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12 人が肩を寄せ合って囲むテーブル
　会後は地区ごとに別れての懇親会。僕が所属する中
③④は紙屋町に位置する『中国飯店』に移動しました。
懇親会には１２人が参加しましたが、全員がどうにか
入れる部屋でたったひとつのテーブルを囲みました。
ビールをつぎ合うと逆に周り迷惑になるほどの近さ
で、非常に仲の良い家族のだんらんのようでした。（笑）
これからの歩み（新会員さんへ）
　今回お会いした新会員の皆様すみません。もう顔も
名前もはっきり覚えてません。でもそれ、多分僕だけ
ではないと思います。少なくとも３ヶ月、できれば１
年は連続で例会に休まず出てきてください。そうすれ
ばお互い顔と名前が一致するようになるかと思いま
す。そして同友会のメインクエストは『経営理念セミ
ナー』からスタートです。

文：（株）TomTak　毛利 武雄

　11 月８日（金）はいつもとちょっぴり違う会場
『YMCA』本館４Ｆで『中支部新会員オリエンテーショ
ン』が行なわれました。基本の流れは同じなのに、毎
回少しずつ試行錯誤を重ねて変化を続ける新会員オリ
エンテーション。今回の大きな違いは懇親会が地区ご
とになったことでした。

地区会ごとのグループ討論。話が弾みます。地区会ごとのグループ討論。話が弾みます。

■委員会だより：新会員オリエンテーション（活性化委員会）　　   開催日：2019 年 11 月 8 日

同友会の登竜門『新会員オリエンテーション』
〜メインクエストは『経営理念セミナー』から〜

新会員オリエンテーションとは
　中支部新会員オリエンテーションは、年に２～３回
開催される新会員受け入れの為の例会の様なもの。ビ
デオで同友会の歴史や理念を伝え、同友会の組織や各
委員会・部会・地区会の説明と e.doyu の基本的な使
い方の説明があり、同友会バッジ授与＋写真撮影と
いった流れになっています。新会員だけではなく、各
委員会・部会・地区会の長（支部理事）も参加するこ
とになっています。

地区ごとの島で討論
　普段はスクール形式で行われることが多い新会員オ
リエンテーションですが、今回は地区ごとで別れた島
になっており、同友会の説明後の討論では同じ地区の
仲間から疑問点の解決やその他同友会についての話で
盛り上がりました。

　

今回ご参加頂いた新会員の皆様
中① 峠本 正喜 （株）ＣＦパートナーズ
中② 永井 三恵子 キャリアーチ（株）
中② 船本 大仁 （株）つるのおんがえし （株）大福
中② 丸子ニール秀人 （同）４U International
中③④ 大西 奈々 ＳＧエンジニアリング（株）
中③④ 川本 哲也 川本哲也税理士事務所
中③④ 清藤 英明 （有）ビッグサービス
中③④ 坂田 俊 　 山陽通信工業（株）
中③④ 下原 好子 触れ愛療法さろん　繋がり
中③④ 濱本 篤司 （株）クリエイト
中⑨ 池田 大助 （有）ダイテック
中⑨ 河内 伸一 クラフトホームワークス（株）
中⑨ 佐藤 英治 （有）佐藤塗装工業
中⑨ 建山 政弘 （有）ケンセイ産業
中⑨ 松岡 啓汰 （株）ＴＳＵＪＩ
中⑨ 松田 裕司 （株）neutral.hiroshima
中⑨ 山口 徹  （株）ヤマグチ建装
中⑨ 山崎 靖  （株）ＹＭＲ
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カでは自分を追いつめてまで仕事をしない、上からの
圧力を掛ければそれはパワハラだと騒がれる、日系企
業は働かないという理由でクビにはならないそう。働
き過ぎの日本人には羨ましく感じますね。
　入会した目的を訊ねると、「経営者の考え方を学び
たいし、盗みたい。本多さんの様な社長に成りたいで
す！海外、国内を飛び回り、スポーツ留学のメリット、
今後の英語のニーズを広げていきたいです！」とのこ
と。

文：Felicity K　荒神 琴音

　

今回は、フクシマ社会
保険労務士法人の代表福
島省三さんにお話を伺い
ました。
　福島さんは、商社に勤
められた後、平成元年１
月に社会保険労務士事務
所を開設され、平成２４
年 12 月１日にフクシマ

れたそうです。
　最近は付加価値としてクラウドを利用した「労務監
査クラウドサービス」を展開し、お客様企業の現状を
見える化することに注力されています。
　私も福島さんと同じいわゆる “ 士業 ” で、何か付加
価値を提供することはできないか常々考えています。
この度、福島さんを取材させていただきとても刺激に
なりました。
URL：http://www.jinji-fuku.jp/

　パーソナルトレーナーのお客様である同友会会員、
本多正司氏の誘いで入会。共同経営者である代表の中
田聡喜氏（写真右）と「スポーツ留学・英会話スクー
ル」事業を立ち上げた。
　自身が野球推薦・バイリンガル故のメリットを実体
験し、同じ野球をするなら就職する際、より有利に企
業へ売り込める人財育成をするという、「やりたかっ
た事」を形にした。
　アメリカ時代の日系企業就職体験談を語っていたお
話の一部で、筆者の印象に残ったことですが、アメリ

■会員紹介コーナー

    フクシマ社会保険労務士法人　代表社員　福島 省三（ふくしま　しょうぞう）　氏 （中①） 

■会員紹介コーナー

　（同）4U	International　代表　丸子ニール秀人（まるこ　にーる　ひでと）　氏（中②）

Comfy	English	
英会話スクール （同）4U	International

ニールさん（左）と中田さん（右）ニールさん（左）と中田さん（右）

社会保険労務士法人を設立されました。現在では従業
員４２名の広島で１，２を争う陣容を誇る大事務所に
なられました。
　福島さんは資格を取得されてすぐに開業され、実務
の面で老舗の事務所にはかなわないと思い、どうした
ら勝てるのか考えられた結果、差別化するためのブラ
ンディングに力を入れようと、社会保険労務士の主業
務である労働社会保険の諸手続きの代理業務以外の
“ プラスα ” の付加価値の提供に重きを置くことにさ

文：土地家屋調査士六箱事務所
　六箱 将隆

福島氏福島氏

スタッフの皆さんスタッフの皆さん

https://comfyenglish.com/ https://www.4u-international.com/
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　中区地域福祉センターにて中支部経営労働委員長の
アイテレコムサービス（株）  代表取締役　増西伸治
氏にご報告頂きました。
　「非同族であるにもかかわらず、事業継承を比較的
スムーズに行えたのは、前社長（現会長の庄司美登里
氏）の支えがあったからこそ」とおっしゃる増西社長
は、青年部→同友会会員→中支部経営労働委員長と経
る中で経営労働の学びを実践し続け、“ 言語の共有化 ”
に一番気を使ったとおっしゃっていた「経営理念」と

「10 年ビジョン」を作成。それらを含め幹部社員とと

もに作成された経営指針は、就業規則も添付された手
帳型にして全員に配布されたとの事でした。会議に持
参するのはもちろん、現在では新入社員の教育ツール
としてもご活用されておられるそうです。
　同友会で学べる経営指針作成カリキュラムについ
て、改めてその「価値」に気付かせてくれた例会とな
りました。
　出席者は中①地区会 9 名、他地区会 5 名、オブザー
バー 1 名、合計 15 名でした。皆様有り難うございま
した。

文：（株）ソフト商会　坂本 哲一郎

　11 月 21 日、 初
めておりづるタワー
にて地区例会が行わ
れました。
　ご報告者は（株）
大田葬祭の大田由孝

　大田社長の行動力・決断力に、側で支える副社長の
自社や社長への思いなど、いろいろな立場の方にとっ
て参考にさせて頂きたいお話が満載でした。二次会は
会員の岡本氏のお店「シエル」へ。こちらも 40 人近
くご参加頂き、大田ご夫妻への村井小組長からのサプ
ライズプレゼントもあり、さらに懇親を深めました。

文：勁草法律事務所　片島 由賀

■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　開催日：2019年11月15日

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〜
報告者 ：アイテレコムサービス（株）　代表取締役　増西 伸治（ますにし　しんじ）　氏

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　開催日：2019年11月21日

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〜
報告者：（株）大田葬祭　大田 由孝（おおた　よしたか）　 氏　大田 淑恵（おおた　よしえ）　 氏

増西氏の報告に聞き入ります増西氏の報告に聞き入ります

グループ討論の様子グループ討論の様子

笑いありのお話で大変盛況に終わり
ました。ご夫妻の絶妙な息のあった
掛け合いからか、質問タイムでは「夫
婦円満の秘訣は？」という質問が続
出。きっと皆さん翌日の「いい夫婦
の日」に備えようとしたのかもしれ
ません ( 笑 )。

氏（代表取締役社長）・淑恵氏（取締役副社長）ご夫
妻。継承するまでの大田葬祭のあゆみ・継承後判明し
た様々なこととそれを乗り切るにあたってご夫婦で取
り組まれたこと、業界の今後などについて熱く語って
頂きました。６６人の方にご参加頂きました。涙あり

報告者の大田夫妻報告者の大田夫妻
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　経営指針を作る意味を未作成者に知ってほしいとい
う趣旨により、青年部で名を馳せた八條氏をお招きし
て熱き報告を受けました。
　会社を無くして落込む祖父母の姿に八條家の再興を
誓い、父上と会社を設立したものの苦難に直面し逃げ
腰だったとのこと。しかし、同友会で学び、行動する
ことにより経営指針を作るということは自分・社員・
地域・会社に対する約束だという想いに辿り着き、「社

員は金儲けの道具」と思っていた
独裁者的思考から「社員は家族」
と大変化を遂げ、災害などによる
アクシデントを新たなビジネスに
繋げつつ更なる進化を続ける姿を
報告して頂きました。
　報告終了後もグループ討論に積
極的に関わり、参加者の本気度を
確かめるかのように話に耳を傾け
ている姿に「自分を真の経営者に

られる熱のこもった例会となりました。
　この例会だけで答えが見つかるわけではないと思い
ます。この例会をきっかけに、各会員が常に同友会で
の学びをどう仕事に活かしていくのか？という「意識」
を持って活動してもらえれば新しい仲間をもっと広げ

■中⑨地区例会報告                                               　           開催日：2019 年 11 月 20 日

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 :（株）代本電工　代表取締役　代本 勝也（だいもと　かつや）　氏

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   開催日：2019年11月20日

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！〜
報告者：（株）エイトコーポレーション　代表取締役　八條 公貴（はちじょう　ひろき）　 氏

　11 月 20 日、同友会事務局にて、前地区会長の有
限会社代本電工代表取締役代本勝也氏を報告者として
開催されました。参加者は、地区会から 38 名、他地
区会から１名、オブザーバー３名、合計 42 名でした。
　中⑨地区会は、仲間づくりも順調に成功し、新しい
仲間も増えていますが、忙しい！仕事につながらな
い！などの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、代本氏の報告をもとに同友会活動
をどう仕事に活かしていくのか、しっかりと討論する
例会づくりを心掛けました。
　代本氏の本音が語られ、参加した会員からも代本氏
に対して厳しいツッコミが入り、代本氏の人柄も感じ

ていけるのではないかと感じまし
た。
　例会のアンケートの内容が右
の QR コードから確認できますの
で、参考にしてください。
文：（司）渡邉事務所　渡邉 一史　

左から司会の渡邉氏、報告者の代本氏左から司会の渡邉氏、報告者の代本氏

例会報告の様子例会報告の様子

してくれたのは経営指針を作るきっかけをくれた同友
会。多くの人に指針を作り良い会社を作ってほしい !!」
という思いを感じました。自主的に働くことと主体的
に働くことの違いや社員の半経営者化など、これから
の中小企業の継続にも関わりの深い話もあり、有意義
な例会となりました。

文：（株）菊貞　菊崎 伊久江
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　11 月 19 日同友会事務局にて、テーマ【経営指針作成に取り
組んだから見えてきた！～未来への道のり～】スタンド道のり　
代表 山崎 智栄子　氏による報告会が開催されました。参加者
38 名、（内オブザーバー 11 名）での開催となりました。
　店名の『道のり』の由来は高村光太郎『道程』からつけられ
ました。『僕の前に道はない　僕の後ろに道は出来る』と自らの
力で切り開くという強い意志と志を感じます。
　山崎氏は同友会歴 4 年目、開業 23 年、広島の流川で 23 年間
スナックを経営されています。ご来店されたお客様の一席を、『道
のり』ならではの心のこもった雰囲気を作る為に店内に様々な
しつらえを施されています。また、多くの本を読まれ自ら研究し、
愛読書は『7 つの習慣』という大変熱心な経営者です。
　山崎氏は、ある時期からスタッフとのギャップを感じ、何の
ために経営しているのかと悩み始めます。お客様に対する思い、
スタッフに対する思いは伝わっているのだろうか。そんな時、

お客さまから「ママが変わらないといけないんじゃない？」と
言われ、スタッフが続かないのは私のせいなのか。
　悩みながら諦めそうになる中で、同友会に入会。初めて異業
種経営者の話を聞く中で、良い経営者ってなに？良い経営環境
とは？と疑問を感じ始めます。私は経営者ではなく店の数字合
わせをやっていたのでは？と気づきます。「経営指針書」、「経営
理念」の作成について学び始めます。スタッフミーティングを
開き、意見交換をする機会を作りました。
　ミーティングを行うと、仕事に対する悩みや、一人ひとりの
課題がある事が分かってきました。あるスタッフは『どの様に
お客様と接していけばいいのだろう』『失礼のない接客とは具体
的にどういう意味なのか』『おつまみの量は？』一つひとつが大
きな不安につながっていた事、人を育てる事が経営者であると
気づきます。スタッフに自分はどのようなお店を作っていきた
いのか、少しの時間でも語るようになりました。つまりビジョ
ンを語るようになったのです。スキルアップも大切ですが、夢
を画像にし、皆で同じ絵を見る事がとても大切だと、参加した
私も気づかせていただきました。今月も女性部例会は自らの燃
える情熱と志をそれぞれが自覚し、次の例会まで目標達成に向
けて頑張るぞ！と決意し終了致しました。

文：（株）明販広島東　岡本 昌代　

　去る 11 月 28 日（木）に、中支
部青年部の 11 月例会が開催されま
した。報告者は、青年部の仲間　勘
田泰邦さん（シンワ技術）です。
　勘田さんは、お父さんが起業さ
れた会社を 2 代目として継がれて、
今現在は代表者として頑張っている
ところだそうですが、継いだ会社の
業種が、橋の構造設計というニッチ
な業種だからか、慢性的に人手不足
に悩まれているそうです。そんな中、
銀行から紹介されて、ベトナムでの
採用をしてみることになった勘田さ
ん。仲介業者を挟んだ上で、実際に
現地に行って、面接をした上で、ベ
トナム人の青年を一人正社員として
雇用することとなり、来年から実際
に日本に来て、働いてもらうことに

なったそうです。そんな勘田さんの、
ベトナム人の青年を雇うことになっ
た熱い想いや生の悩みを聞かせても
らい、人手不足が叫ばれる昨今、日
本だけでなく広い「外」にも視野を
広げていく柔軟な発想も大事だなと
学ばせていただきました。勘田さん，
ありがとうございました！

文：大本卓志法律事務所　

村田 健児

■女性部例会報告                                                  　　　　　開催日：2019 年 11 月 19 日

経営指針に取り組んだから見えてきた！〜未来への道のり〜
報告者：スタンド道のり　代表　山崎 智栄子（やまさき　ちえこ）　氏

■青年例会報告                                                  　　　　　開催日：2019 年 11 月 28 日

中小企業が生き残るための人材戦略とは
報告者：（有）シンワ技研　取締役　勘田 泰邦（かんだ　やすくに）　氏

報告する山崎氏報告する山崎氏

報告する勘田氏報告する勘田氏
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　　　　　　　　第 7 回広島中支部理事会　報告
2019 年 11 月 26 日開催　

＜報告・連絡・相談事項＞
• 広島エリアの広報誌の印刷は、現在の 4 支部の業者さんに、交代でお願いします。
• 支部例会のグループ長の推薦を各地区会にお願いしています。1/28 に打ち合わせ会を行います。
• 広島エリアの新春講演会＆互礼会に、各地区から受付とけん玉ゲームの代表者推薦をお願いしました。

＜入会承認＞
地区 会社名 　   役職  氏名  推薦者
中③④ （株）ALEX   代表取締役 小吹 直美 勝矢 珠容子
中③④ 三次フードセンター（株） 代表取締役 三田 武志 川口 護
以上２名を承認。これにより、会員数は 354 名になりました。

＜討議事項＞私たちを取り巻く情勢について
　原田支部長が、県理事会での吉田敬一・駒大教授の話（同友ひろしま１月 20 日号に掲載予定）の概略を報告し、

「自社及び業界の現状・見通しと、現状打開の戦略」について、討論を行いました。
　「現状・見通し」では、順調にいっている企業でも、先行きの不透明感や不安感が指摘されています。一様に
危機感をもって経営に当たっているようです。
　「打開策」では、特長づくり、同業種・異業種のネットワークづくり、新しい仕事への種まき、人手不足など
の情勢に対応した仕組みづくりなどがあげられました。

ビリヤードの楽しさを伝える架け橋となりたい !!
　クラフトホームワークス（株）　代表取締役　河内	伸一　氏（中⑨）

　『スポーツとしてのビリヤードを広めたい』、『バー
ベキューの火起こしの簡単な方法』など自分でも認め
る理屈っぽくて凝り性の河内さんはビリヤードに関し
ては足掛け 25 年、万年 B 級とおっしゃいますが、マ
イ キュー（自分のスティック）で一人でもビリヤー
ド場に行って練習したりします。きっかけは大学時代
の自宅の近くにあったビリヤード場の店主に基礎から
習ったことが衝撃的で、それからハマり現在に至っ

はこちらの QR コードでご覧く
ださい。
URL：https://craft-home.net/

文：（有）アクシー・ジャパン　
小笠原 悟

たそうです。バーベ
キューの火起こしもそ
の場にあるもので、自
分で簡単な自作火起こ
しセットを作れるそう
です。
　マイ キューを持っ
た凛々しい写真と火起
こしセット画像をご覧
ください。凝り性の河
内さんのお仕事の HP マイ	キューを持つ河内さんマイ	キューを持つ河内さん

バーベキュー火起こし種バーベキュー火起こし種 アルミホイル簡単火おこし器アルミホイル簡単火おこし器
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2020年 1月　各地区会行事のご案内2020年 1月　各地区会行事のご案内

1月23日（木）
19:00開会
調整中
無料

新春講演会＆互礼会に参加しよう！
〜広島の「まち」の持続的な発展に向け〜

	新入会員を知り尽そう！

中①役員会：1月7日（火）19:00〜　松田製袋

中③④役員会：1月8日（水）19:00〜　同友会事務局

女性部幹事会：1月14日（火）18:30〜　ひと・まちプラザ

中②役員会：1月16日（木）19:00〜　同友会事務局　

中⑨役員会：1月8日（水）18:30〜　同友会事務局

青年部幹事会：1月9日（木）19:00〜　同友会事務局

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 27人 110人 113人 104人
e.doyuログイン数 20人 51人 54人 53人
例会参加数 9人 35人 29人 38人
例会オブザーバー数 1人 17人 4人 3人
入会者数 0人 0人 2人 0人

●2019年月末の各地区会データ

いい会議がいい会社を創る！
〜有意義な会議の作り方実践的ワークショップ〜

　2020年の新春講演会は、松井
広島市長を講師にお迎えします。
広島市の現状、そして将来展望と
は。ぜひ、松井市長の構想を伺
い、地域に生きる私たちの経営の
ヒントにしましょう。
　講演後は、会員相互に交流を深
める「互礼会」も開催されます。
4年ぶりに広島エリア合同での開
催です。

　2019年度は5名の新たな仲間が
増えました（11月末現在）。そこ
で、1月例会では新入会員の自己
紹介を兼ねて事業内容や今後の課
題等を報告頂くことで、新しい仲
間のことをとことん知る内容とす
る。また、報告者から発表された
会社の課題については社外取締役
としてグループ討論で議論するこ
とで報告者・参加者ともに気づき
を感じる例会を予定。

報告者

　営業会議、企画会議、役員会議
…。様々な企業でたくさんの時間を
割いて行われている「会議」。
　しかし、なんとなく集まっただけの
会議は、無駄な会議となることも少
なくありません。会議の停滞を打破
し、全員参加の有意義な会議をつく
るにはどうすればいいのかを学びま
す。

報告者

　

	2019年度の新会員の皆さん

報告者 報告者

1月27日（月）
18:30開会
リーガロイヤルホテル
6,000円

広島市　

市長　松井	一實	氏
ACTAS

代表者　服部	哲茂	氏

1月22日（木）
18:30開会
同友会事務局
無料

新春講演会＆互礼会に参加しよう！
〜広島の「まち」の持続的な発展に向け〜
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1月27日（月）
18:30開会
リーガロイヤルホテル
6,000円
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