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　２０１９年の終わりに中国の武漢から発生したコロ

ナウイルスが、２０２０年１月下旬には日本でも感染

者が確認され、２月に入って一気に感染者が広がりま

した。これを受けて日本政府も「イベントの開催の必

要性の検討」を国民に呼びかけ、公立の学校も休校す

るに及びました。

　比較的感染者が多い愛知県の同友会では、全会合を

中止・または延期することに決定。広島でも２月末現

在で感染者は出ていないものの、国の呼びかけに応じ

て大きなイベントは中止・または延期をすることにな

りました。

　特にこの２月・３月は中支部の支部例会が２月２９

日に、３月１４・１５日には広島みなとフェスタを開

催する予定だったので非常に残念です。

　２月２９日の中支部例会については、これまで横山

委員長のもと総会例会実行委員のみなさんがご尽力さ

れて運営の準備をされてきたこともあり、それを無駄

にしたくはないという支部理事会の意向から、来期の

新役員への申し送りということでの延期の形になって

います。暖かくなってからあらためて今回できなかっ

た中支部例会をみんなで盛り上げていきましょう。

　いい機会ですので、今後を見据えテレワークを試し

てみるのもいいですね。TomTak では、３月の１週

目に試してみました。

文：（株）TomTak　毛利 武雄

みんなでちょっとおやすみ

～中支部例会・広島みなとフェスタが中止（延期）になりました～
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８月２９日の支部例会の様子８月２９日の支部例会の様子

昨年のみなとフェスタ開会式の様子昨年のみなとフェスタ開会式の様子



　   

ロンを体験し、指導資格も保有され実は裏メニューで
指導されているそうですよ！！こちらもとても楽しみ
ですね。会員の皆様と共に悩み、共に学ばれたい誠実
なお人柄がひしひしと伝わって来ました。

文：（株）大田葬祭　大田 淑恵

　

　今回は入会して 22 年目になる松田さんの会社をご
紹介致します。
　ご祖父様が創業され、お父様が 1983 年に法人化さ
れ、2000 年に松田さんが社長を継がれました。不動
産の賃貸仲介・管理・売買仲介、駐車場事業などを展
開すると共に、生まれ育った街で不動産を通じた “ 生
活総合サービス業 ” に注力されています。
　具体的には、相続関係や空き家対策、親の介護など
様々な相談事に対応されています。
　その為の専門的知識を身に付け、異業種交流に出向

いて得たネットワークも大切にしておられます。人の
役に立つことが松田さんにとって何よりの喜びだそう
です。
　三方良しの精神で、より良い情報やサービス・商品
を提供し、生活全般の町医者として地域と皆様の暮ら
しを支えていけるような会社で有り続けたいと笑顔で
話して頂きました。
　ご自身の会社だけではなく、育ててもらった地域へ
の恩返し、関わる方との繋がりを全て大切にされてい
る方なのだと、今回の取材で分かりました。

文：富士興産（株）　藤澤 正治
URL：https://matsudafudousan.co.jp/

　銀行を職位定年後、グループ企業に出向され、これ
までの経験を活用し、地域や経営者の皆様のお役に立
ちたいという気持ちから、安定した収入を捨てて独立
された変わった方とご本人が言われていました（笑）。
　同地区会の ACTAS 代表服部氏にオープン例会に誘
われた事が入会のきっかけだそうです。
　「自分は先輩方やお客様から沢山学ばせて頂いた。
これを社会のお役に立てることがご恩に報いること」
と独立した時の熱意を語られており、現在は “ 財務コ
ンサルタント ” 戦略会計スクール（仮称）を運営され
ています。
　「会計は経営のルールです」知ってから行う経営と
知らずに行うのとでは 10 年で大きな差となるとのこ
と。支店長時代は同僚や部下を明るく元気にする為、
潜在能力を引出すトレーニング（SBT）・マインドフ
ルネス（瞑想）・ファスティング（断食）トライアス

■会員紹介コーナー

（有）松田不動産　代表取締役　松田 宜久（まつだ よしひさ）氏（中①）

■会員紹介コーナー

　セカンドウイング　代表　宇川	英樹（うがわ	ひでき）　氏　（中②）
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　２月例会は、日頃の同友会活動を
支えていただいているご家族、社員
に感謝を込めて懇親を深めるという
ことで家族例会を開催いたしまし
た。例年はボーリング大会でしたが、
今回は小さなお子様から大人まで楽
しめる会ということで薬研堀通り沿
いのマジックバー『手品屋』で開催
いたしました。
　多くのお子様にも参加いただき、

テーブルマジックやサプライズビン
ゴなど、会場は大盛り上がり！本格
的なマジックショーなど短い時間で
したが、ドキドキ、ワクワクな時間
を共有できました。
　経営者として日頃からキリっとし
ていますが、今回はリラックス・懇
親の場として楽しんで頂けたのでは
ないでしょうか。

文：ITplus　川口 正

■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 2 月 29 日

自社の強みをさらに磨いた経営戦略
報告者：（株）くるま生活　代表取締役　井上 康一（いのうえ　こういち） 　氏（福山支部）

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年 2 月 15 日

中②地区会　家族例会
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新型肺炎ウイルス対策のため、会合が延期になりました



　

　中③④地区会の２月例会では、
汁なし担々麺の「くにまつ」を経
営するななもフーズの松崎社長に
報告いただきました。
　松崎社長は高校生時代にラーメ
ンを知り、ラーメンに夢中になっ
たことがあり、内装業、製麺所勤
務を経験するなかでもラーメンへ
の熱い思いが忘れられず長野県で
ラーメン屋を開店することになり
ました。

　広島に来た際、汁なし担々麺と
出会うこととなり長野のラーメン
屋でも汁なし担々麺をメニューに
出したあと、縁もゆかりもない広
島に移ってきました。
　その後、レシピの公開や独自の
FC 展開を続け、１０年で２０店
舗にまで店舗数を増やし、自社の
工場も持ち、今に至ります。
　そんな松崎社長の話は非常にユ
ニークでバラエティーに富んでい

事例として、株式会社あさがお乳食取締役の三上良晃
氏のＰａｙＰａｙ、ＬＩＮＥＰａｙの使用例を分かり
やすく説明してもらいました。
　グループ討論では、あなたの会社では何かしらの電
子決済を取り入れていますか？という討論テーマでし
た。業種によって取り入れにくい企業もありますが、
今後の時代の流れを先取りした例会となりました。お
忙しい中にもかかわらず４１名の方々に参加して頂き
大盛況でした。

文：アール工房　吉和 賢二

■中⑨地区例会報告                                               　開催日：2019 年２月 19 日

キャッシュレス化の動向と中小企業の対策とは
講師：PayPay（株）　中四国スーパーバイザー　川近 詩織（かわちか しおり）　　氏

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2019 年２月 20 日

早い・安い・なるべくうまい！汁なし担々麺の「くにまつ」 〜
報告者：ななもフーズ（株）　代表取締役　松崎 司（まつざき つかさ）　 氏

　２月１９日、同友会事務局にて、ＰａｙＰａｙ株式
会社の長尾恭兵氏を講師としてキャッシュレス決済事
業についての勉強会を開催しました。参加者は地区会
から３０名、他地区会から４名、オブザーバー６名、
講師１名、合計４１名でした。
　キャッシュレス事業について、キャッシュレス決済
や、主要各社のサービス内容の比較、今後こうなるで
あろうという話をされました。
　また、キャッシュレスを既に会社に取り入れている
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たため時間を延長しての報告とな
りました。
　今回の例会では、他地区やオブ
ザーバーが８名加わり、総勢３３
名が参加してくださいました。ま
だ汁なし担々麺を食したことがな
い方は是非 1 度食べてみてくだ
さい。
文：（株）高橋呉服店　高橋 信善

ななもフーズ　松崎氏ななもフーズ　松崎氏

例会の様子例会の様子

ツインモニターでの例会風景ツインモニターでの例会風景

感染大丈夫？なほど盛り上がった２次会感染大丈夫？なほど盛り上がった２次会



　私のほっと一息は、家族全員の趣味であるスキーを
しているときでしょうか。
　私自身は遅咲きのスキーヤーで、33 歳の頃から始
めましたが、2 人の子供は当然のように生まれた時か
ら、冬場の休日は山で過ごしています。
　以前は、ただ単にレジャーとして楽しいだけでよ

　今後どうなるかわかりませんが、どうせやるなら
10 年後の冬季オリンピック（札幌？）を目指せ！と
言っています。
　やれやれ、親バカで、ほっと一息、できなくなりそ
うです。

■青年部例会報告                                                  　　　　　　　2019 年 2 月 27 日

刑務所見学ツアー　〜前科者の雇用問題について考える〜

家族全員でスキーを楽しむ
　（株）エレファントリーシング　河野	隆司（こうの	たかし）　氏（中⑨）
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かったのですが、最近は年齢ととも
に少し考え方も変わり、精神面や肉
体面の鍛錬と、少しでも仕事や人生
にプラスに働くよう意識をして練習
に取り組むようになりました。
　今年から小学 5 年生の娘が、本
格的にモーグル競技に取り組むよう
になりました。
　大変良い縁があり、著名な元オリ
ンピック選手やナショナルチームの
コーチの方々にご指導いただき、練
習に励んでおります。

（株）エレファントリーシング
広島市中区猫屋町 2 番 14 号
http://www.elephant-l.com/

文：（株）エレファントリーシング　
河野 隆司

新型肺炎ウイルス対策のため、
会合が中止になりました
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2020年2月　中支部理事会のご報告2020年2月　中支部理事会のご報告

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 27人 110人 113人 105人
e.doyuログイン数 17人 47人 46人 44人
例会参加数 -人 22 人 25人 30人
例会オブザーバー数 -人 0人 5人 1人
入会者数 0人 0人 1人 1人

●2019年２月末の各地区会データ

以下の通り、2020 年 2 月 25 日に事務局で行った、
広島中支部の第10回支部理事会の概要を報告します。
■報告・連絡・相談事項
県理事会報告…同友ひろしまを参照ください。
広島エリアの連絡協議会の報告…10 年ビジョン推進
委員会では、ビジョンに沿って、進捗状況を確認し、
今後の検討課題を整理。新春講演会＆新年互礼会の決
算案が出され、中支部の負担分は 141,792 円に。
仲間づくり委員会…オブザーバーコンテストが進行
中。まずは支部理事が先頭に。
活性化委員会…新会員オリエンテーションは、新会員
と現会員の交流の場を設ける。懇親会は全体で行う。
新年度のレクについては、混合チームにしては、との
意見が出ている。
1 月末支部活動費執行状況報告…目安は 83.3％。執
行率は 75.5％。特段の問題は起きていない。
支部理事増強について…死守目標の 372 名は達成し
たい。仲間づくりは楽しいことだと、気づいていただ
くのが大事。
■入退会の承認
＜入会希望者 2 名＞
中③④ ㈱寺勝青果 取締役部長　　寺田　夏月
中⑨ ＷＯＮＤＥＲ 代表 　　　 荒木　裕介
＜退会希望者 2 名＞
以上、承認されました。会員数は 355 名になりました。
■支部例会の開催について
※新型肺炎ウイルスの感染拡大に鑑み、支部例会の開
催をどうするかについて意見交換を行いました。結果、
開催を当面、状況が安定するまで延期することを申し
合わせました。
■新年度方針検討会議の開催について
前記と同様の状況につき、正副支部長が検討の上、決
定することになりました。

■次年度方針に向けての申し送り事項
＜問題提起＞
・今回の討論は前回を受けて、①方針が支部に広がっ
ていない、その対応策を考える、②総括を受けて申し
送ることは何かを確認すること、の二つの役割がある。
討論「次年度に何を申し送るのか」
＜討論の発表＞（主な意見）
・①オブザーバー参加→入会→オリエンテーション参
加→例会参加の道筋を、ToDo リストで管理し、フォ
ローすることが重要。
・ウエルカムシート（お気軽紹介）などの活動は来期
も継続してほしい。
・例会などのグループ長には未経験者にもっと経験し
てもらいたい。
・県行事には、みんなで参加する雰囲気を作りたい。
・e.doyu のさらなる活用促進を。
・地区会からの委員推薦がなく、1 人委員会になって

いるものがある。支部として活動できないと認識は広

がっていかないので、対応を検討する必要がある。

・障害者を会社で必要な人として認知する活動を広げ

たい。

・同友トピアも別な形があるなら、支部として考える

べきではないか。

・地区会方針とのすり合わせのためにも、支部方針は

早めに立ててほしい

・経営指針の問題は毎年指摘されているので、それに

沿って地区会活動を組み立てることも必要だ。

・今後、引継ぎが大事。

＜まとめ＞

・広島中支部には、支部独自の委員会名や、委員会の

任務分担があり、これも一つの課題。今後は、現状を

認識したうえで、方針を考えることができればと思う。

以上、文責：事務局　橋本　
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