をしながら経
験を積まなければならないというものでした。
　その後の懇親会でも経営の話で盛り上がり、懇親会
の方が例会での意見交換よりも盛んに行われたのでは
ないかと感じる程でした。

文：（株）東洋ビジネス　藤本 隆志

　９月例会は、６月の女性経営者全国交流会で報告さ
れ、活動については各メディアで多数取りあげられた
今話題の NPO 法人尾道空き家再生プロジェクト　代
表理事　豊田雅子氏をお招きし講演いただきました。
　関西地区の大学を卒業後、旅行会社の海外旅行の添
乗員として世界中を飛び回る日々のなか、帰省するた

と大きく活動範囲が広が
りました。今では、再生
された古民家で新しく事
業を興される若い移住者
も増え、それに伴い小さ
な子供も増えてきたそう
です。
　グループ討論では、「地
域社会で何が求められ、
自社はどのような社会活

■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 9 月 20 日

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！〜
報告者 ：（株）松田製袋　藤川 豊秋（ふじかわ　とよあき）　氏、オキデザイン　沖 宣行（おき　のぶゆき）　氏

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 9 月 25 日

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
講師：NPO 法人　尾道空き家再生プロジェクト　代表理事　豊田 雅子（とよた　まさこ）　 氏

動ができ、本業とどう結びつけるか」という難しいテー
マに討論を行いました。
　広島市中心部でも商店街閉店などの空洞化に対する

懸念、再生という還元型事業の
取り組みなど、10 年後を見据
えた活発な討論の場となりまし
た。

文：ITplus　川口 正

びに郷土愛が深まってきたとのこ
とです。生まれ育った尾道に戻り 

「空き家」という「負の遺産」を
いろいろな視点で俯瞰して眺める
ことで、再生事業から活性事業へ

講師の豊田氏

報告者の沖氏（左）と藤川氏（右）
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　現在約 330 名の従業員をかかえ、2018 年には自社
ビルを建設するなど事業を急拡大している（有）リラッ
クスの國政秀一社長に経営体験報告をしていただきま
した。
　國政さんは、福祉の仕事を介護から始めて、障害者
支援、保育…と事業を増やし、「生涯支援体制」を理
念の中核として、福祉を通じて誰もが輝ける地域社会
の実現を目指し、県外への進出も視野に入れていると
いう思いを熱く語って下さいました。自分の報酬はほ
とんど取れない時期は自分の生活費をアルバイトで稼

いだという情熱や、いろいろな事業にためらわずに挑
戦する姿勢が印象的でした。
　また、「生涯支援体制」という理念は、顧客にもっ
と多くの場面で必要とされたり、従業員の色んな人生
の局面をサポートするという意味で、福祉の業界にと
どまらず、あらゆる業種においてもあてはまることに
も気づかせていただき、とても内容の濃い例会になり
ました。

文： 三崎法律事務所　三崎 和也

ぬ私を支えて下さった方々、本当にありがとうござい
ました。

【余談】バスは東地区のユーエムエスさんにお願いし
たのですが、忘れ物をした会員さんの自宅まで、夜に
ドライバーさんが届けて下さったという、嬉しいエピ
ソードがありました。

文：吉村建設（株）　吉村 浩司　

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

家族例会 〜みんな仲良く、ほのぼの交流〜

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 9 月 26 日

曼荼羅チャートで見えてきた、真の経営理念
報告者 :（有）リラックス　代表取締役　國政 秀一（くにまさ　ひでかず）　 氏

　昨年は雨で中止の家族例会、何とか天候に恵まれま
した。バス２台での決行となりました。子供さんの参
加が多く、会員間の親睦を深める事はもちろんの事、
子供さんを楽しませる事を考えました。釣り堀で釣っ
たヤマメをプールに入れて、掴み取りする計画でした
が、魚が針を飲み込んだりで、生きのいい状態での掴
み取りは難しい状況でしたが、施設の方のご厚意で生
きのいいヤマメをプールに投入してもらいました。こ
れには子供達も大喜び。貴重な体験ができた
と思います。
　また、くじ引きによる水鉄砲を手に興奮し
た子供が、特定の会員さんを的代わりにした
事で、時間と共に服が濡れていく会員が続出。
しまいにはプールに引きずり込まれる会員も
出る始末で、大いに盛り上がりました。バー
ベキューのお肉も美味しく、腹を満たした帰
りのバスは、ほとんどの人が爆睡状態でした。
最後に、事前準備から当日の運営まで、至ら

報告する國政氏
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　尾道の商店街を（有）いっとくの山根浩揮氏、（株）山本
屋の山本浩矢氏にアテンドして頂き、尾道シネマや尾道帆
布、ゲストハウス「あなごのねどこ」などでお話を伺いまし
た。その後、山根氏の経営されている貸会議室、ゲストハウ
ス「ＳＩＭＡ　Ｓａｌｏｎ」で山根氏、山本氏、細谷氏（（株）
山本屋常務取締役）にご報告頂きました。
　山根氏は「飲食を通じた持続可能なひと・まちづくり企
業」・山本氏は「菓子業界のリーダー的存在を目指す」とい
うしっかりとしたビジョンのもと、山根氏は世界に誇れる尾
道にしたいという強い思いを持って地道な活動をされてい
るというお話、そして山本氏は積極的にＭ & Ａや海外進出、
障がい者の方の雇用などに取り組んでおられるお話を伺い

ました。細谷氏は山本氏をサポートされる立場から、ご自身
の経験も踏まえ仕事・家庭との両立にどういったことが必要
か、さらには世代交替を見据えて任せられる環境作りの必要
性などをお話頂きました。参加されている女性部会員は経営
者夫人・経営幹部として細谷氏と同じ立場で会社に関わる方
もおられ、熱心に質問されていました。
　幸い、大きな天気の崩れもなく、尾道の良さをまさに見て、
肌で感じていただける例会になったと思います。8 月から企
画にご協力頂きましたご報告者の皆様、グループの皆様、そ
して当日ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

文：勁草法律事務所　片島 由賀

　9 月例会は「 青年経営者全国交流会 in 熊本に参加
しよう！！ 」と題して、青年部有志で熊本県へ。今回、
私が参加した第 7 分科会は、全国に帽子販売店を展
開する PORT STYLE（株）水木氏の体験報告。明確
なブランドイメージのない帽子に着眼し、創業 15 年
で年商 14 億円企業まで成長させた取り組みを聞きま
した。現在の事業を担っているビジネスモデルは他業
種との交流によって生み出したもの。また、「帽子を
販売するのではなく、帽子をかぶってもらうようにす

たビジネスモデルの成功例を聞き、より一層、同友会
活動の重要さを認識できました。水木氏が報告された
経営面・事業面の両視点での話は、同年代の青年経営
者として心を揺さぶられました。

文：（株）ナカオカ　中岡 英也

■女性部例会報告                                                  　　　　　　　2019 年 9 月 27 日

『まちをみて肌で感じよう』地元尾道と人をいかした経営のお話
報告者：（有）いっとく　山根 浩揮（やまね　こうき）氏、（株）山本屋　山本 浩矢（やまもと　ひろや）氏・細谷つぐみ（ほそや　つぐみ）氏

■青年部例会報告                                                  　　　　　　　2019 年９月 12 〜 13 日

青年経営者全国交流会 in 熊本に参加
る文化を創る」という市場
創造の重要さを報告され、
最後は 5 年後のビジョン
を熱弁して報告の幕を閉じ
ました。
　同じ小売業でありなが
ら 10 億円以上も業績を伸
ばした水木氏の経営手腕に
大きな刺激を受けたと同時
に、同友会で作った経営指
針と体験報告をヒントに得 報告者の水木氏
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　7 月末に愛鳥を亡くしました。動物は寿命が短いの
で別れは辛いですが、楽しい時間をくれます。

文：Felicity K　荒神 琴音

　　　　　　　　第５回広島中支部理事会　報告
＜主な連絡・相談事項＞
冒頭、勝矢代表理事が仲間を増やす意義と、協力の訴えを行いました。

新会員オリエンテーションは 11/8 に広島 YMCA で開催します。

＜入会承認＞
中② （同）４U　International        代表     丸子 ニール 秀人     紹介者：本多　正治

中③④ （株）クリエイト         代表取締役     濵本　篤司           紹介者：問芝　法雪

中③④ ＳＧエンジニアリング（株）   取締役     大西　奈々           紹介者：勝矢珠容子 / 小田有理香

中⑨ （株）neutral.hiroshima         代表取締役     松田　裕司           紹介者：神田晋一郎

以上 4 名を承認。これにより、会員数は 358 名になりました。

＜承認事項＞
広島エリアの合同広報誌「ひろしまねっと」の構想について承認しました。

役員選考に関し、自他薦の受付期間を承認しました。

＜討議事項＞
中同協が作成した最低賃金に関する討議資料（案）について、自社・業界での課題と、同友会が取り組むべきこ

とについて、討議を行いました。原田支部長は「中小企業が元気になる環境こそ、地域を守り育てるもの。どう

すればそれを実現できるか、考え、学んでいく事こそ、『よい経営環境』の実現です」とまとめました。

草食系のメンズたち
Felicity	K　荒神	琴音（こうじん　ことね）　氏（中②）

　仕事から帰宅すると、同居している彼らが眠たそう
な顔で迎えてくれます。
　休日、自宅に居るとちょっと迷惑そうな彼ら。何故
なら私が居るとガチで眠れないみたいで、その日は寝
不足になるのです。だから、数時間は外出してあげま
す。
　セキセイインコ、デグー、ウサギ、みな♂です。私
が朝遅くまで寝ている時は、静かにしていてくれます。
　デグーはネズミの仲間で、アルプスの唄うネズミと
言われています。うちの子は唄いませんが驚いた時は

「ぴーッ」と鳴きます。とても賢く、された事は忘れ
ないので意地悪はできません。常に優しく接します。
　インコはおやつが欲しくなったら私の手を噛みに来
ます。しばらく遊ぶと勝手にケージへ帰宅し助かりま
す。
　ウサギの（おじさん）は無口なので一番気を使いま
す。
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201９年１１月　各地区会行事のご案内

11月28日（木）
19:00開会
アドバン＠貸し会議室
無料

これまでの自分は経営者ではな
かったと気づき、自分を変えたい！
という思いから同友会に入会した
山崎氏。実際何をどうしたら良いの
かわからないままとにかく参加し、
気づきを実直に行動し努力し続け
ている山崎氏の前向きな姿勢、取り
組んできたことなど、同業者の方た
ちと一緒に学びたいと思います。

日本での雇用に失敗した経験か
ら，実際にベトナムまで行って，
現地で面接をしてベトナム人を採
用することにした勘田さん。人材
不足が叫ばれる今だからこそ，多
様性のある人材雇用にも目を向け
る必要があると考えます。そんな
勘田さんのベトナム人を正社員と
して雇用するに至った体験報告を
聞いて，今後の人材雇用の在り方
について勉強してもらいます。

経営労働の学びから大きく変化した経営指針
〜知行合一期から社員共有期を目指して〜

経営指針作成に取り組んで
見えてきた！未来への道のり

	中小企業が生き残るための人材戦略とは
〜人手不足の今だからこそ「外」に目を向けて見よう！〜

中①役員会：11月5日（火）18:30〜　松田製袋

中③④役員会：11月6日（水）19:00〜　同友会事務局

女性部幹事会：11月6日（水）17:00〜　オリエンタルホテル

中②役員会：11月12日（火）19:00〜　同友会事務局

中⑨役員会：11月6日（水）18:30〜　同友会事務局

青年部幹事会：11月1日（金）19:00〜　同友会事務局

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 28人 111人 115人 104人
e.doyuログイン数 17人 47人 49人 36人
例会参加数 15人 23人 32 人 18人
例会オブザーバー数 0人 1人 4人 0人
入会者数 0人 1人 2人 1人

●2019年月末の各地区会データ

逆境を乗り越える“まごころ経営”のすゝめ
〜遺族の心によりそい、社員のやりがいにつなげた葬祭業に生き残りを掛けた夫婦の軌跡〜

事業を元気にする八條メソッド
〜経営者の本当の仕事はこれだ！〜

同友会の１丁目１番地と言われる
経営指針。どう作り、どう実践し
ていくのか。報告者の増西氏は支
部経営労働委員長。それまで独学
で作っていた指針ですが、委員会
活動の中で、見直しが進み、大き
く変化していきます。氏の実践報
告を元に、自社でどう取り組めば
良いか、考えます。

仲間づくりも順調に成功し、新しい仲
間が増えているが、仕事につながらな
いという理由で積極的に参加していな
い会員も増えています。そこで、仕事
あっての同友会であり、同友会での学
びを如何にビジネスにつなげるか。役
員になるほど、本気で同友会活動を
し、それをビジネスにつなげている代
本氏に役員経験者にしか分からない秘
訣を語っていただきます。役員をやり
たいという会員が増えるように、存分
に語り合う例会にします。

同友会で何を学び、自身がどう変わ

り、会社がどのように成長したの

か、また今後どのように成長させて

いこうとしているのかを、不離一体

シートで紐解き、若手経営者の中で

も目覚ましい進化を遂げている八條

氏の経営体験報告から学びます。

11月20日（水）
18:30開会
同友会事務局
無料

報告者

　あなたは「まごころ経営」しています
か？
　創業100年の株式会社大田葬祭を
承継した若い2人の前に、立ちはだかっ
た社員・親族の反発。葬儀のスタイル
も家族葬へと激変する外部環境の中、
売り上げは落ち込む。仕事、人材、資金
繰りで苦しむ大田夫妻はある決断をす
る。逆境の中のゼロからのリスタート。
　経営者の覚悟が、社員の意識を変化
させ、お客様へ寄り添う力となり業績
が安定。2018年度同友会経営環境賞
を受賞、新しい葬儀のありかたを提供
する大田夫妻の「まごころ経営」への歩
みを、じっくりと語っていただきます。

報告者

（有）シンワ技術　

取締役　勘田	泰邦	氏

前地区会長が語る同友会の良さとビジネスの秘訣
〜なぜオレに聴きに来ない!！〜

報告者 報告者

11月15日（金）
18:30開会
中区地域福祉センター
無料

アイテレコムサービス（株）

代表取締役　増西	伸治	氏
（株）大田葬祭　

大田	由孝	氏　大田	淑恵	氏

11月21日（木）
18:30開会
エソール広島
無料

11月20日（水）
18:30開会
アステールプラザ
無料

（株）エイトコーポレーション

代表取締役　八條	公貴	氏
（株）代本電工

代表取締役　代本	勝也	氏

スタンド　道のり

代表者　山崎	智栄子	氏

11月19日（火）
18:30開会
同友会事務局
無料


