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Human First!

景況アンケート集計

中①＆中②例会報告

vol.159

〜一人じゃない。心を一つに、
知恵を寄せ合い、この難局を全員で乗り切ろう〜

広島中支部「経営課題と政策提言アンケート」回答率 1 位！

7/1 ～ 7/20 に行った、県政策委員会の「会員企業の経営課題と政策提言についてのアンケート」で、広島中支部の回答率はぶっ
ちぎりの１位になりました。ご協力ありがとうございます。以下、その概要を、県全体・広島エリアとの対比をグラフにしてお伝
えします。全体の傾向については、「同友ひろしま」をご覧ください。

■会員紹介コーナー

（株）シンクタンク

取締役部長

寺岡 弘記（てらおか ひろき）（中③④）
うです。専門学校へ進学のため広島へ、在学中に学校
より社会勉強の一環としてアルバイト先にシンク・タ
ンクを紹介してもらいそのまま入社、早 16 年が経ち
ました。
シンク・タンクという会社名は頭脳集団という意味
で、考え・創造し、新たなものを創るという思いで命
名したと聞いています。仕事内容は主に内装仕上げ工
事業と屋外広告業です。屋外広告業は屋内外のサイン
の製作・取付をしています。内装仕上げ工事業は、店
舗や住宅などの装飾金物などを製作・取付をしていま
す。
５年前には看板業界の広島広告美術協同組合青年部
会に入会し、今回は新たに同友会にも入会しました。

この度、
中③④地区会に入会することになりました、
（株）シンク・タンクの寺岡です。
広島県福山市出身で、1983 年 2 月 3 日生まれの

異業種の方との交流を深めて自分を磨き、ステップ
アップしていきたいと思っています。これから宜しく
お願い致します。

37 歳です。趣味は特にこれといったものがないので
すが、最近魚釣りに行く機会もあって釣りにはまりそ

文：（株）シンク・タンク

寺岡 弘記

■会員紹介コーナー

（有）ケンセイ産業 代表取締役 建山 政弘（たてやま まさひろ）（中⑨）

今回は ( 有 ) ケンセイ産業の代表取締役 建山 政弘
さんを取材致しました。
( 有 ) ケンセイ産業は安佐南区安東に事務所を構え、

16 年前、産廃業として独立しました。そして、3 年
後には住宅の基礎工事も手掛けるようになりました。
今回、創業から 16 年間にあった波乱万丈なお話を

一般住宅の基礎工事と産業廃棄物の廃棄作業をしてお

して頂きながら、今後も今のメンバーで仕事が出来た

り、住宅を建てる際に発生する、最初の基礎工事から

らいいねとおっしゃっておられました。お忙しい中、

最後の建設資材の廃棄まで一手に仕事を引き受けるこ

取材を受けて頂きありがとうございました。

とができる会社です。
産業廃棄物の方はコンテナ 2 トンを 20 基、4 トン
を 8 基、
重機 2 台所有。2 名の従業員で仕事をしており、
一般住宅の基礎工事は 7 名で月 300 件弱の物件をこ
なしております。
今年で創業から 16 年目、どんなに大変な現場で
も断らずに引き受けると言う姿勢でやってきており、
様々なハウスメーカーから信頼を集め、業績は順調に
伸びております。
建山さんは 27 歳までトラックの運送や基礎工事、
道路の舗装などいろいろな工事をやってきて、その手
腕と経験を買われ、親族や知り合いからの推薦もあり、

文：（株）あさがお乳食

三上 良晃

■中①地区例会報告

エキサイティング例会
報告者

中①地区会７月例会は、中①地区会会員の金澤篤史

開催日：2020 年７月 16 日

参加者全員

いすることを「リアル」と呼ぶことも増えましたが、

さん（
（株）ゴールドスター）のお店（桶屋）で、報

いろいろな業種の方々と個別に現況報告や情報共有す

告例会を実施しました。コロナの影響を報告して頂く

ることができたことで、今回はリアル飲み会の良さを

という趣旨と、中①地区会として金澤さんを応援しよ

再認識する場となりました。
今後もオンラインとリアル

うという想いからの開催で

を併用して、結束力を高めて

す。

いきたいと考えております。

同じく中①地区会会員の原
田修治さん（
（有）シーピー

文：（株）CF パートナーズ

シー）が、付けたままでも飲

峠本 正喜

食ができる自作のフェイス
シールドを参加者全員にプレ
ゼントして下さり、飛沫対策
もバッチリな中で、久々にお
会いしての例会を楽しみまし
た。
Zoom 講座、Zoom 飲み会
といったオンラインでお話す

フェイスシールドをつけて

る機会が増える中、直接お会

■中②地区例会予告編

～コロナ禍で昨対○○％ダウン…我々こうして頑張っています～
〜例会準備の舞台裏は？〜

新型コロナウィルス感染症の影響で延期になってい
ました８月例会をいよいよ８月２０日に Zoom で行
います。本例会担当は木村由実小組長（（株）フリーク）
を始めとした第１グループです。メンバーは６月５日
の初顔合わせに始まり、２名の地区会長経験者の方々
の強力な助っ人を得ながら、準備を進めてきました。
コロナ禍の中で連絡が取りづらい会員様も含めてどう
巻き込むか、２０２０年度初めての例会としてどんな
内容がいいか、これからの地区会運営を担う新たな会
員様育成も見据えた役割決めなど、例会準備に留まら
ない話題も含め話し合っています。例会ではコロナ禍
によって気付かされ新たな取り組みをされるなど、真
剣に向き合う会員様にお話頂き、意見交換を行う例会
です。皆様万障お繰り合わせの上ご参加いただきます
ようお願いいたします。
文：勁草法律事務所

片島 由賀

■中③④地区例会報告

開催日：2020 年 7 月 28 日

中③④にアミューズメント事業で頑張る女性経営者発見 !!
~ 幾多の危機を乗り越えて来た古川社長 ! 今、この最大の危機をどう乗り越えるか ?!~
報告者 :（株）ブレイズプランニング 代表取締役 古川 佐知（ふるかわ さち） 氏
今回はアミューズ

しかし新型コロナの影響で 3 月後半から外出自粛規

メント事業（ショッピ

制や店舗の休業などもあり、売り上げは減少されたよ

ングセンターのゲーム

うですが、現在は新型コロナ対策の徹底や様々な提案

センター運営等）を展

を行い持ち直しているそうです。

開されている株式会社

今回、初めての Zoom での報告となり大変だったと

ブレイズプランニング

思いますが、画面からでも古川さんの熱意が伝わりと

の古川社長に経営体験

ても有意義な例会となりました。

報告をしていただきま
文：（株）日美

した。

瀬尾 暢宏

創業のきっかけはお
（株）ブレイズプランニング 古川 氏

父様が 48 才で他界さ

れ、立体遊具の事業を受け継いだのが始まりとのこと
でした。その後、様々な逆境を乗り越えてこられ、創
業時から売り上げは右肩上がりとのお話でした。印象
深かったのは「会社を運営するにあたって赤字は絶対
に出してはいけない」と言われていたところです。創
業当初から様々な荒波を乗り越え、経営者として覚悟

Zoom での 7 月例会

を持って業務に取り組んでいる印象を受けました。

■中⑨地区例会報告

開催日：2020 年 7 月 15 日

新会員 PR 例会

報告者：槙本 啓志（まきもと けいし）氏、松田 裕司（まつだ ゆうじ）氏、山崎 靖（やまさき やすし）氏、松岡 啓汰（まつおか けいた）氏、曽根 忠宏（そね ただひろ） 氏
当初 3 月に開催さ

5 名で各々会社の PR をして頂きました。

れる予定でした新会員

みなさん熱意ある経営者さんで、起業のきっかけや

PR 例会が新型コロナ

失敗談など非常に興味深いお話をして頂きあっという

ウィルスの影響により

間に時間が経っていった報告会となりました。

大幅にずれ込みました

グループ討論は出来ませんでしたが、報告者と参加

がようやく開催する事

者の方々が今後の仕事のパートナーとしてお付き合い

が出来ました。

出来る場になったのではないかと思います。

急 遽 Zoom と 会 場
報告の様子

とのハイブリッド開催

文：（株）スマイクホーム

で準備がバタバタでし

た が、Zoom 参 加 者 9 名、 会 場 参 加
者 27 名のトータル 36 名の参加とな
りました。
報 告 者 は、 槙 本 啓 志 司 法 書 士 事
務 所 の 槙 本 さ ん、 株 式 会 社 neutral.
hiroshima の 松 田 さ ん、 株 式 会 社
YMR の山崎さん、株式会社 TSUJI の
松岡さん、ライフプラスの曽根さんの

例会の様子

大石 剛史

■青年部例会報告

2020 年 7 月 30 日

平社員から社長へ！身内を押しのけた事業承継

～年収 1000 万円の引き抜きを断り、松井印刷を選んだその軌跡～
報告者：松井印刷（株） 代表取締役社長 岡本 寛之（おかもと ひろゆき） 氏
７月例会の報告者は青年部ＯＢである松井竜宣氏の

が代表取締役に上り詰

跡を継ぎ、松井印刷（株）３代目社長として就任した

めるという中小企業と

岡本氏。大学卒業後、サラリーマン時代、松井印刷へ

してはレアなケースの

の転職、同族を押しのけて代表取締役に就任した経

体験報告であったた

緯、現在の自社の課題や方向性を報告。就職時、何の

め、同族経営の事業承

思い入れもなく印刷業界に飛び込んだとのことでした

継者が多い中支部青年

が、人一倍負けず嫌いであり、何事にも真摯に向き合

部会員としては刺激と

う岡本氏だからこそ、ライバルだけでなく、同族をも

なる内容となりまし

押しのけ成功できたのだと感じました。特に報告の中

た。

でキーワードとなったのが「社員を守るために」とい

今回はコロナ感染対
報告者：松井印刷（株） 岡本 氏

う岡本氏の想い。何気なくサラッと話されましたが、

策を行った上でリアル

岡本氏の根源でもある想いを感じることができた熱い

開催しましたが、例会当日まで何度もプレ報告頂き、

例会となりました。

ご準備頂いた岡本社長。また、この状況でありながら、

これまで、過去のフィードバックをしたことがな
かったようで、
「ここまで自己カイジ（開示）したこ

参加頂きました青年部会員・オブザーバーの皆様、あ
りがとうございました。

とはなかったので大変勉強になった。ワークでの会員
からの発表も今後の経営に活かすことができた。
」と

文：槙本啓志司法書士事務所

槙本 啓志

意見を頂きました。今回は事業承継の中でも、平社員

豊かな生活にしてくれる釣りのすすめ
大本卓志法律事務所

村田 健児

氏（中②）

らすぐ釣りに行くことが
できますし、山もまた近
い。渓流釣りをするのに
も最高の立地です。
年がら年中、色んな魚
種を狙うことができる、
アングラー（釣り人）に
とっては非常に住みよい
場所だと思います。

皆様も、日頃の仕事の

R1.7 匹見峡 イワナ釣り

疲れを癒やしに釣りに

「永遠に、
幸せになりたかったら釣りを覚えなさい。」

行ってみるのはいかがで

中国の古い諺ですが、釣りは生活を豊かにしてくれま

しょうか

す。時に港、時に船、時に渓流。四季折々様々な場所
で、大自然に囲まれながらする釣りは格別です。世俗
の悩みをさーっと忘れさせてくれる訳です。そんな訳
で、私は趣味で釣りをするのが好きです。
広島は海が近いですので、海釣りをしようと思った

R1.12 倉橋島沖合 真鯛 50 センチ

R2.6 島根県某所 アオリイカ 2.6 キロ
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コロナに負けるな！広島同友会中支部 その１＜事務局に相談するには＞

広島事務所相談窓口（担当）：参与の国広か、専務理事の竹河内

2020年7月

中支部理事会のご報告
① 仲間づくりの先頭に立つため、支部理事全員が、

■日時：7 月 29 日（水）

一人が一人の新たな仲間を作ります。

■会場：Zoom

② 会員へのフォロー機能を高めるため、支部内の専

■入会承認（３名）
（株）リオン

まで (TEL:082-241-6006)

レストランＬＥＯＮ

ＤＥ

ＬＹＯＮ

門家の協力をえて、経営相談室を作ります。地域

諏訪

惇

氏（中②）

内連携推進委員会が担当します。情報発信は広報

代表取締役

新山

貴也

氏（中⑨）

委員会が担当します。

（株）タケナカ

代表取締役
（株）大吉不動産

代表取締役

吉本

敦

氏（中⑨）

③ 経営フォーラムの分科会を担当することを承認し

■退会承認（1 名）

ました。リレー報告で働き方の変化を取り上げま

以上、承認。会員数は 347 名となりました。

す。
（文：事務局

■決定事項

橋本）

広島県中小企業家同友会 広島中支部発行

● 2019 年月末の各地区会データ

広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ８Ｆ

中①

中②

中③④

中⑨

会員数

27 人

106 人

110 人

104 人

e.doyu ログイン数

19 人

51 人

57 人

51 人

HP

例会参加数

14 人

-

27 人

36 人

例会オブザーバー数

0人

-

0人

0人

e.doyu

入会者数

0人

1人

0人

2人
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FAX.082-241-6007
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