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　2020 度中支部支部長を拝命いたしました村井由香
です。
　まずは、お礼から。原田前支部長を始めとした
2018 － 2019 年度支部理事と事務局の皆様、本当に
お疲れさまでした。周年行事、増強、例会づくり、中
支部の組織改革とご活躍いただき歴史の数ページを
作ってきてくださったことに感謝を。私たち新理事メ
ンバーが先輩たちの築き上げてきた中支部を今日から
しっかりと引き継いでいきます。
　さて、新型コロナウィルスのパンデミックによる皆
様の会社への影響はいかがですか？　弊社は飲食業で

すが、４・５月売り上げは前年同月比85％減。笑っちゃ
うしかない状況です。入会してちょうど 10 年。新型
コロナウィルスへの経営対応のひとつひとつに、試さ
れている気がします。広島同友会で私が学んできたす
べてが試されているのだと痛感しています。経営指針
書を使った全社一丸の経営、社員教育、地域との連
携、情報発信、高付加価値の創造、事業ドメインの再
確立など。何よりも経営者としての在り方を、人とし
ての在り方を、日々、試されている気がします。激変
の状況であろうとも、中小企業の経営という道を追求
していくのが私たちです。弊社の経営は、正直予断を
許しません。死に物狂いで闘う私の経営の背中を、見
ていただくことだけが支部長として皆様のお役に立て
るたったひとつのことなのかもしれません。
　そんな頼りない支部長ですが、私は中支部を、同じ
志——３つの目的を学ぶ、友が会える場所にしたい。
私だけが支部長ではなく、皆様が支部理事であり、支
部長代行なのです。中支部会員ひとりひとりが、その
ことを忘れないで中支部を運営していきませんか。
　生き残ろう。死に物狂いで生き残ろう。
　生き残ることだけが、今、経営に求められている一
番大切なことなのですから。
　これからの２年間、中支部を共に創っていきましょ
う！未来に向けて。

文：（株）キャピタルコーポレーション　村井 由香

■新支部長挨拶

「中支部を３つの目的を学ぶ、友が会える場所に」
株式会社キャピタルコーポレーション　村井 由香（むらい　ゆか）



　   

　

　中①地区会の広報委員長を４年務めさせていただき
ましたが、今月で最後となりましたので、今回の会員
紹介は僭越ながら自己紹介をさせていただきます。
　私は、六箱事務所の代表者六箱将隆（ろくばこ ま
さたか）と申します。1971 年２月生まれの 49 歳です。
西区己斐中で土地家屋調査士業をしております。93
年に広島修道大学法学部を卒業し、同年４月に司法書
士事務所に就職。95 年３月に別の司法書士・土地家
屋調査士事務所に移り、2005 年に土地家屋調査士の
資格を取得しました。13年12月末で事務所を退所し、
14 年 10 月に開業しました。
　土地家屋調査士とは、土地や建物の表示に関する登

テップアップをするために、長年の目標である司法書
士の資格取得を目指して頑張りたいと思っています。

文：六箱事務所　六箱 将隆

　現在 32 歳独身。東京で
音楽活動をしていましたが、
３年前に父の会社を継ぐ為
に広島に戻りました。中②
中川さんからのご紹介で同
友会に入会しました。

■会員紹介コーナー

六箱事務所　六箱 将隆（ろくばこ　まさたか）　氏（中①）

■会員紹介コーナー

　（株）つるのおんがえし　船本	大仁（ふなもと　だいじ）　（中②）

広島市西区己斐中一丁目５-10
六箱事務所
土地家屋調査士 六箱 将隆

記の専門家です。登記
に必要な調査・測量を
行い、登記申請手続き
の代理をします。具体
的には、土地なら分筆、
合筆、地目変更、地積

更正登記など、建物なら新
築、増築、取壊しの登記な
どです。
　同友会には 2015 年１月
に入会しました。同友会で
自社の売りは何なのか、自
社のことを理解していない
といけないと学びました。
私は不動産登記に長けた事
務所を目指しています。ス

現場のお仕事現場のお仕事

事務所でのお仕事事務所でのお仕事

本通店本通店

横川店横川店

カルビ屋大福カルビ屋大福

どんの試食を続けた父は現在完全にメタボです（笑）。料理全
てが「出来立て」「揚げたて」「湯でたて」「手作り」。他にも出汁・
水・卵・その他食材などなど、こだわりは挙げればきりがあ
りません。

　弊社は横川と本通りにうどん店を構える会社です。うどん
は一般的に軽い食事と思われがちですが弊社では、「価値」と
してとらえた妥協のない「ご馳走うどん」にできたらという
想いで日々営業しております。
　一番のこだわりは何といっても ” 麺 ”。しかも ” 極細 ”。麺
を箸で持ち上げて口に運ぶ前は「これホンマにうどんなん？
ラーメンじゃろ？」とおっしゃる方がほとんど。でも口に入
れた瞬間「うん、うどんじゃね！」と唸らせます。
　ラーメンに見える程の麺の細さで、でも食べたら ” うどん ”
という不思議な感覚になられるお客様も沢山いらっしゃいま
す。
　うどん粉にもとてもこだわっています。先代が何万回も粉
の配合を試して完成した完璧な弊社オリジナルの粉です。う

　あなたの「おいしい」の言葉を引き出し
たい！お客様に常にご満足いただける様ス
タッフ一同日々精進しています。マリーナ
ホップにある系列店『カルビ屋大福』も是
非お越しください。

文：（株）つるのおんがえし　船本 大仁



　この度中①地区会の
地区会長を務めること
になりました、（株）
近代社の吉川義篤で
す。宜しくお願い致し
ます。
　簡単に自己紹介をさ
せて頂くと、４３歳、
魚座のＯ型です。魚座
のＯ型というとロマン

同友会から頂いた恩を精一杯「恩送り」していきたい
と思います。
　さて、今期の中①地区会のスローガンは「共生　～
You’ll never walk alone」です。
このコロナウイルスの影響の中、共に生き抜いてい
く、独りじゃない仲間がいる！という「想い」を込め
てこのスローガンにしました。ちなみに You’ll never 
walk alone は、リバプールというサッカーチームの
応援歌から拝借しました。
　コロナウイルスの影響下では、中①地区会だけでな
く、他地区会や他支部の方の知恵・力をお借りするこ
とで生き抜いていけると思っています。２年間何卒宜
しくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文：（株）近代社　吉川 義篤

　皆様、大変お世話に
なっております。

　この度、中②地区会
長に就任しました、株
式会社ウメソーの字室
でございます。
宜しくお願い致しま
す。

　新型コロナウイルス

　現在、通常の活動が出来ないのは周知の通りですの
で、オンラインを活用した取り組み等を検討していき
ますが、一番は中②地区会員が同友会に対して今何を
望んでいるのか、に耳を傾け取り組んでいきたいと思
います。

　収束後は情報交換会や座談会、今自社が出来る事、
して欲しい事、助けて欲しい事、教えて欲しい事に重
点を置いた自社ＰＲ例会、その他自粛の連続で溜まり
に溜まったストレスを発散出来るようなレク例会等を
考えています。

　私も未熟ですし、大変な時期ですので皆様のご協力
が無ければ会活動が成り立ちません。
ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。　

文：（株）ウメソー　字室 勝彦

■中①地区会　新地区会長挨拶

共生　You’ll never walk aloneYou’ll never walk alone
～知恵を寄せ合い 会社 ･ 雇用 ･ 地域を守り　共に生き抜こう！～～知恵を寄せ合い 会社 ･ 雇用 ･ 地域を守り　共に生き抜こう！～

■中②地区会　新地区会長挨拶

新型コロナウイルスによる危機を乗り切ろう！！新型コロナウイルスによる危機を乗り切ろう！！

チストだとよく耳にしますが、私は石橋を叩いても渡
らないぐらいビビりで堅物な人間だと思っています。
　正直、今のコロナウイルスの影響下での地区会長の
大役を受けることは不安でしたが、「神様は乗り越え
られない試練は与えない」という言葉を聞いたことが
あり、これは「今の私に必要な課題」と捉え、今まで

感染症の影響が急激に広がり、我々中小企業は大打撃
を受けています。

　そんな中、中②地区会長という大役を仰せつかり任
期 2 年間、どのような活動や取り組みを実行してい
くのか現在も模索中です。



　

　この度、中③④地区

会の地区会長を仰せつ

かりました、日信防災

工事㈱の山本です。

まだ地区会長になって

私で務まるのかどうか

など不安な面が多いで

すが、新役員の皆様や

諸先輩方に意見やアド

WEB 会議や WEB 例会等の新しいものにしないとい

けないとも感じております。

　今は大変な時期であるとは思いますが、こういった

時だからこそ基本に立ち返り、見つめ直すことが大事

ではないかと思います。その中で私自身も一緒に勉強

し、状況を打破していけるように皆で力を合わせてい

きます。中③④地区会にはその力があると思います。

私はその力を結集できるように努めていきたいと思っ

ております。

　これから 2 年間よろしくお願い致します。

文：日信防災工事（株）　山本 周

　

があり、会員それぞれがその経営 ( マネジメント ) を

変化させる ( チェンジ ) 必要があると感じております。

このような状況だからこそ、会歴の長い会員様もそう

でない方も、ぜひ同友会に参加していただき、共に原

点を見つめ直し、みんなで未来を切り開いていきたい

と思います。微力ではございますが、全力を尽くして

参りますので、何卒ご支援ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

文：司法書士法人渡邉事務所　渡邉 一史

■中⑨地区会　新地区会長挨拶

Shift Our Paradigm ！ Change Your Management !Shift Our Paradigm ！ Change Your Management !
～持続可能な経営の実践！語って、深めて、高めよう！～～持続可能な経営の実践！語って、深めて、高めよう！～

■中③④地区会　新地区会長挨拶

「原点回帰！」
〜こういう時だからこそ、基本に立ち返り、経営を一から見つめ直そう〜

　この度、中⑨地区会

の地区会長に就任致し

ました司法書士法人渡

邉事務所代表社員渡邉

一史と申します。今年

度の中⑨地区会のス

ローガンを頭書のよう

に定め活動して参りま

す。

バイスをいただきながら進んでいこうと思っていま

す。

　また、新型コロナウイルスの影響で世間の動きが今

までとは違うものになってきています。動きが制限さ

れる中で、私自身も含め同友会での活動方法なども

　私たちは忘れがちですが、数年おきに金融・災害・

感染症など様々な要因から生じる経済ショックからの

危機にさらされています。これまでの経済成長を前提

とした私たちの価値観 ( パラダイム ) を、必ず生じる

次なる危機を見据えた価値観に替える ( シフト ) 必要
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中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 27人 106人 111人 103人
e.doyuログイン数 16人 41人 45人 40人
例会参加数 ー ー ー ー
例会オブザーバー数 ー ー ー ー
入会者数 0人 0人 0人 0人

●2020年 5月末の各地区会データ

　コロナ対策での少人数支部総会の直後、第１回支部
理事会を行いました。決定事項のみ、ご報告します。
■自己紹介と方針
　全員が、自己紹介と担当組織の方針、抱負などを発
言しました。
■入退会の承認
　退会者 2 名を承認。会員数は 348 名。
■会員状況調査
　事務局が、各地区・小グループに、デジタルデバイ
ドの状況、コロナの影響、何らかの支援の要不要の調
査が依頼しました。

■支部理事会の定例日
　これまでの第４火曜日から、第４水曜日に変更する
ことを申し合わせました。
■ IT活用の推進について
　Zoom 会議の促進のために、特にホスト育成の観点
から、「Zoom マスターをめざす勉強会」を開催します。
対象は支部理事、その補佐役。講師料は予備費から支
出します。
　また、支部理事の情報共有のため、Line グループ
を作ることを申し合わせました。

■青年部会例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020 年５月 28 日

新型コロナウイルス対策会議　～助成金や給付金を活用してますか？～
報告者：（株）ナカオカ　中岡 英也（なかおか　ひでや）　氏、（株）ＣＦパートナーズ　峠本 正喜（たわもと　まさき）　氏

　新型コロナウイルスの影響により、多くの中小企業
が深刻な経営危機に立たされる中、事前に中支部青年
部会員に影響確認をアンケートで行い、オンライン例
会を実施。
　中岡氏からアンケート結果を報告頂き、自身が既に
対応済みである持続化給付金と広島県感染拡大防止
協力支援金の申請方法、そして政府の情報をいち早く
キャッチできる J-NET21 の活用法を説明。幸いにも
青年部会員は現状、深刻な影響がそこまで出ていな
かったが、これから徐々に影響する可能性があると注
意喚起の元、情報展開を行った。

　 後 半 は 税 理 士 で
キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
コーチとして活躍し
ている峠本氏から、
お金のブロックパズ
ル に つ い て 説 明 頂
き、経営状況を経営

者自身が日頃
からしっかり
把握すること
の重要性を報
告。コロナの
ような有事に
対し、普段か
らどのような行動で備える必要があるのか熱弁頂い
た。グループ討論も行い、各社の現状を情報共有し、
補助金の活用状況などについても議論した。
　初のオンライン例会は OB だけでなく、他支部から
も多くの方にご参加いただき活発な例会となりまし
た。自粛が長く続く中で「自分は一人ではない！」「悩
んだら相談しよう！」と同友会の活用を見つめなおす
キッカケとなりました。この度は多くの会員にご参加
いただきありがとうございました。

文：マテリテック ( 株 )　三上 尚吾

■中支部第１回支部理事会報告　　　　　　　　　　開催日：2020 年５月 25 日


