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コーディネーター：（株）こころ不動産　神田 晋一郎　氏

　この度、経営フォーラムの分科会でコー
ディネーターをさせて頂きました。リレー
報告で瀬良さん、田中さん、塩梅さんには、
何度も推敲を重ね大変ご尽力を頂きました
し、この分科会の成功を願って支えて下さっ
た皆様に感謝申し上げます。

　この分科会では、コロナ禍でオンライン化による労働生
産性の向上を臨む結果、コミュニケーション不足や本来見
えていた広い視野を狭めてしまう反省と人間関係の本質に
ついて改めて考える機会となりました。私の中で漠然とし
ていたニューノーマルについて、深堀が出来る良いきっか
けになったと思います。信頼関係なくして何も成立しませ
ん。このことを肝に銘じて今後の糧にしていきたいと思い
ます。
報告者：（株）エコリューション　塩梅 泰弘　氏

　中支部から、しばらく発表者が出ていな
かったこともあり、村井支部長から要請を
受け、このコロナ禍で大変な時期で発表す
るのをためらいましたが、今後の支部や広
島同友会の活性化のために一役買えるので
あればと勇気を持って発表に挑みました。

　内容は、これからの働き方や業務の効率化、生産性の向
上に参考になればと思ってのテーマ選択でしたが、参加者
のみなさまに少しでもお役に立てていれば幸いです。
　また、この発表を機会に同友会内で「テレワークを考え
る会」を立ち上げ、中小企業に合った、テレワークのモデ
ルを作っていこうと思っています。興味のある方は、是非
参加してみてください。この度は、貴重な機会をいただき、
またご参加いただき誠にありがとうございました。

報告者：セトウチデザイン室　瀬良 博美　氏

　まずは、第 1 分科会にご参加頂いた皆様、運
営の皆様、このような機会を頂きありがとうござ
いました。
　このような報告をするのが初めてで全てが手探
り状態の中、これまでのこと、そして今現在の取
り組み、これからどうしたいのかということを客

観的に見直す良い機会となりました。また、改めて大勢の前で発
表する事や伝えることの難しさを感じました。
　発表一週間前になっても上手くまとまらない私に何度もプレ
の時間を割いて下さったり、これまであまり深くお話する機会の
無かった先輩方が沢山アドバイスを下さった事、心から感謝して
います。
　今回の経験を生かして、よりよい会社になるよう邁進して行き
たいと思います。ありがとうございました。

報告者：（株）デイ・ディライト　田中 雅也　氏

　経営フォーラム分科会での報告は、改めて今
自社や自分自身が変化していかないといけない
こと、そのためには何を優先して取り組むべき
かを問い直す良い機会となり、大変貴重な経験
でした。まだまだ経験が足りない私にお声がけ
頂きましたこと、村井支部長をはじめとする関

係者の皆様に深く御礼申し上げます。
　また、今回は３人によるリレー形式報告ということで、報告者
の塩梅さん・瀬良さんと１つの分科会を作り上げるという経験は
自分自身の成長にもなりました。お互いを励ましつつ、良いもの
を作ろうと皆を鼓舞する姿に私も引っ張られた感じです。皆さま
ありがとうございました !!

経営フォーラム 2020　第１分科会を実施
　10 月 12 日に行われた経営フォーラム 2020 で、広島中支部は第１分科会を担当しました。最大分科会となり、高い
評価を受けました。コーディネーター・報告者を担当された皆さんに、感想を伺いました。
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もってこい。
　レモネード & バナナ
ジュース専門店は次郎隣
のおしゃれなお店。こち
らのおすすめは瀬戸田の
レモンをまるごと使った
瀬戸田レモネード。フ
レッシュさが命の「濃厚
Rich バナナ」ジュース。

　

　この度は、弊社のこと
を少し紹介させていただ
きます。
　弊社は社名にもあり
ますキャッシュフロー

（CF） 経 営 の た め の サ
ポートをさせて頂いてお

覚的にお金の流れを捉える「お金のブロックパズル」
というツールを使った手法をお勧めしています。
　決算書だけでは資金計画を作るのが大変だと感じて
いらっしゃいましたら、是非一度、弊社にお声掛けく
ださい。お金のブロックパズルに自社の数字を当ては
めることで、資金計画の作成の一助になれば幸いです。
それと、昨年より「キャッシュフロー経営への道」と
いうラジオ番組のパーソナリティをしています。自社
のビジネスや商品をラジオを通して広めたいという方
がいらっしゃいましたら是非ゲストとしてご出演くだ
さい。

　リラクゼーション事業（「ほぐし処利休」）を中心に事業
展開されていましたが、この度なんと唐揚げ専門店「から
あげ次郎」とレモネード & バナナジュース専門店「黄色
工房 LeBan」を開店されました。
　いずれも老舗焼肉店「南大門」があったビルに今年７月
からオープン。「からあげ次郎」のメニューは大きく分け
てお弁当と唐揚げ。おすすめは「レモンからあげ」。瀬戸
田産の特製レモンだれにくぐらせた次郎オリジナル唐揚げ
です。辛い物好きな方には「火炎」がおすすめ。ハバネロ
の辛さ（３倍）～１０倍の激辛まで選べます。定番の「次
郎唐揚げ弁当」揚げたて熱々が、なんと５００円。それ以

■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（たおもと　まさき）　氏（中①）

■会員紹介コーナー

　（株）源　代表取締役　山口	大介（やまぐち　だいすけ）　氏
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ります。また、税理士としても活動しているのですが、
キャッシュフローと税務・会計に関する相談事は、コ
ロナ前と後で大きく変わりました。
　3 月以降は銀行からの融資や給付金など、お金を確
保するための相談が多くなりました。
　最近では融資が実行された経営者から、当面の資金
が確保できたけれど、このお金をどう活用し、未来に
残していくかという資金計画の見直しの相談が増えて
います。
　資金計画の作成方法は様々ありますが、私は経営判
断に必要な数字だけを抜き出して、まずは視覚的・感

ラジオ収録風景ラジオ収録風景

お金のブロックパズルお金のブロックパズル

外に南蛮、油淋鶏、チ
リソース、おろしポン
酢等全９種類のバリ
エーションが楽しめま
す。鶏皮、枝豆、あさ
りの酒蒸し等サイドメ
ニューも充実。ソフト
ドリンクやアルコール
もあるので、０次会に

賞味期限なんと２０分（！）
　どちらもイートイン・テイクアウトともにＯＫ。街中
で気軽に唐揚げ・果物たっぷりのジュースが楽しめます
ので、是非一度お立ち寄り下さい。

文：勁草法律事務所　片島 由賀

「からあげ次郎」中区立町 5-9　☎︎ 082-246-3274
営業時間 11 時～ 21 時

「黄色工房 LeBan」   ☎︎ 082-576-2127 
 営業時間 11 時～ 19 時

一押しのレモン唐揚げ一押しのレモン唐揚げ

からあげ次郎　店舗外観からあげ次郎　店舗外観



　中①地区は 10 月、単独での例会開催を行わず、年
に１度の広島同友会の一大イベントである経営フォー
ラム 2020 に参加することで、各自学びを深めてもら
うことにしました。
　ここでは、基調講演・分科会での報告者からの話で
私が印象に残ったことを、それぞれ書かせて頂きます。
代表理事・副代表理事 お三方のパネルディスカッショ
ンで行われた基調講演では、会社一丸となるためには、
従業員の方としっかり向きあったコミュニケーショ

ン、それによる従業員さんが力を発揮してもらうこと
の大切さ、以上の２つの本質をいま一度気づかされた
と思います。
　また、参加した第一分科会ではコロナ禍で変わる働
き方と題し、コミュニケーションをテーマに３人の方
の報告を聞かせて頂き、一番印象に残ったのは「協働」
という言葉でした。
　今後の企業の在り方として自社の社員を活かすのは
もちろん、他社・他社の従業員の方を活かすことで、
自社の幅を広げていく方法も新たなカタチとして考え
ていく必要があると思いました。
　やはり、広島同友会の一大イベントは、学びの多い
物だったと思うとともに、すこしでも自身の地区会が
それに近づけるよう地区会長として、学ぶとともに行
動しなければと思いました。

文：（株）近代社　吉川 義篤

　10 月例会は、28 名の参加 (Zoom とリアル ) を頂
き、今年 4 月に新しく中②地区会長に就任された（株）
ウメソーの代表取締役専務　字室氏から報告発表を頂
きました。
　コロナ禍の混乱の中、現地区会長の人柄や中②地区
会の活動方針など、字室会長から中②地区会への熱い
思いを語って頂く良い機会となりました。
　冒頭、（株）安全ガラス広島の代表取締役　中川信
樹氏より地区会長退任の挨拶を頂きその後、字室現会
長より挨拶、自己紹介、活動方針の説明を頂きました。

■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020 年 10 月 12 日

経営フォーラム２０２０に参加して
基調講演　コーディネーター：瀬島 髙志　氏、報告者：粟屋 充博　氏、立石 克昭　氏、神原 栄　氏

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020 年 10 月 15 日

「新型コロナウイルスの危機を乗り越えよう！」
報告者：（株）ウメソー　代表取締役専務　字室 克彦（じむろ　かつひこ）　氏
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基調講演パネルの様子基調講演パネルの様子

1. 雇用を守ろう。　2. 一人で悩まない。　3. 悪徳商
人にならない。
　最後に 5 つのグループに分かれて、
　　①コロナでどのような影響が出てどのように対応
　　　しましたか？
　　②コロナ禍で、同友会に望むことは何ですか？
のテーマについて活発な議論を行いました。
皆様、字室会長と共に危機を乗り越えていきましょう。

文：セカンドウィング　宇川 英樹

　議案書作成について、コロ
ナの影響が出始めた中で苦労
した話などもありました。
　会員から意見を聞き、「先
ずは皆でこの危機を乗り越え
よう。」となり、次の 3 つの
方針について力強い説明を頂
きました。前地区会長の中川氏前地区会長の中川氏

報告者の字室現地区会長報告者の字室現地区会長



　

　本年度の経営フォーラムは、コロナ禍で様々な対応
が強いられる中で、ビジネス環境の変化が著しい現代
をどう乗り越えていくかを改めて考えさせられる体験
報告となりました。
　まず瀬良氏の報告では、新たに人を雇い、自由な働
き方を推奨し、個性を活かす事で事業の幅を広げよう
と鑑みたものの、具体的な業務指示が欲しかった社員
との間にすれ違いが生じたとのこと。社員教育に手が
回らない現状を把握し、直接雇用よりもアウトソーシ
ングすることによって結果ワンチームとなり、業務遂
行力が高まったと結ばれました。
　次に田中氏からは、コロナ禍でテレワークに移行し、
出社する社員としない社員、其々立場の違う社員間で
不公平感が生まれ、デイ・ディライトらしさが薄れて
しまったと報告がありました。予期せぬ形でテレワー
クのデメリットが浮き彫りとなり、結果として社員の
退職理由にもつながる懸念があるとのお話でした。

　最後の塩梅氏は、３名のパートが一度に退職され、
理由はそれぞれ違うものの、新たに雇用する為にかか
る時間・労力などを考慮した結果、電話応対等をアウ
トソーシングすることでコスト面でも、顧客からの信
頼構築という面でも業務改善が進んだとの事でした。

文：（有）ベルエール　金口 志織

　おのおのしくじりの内容は違います
が、最終的には従業員が辞めていく、
という事例が多く、改めて一緒に働く
上でコミュニケーションの大切さを感
じました。
　またそれぞれにテレワークを仕事の
中に導入しておりますが、そのメリッ
トや問題点についても挙げて頂きまし
た。テレワークをする様になってから
もコミュニケーションの難しさや自宅

■中⑨地区例会報告                                               　開催日：2020 年 10 月 12 日

経営フォーラムに参加しよう
第１分科会　コーディネーター：神田 晋一郎　氏、報告者：塩梅 泰弘　氏、瀬良 博美　氏、田中 雅也　氏

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020 年 10 月 12 日

経営フォーラムに参加しよう
第１分科会　コーディネーター：神田 晋一郎　氏、報告者：塩梅 泰弘　氏、瀬良 博美　氏、田中 雅也　氏

　今月も中⑨の地区例会はお休みだったので、同月に
あった経営フォーラムについて書きます。
　今回はコロナ禍という事もあり、初の Zoom での
開催となりました。
　発表者は 3 人の経営者。「しくじり先生」というテー
マでそれそれ自社のしくじり体験をお話して頂き、そ
こからの教訓から今の仕事の形や取り組みなどを聞か
せて下さいました。
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勤務での勤怠管理の難しさなど挙げており、今後もそ
の課題に向き合いながら人を大切にする経営を目指し
ていくとの事でした。
　with コロナ after コロナの時代において、新しい働
き方をする様になった彼らのお話は大変参考になるの
ではと思います。

文：あさがお乳食　三上 良晃　　

会場の様子会場の様子

左から、瀬良氏、田中氏、塩梅氏、神田氏左から、瀬良氏、田中氏、塩梅氏、神田氏



　中支部青年部は 10 月 22 日（木）まちづくり交流
プラザにて、報告者に青年部 OB の（株）近代社 吉
川義篤氏を迎え、「事業継承されてその後どないでっ
か？～迷わず継げよ、継げばわかるさ～」というテー
マで 10 月例会を開催しました。
　中支部青年部には事業承継する予定のメンバーや事
業継承したてのメンバーが多く、身近な先輩の事業継
承前後の話はヒントの塊だったと思います。継ぐまで
にこれしといて良かった、これしとけば良かったとい

う物の中に「ビジョン」が
あり、補助金目的で作った
ビジョンがあるが、作ると
意外とそれに沿っていく
事、もっと踏み込んでビ
ジョンを作っておけば良
かった事を語ってくれまし
た。それに関連してワーク

「５年後絶対達成ビジョン
作成」を行いました。時間

　私の趣味はゴルフ・ソフトボール・キャンプなど色々
ありますが、今回はキャンプの趣味についてお話しま
す。
　キャンプといってもデイキャンプで、寝泊りするわ
けではなく家族で自然を楽しんだりＢＢＱを楽しんだ
りしています。
　最近では上の子供が活発に動けるようになったの
で、親戚の子供や友人の子供と一緒に動き回って楽し
んでいます。
　その環境を見て楽しんでいる私にとっては趣味が
キャンプではなく、趣味は家族が楽しんでいる姿を見
るのが趣味のように感じるこの頃です。コロナ禍で行
動が制限されているので唯一、開放的に行動できる時
間を楽しんでいます。
　今後はデイキャンプだけでなくお泊りできるキャン
プに切り替えて家族とともに楽しい時間を過ごせるよ
う、仕事もプライベートも頑張りたいと思います。
これでほっと一息の報告を終わります。

■青年部例会報告                                                  　　　　　　　2020 年 10 月 22 日

事業承継されてその後どないでっか？～迷わず継げよ、継げば分かるさ～
報告者：（株）近代社　代表取締役　吉川 義篤（きっかわ　よしあつ）　氏

家族で楽しめるキャンプ
　（株）東洋ビジネス　藤本	隆志（ふじもと　たかし）　氏（中①）
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が短く中々書ききれなかったと思いますが、皆さん真
剣にワークをこなしていました。
　最後に快く報告を引き受けて下さいました吉川さ
ん、ありがとうございました。また、オブザーバー、
他支部、OB の皆様、ご参加ありがとうございました。

文：（有）繁本組　向田 篤史

報告者の吉川氏報告者の吉川氏

ワークの様子ワークの様子

子どもたちの笑顔子どもたちの笑顔



広島県中小企業家同友会 広島中支部発行

広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ８Ｆ　

TEL.082-241-6006　FAX.082-241-6007

HP　https://www.hiroshima.doyu.jp/

e.doyu　https://hiroshima.e-doyu.jp/

発行責任者：村井 由香　広報委員長：毛利 武雄

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 27人 100人 108人 102 人
e.doyuログイン数 15人 44人 49人 39人
例会参加数 8人 27人 22 人 19人
例会オブザーバー数 0人 1人 0人 1人
入会者数 0人 1人 3人 4人

●2020年10月末の各地区会データ

　去る 10 月 28 日（水）、事務局と Zoom で 10 月度
の中支部理事会を行いました。23 名全員が出席、議
長は馬淵副支部長でした。
■県関係の報告…県理事会報告は同友ひろしまを参照
ください。
■広島エリア会議…みなとフェスタへの地区会出展は
見送ります。
■広報委員会…CentralPress1 月号の企画を検討して
います。名簿アプリキャンペーンを行います。
■経営労働委員会…経営基礎講座にぜひご参加を。
■地域内連携推進委員会…同友ベストプロの登録を。
■入退会の承認

【入会承認】2 名
中③④　HACHIROS BAR AND CAFÉ/ 炙り屋はちすけ
　　　　　　　　　　　　　代表　　　　深川　亮氏

中⑨　㈱ＭＡＴＳＵＯＫＡ　代表取締役　松岡民夫氏
【退会承認】6 名
以上承認されました。会員数は 337 名となりました。
■ビジョン委員会の設置…メンバーは支部理事全員。
取りまとめは正副支部長が担当します。
■総会議案委員会の設置…２年方針の２年目で大きな
変更はありません。正副支部長で組織します。
■討議事項：「増」にどう取り組むか…会員数の減少
は、主に入会数の伸び悩みに原因があるとの問題意識
から、各地区会でどう取り組むか、論議を行いまし
た。支部としては他団体名簿を活用した DM 作戦や、
SNS の活用によるアピールなどを行うことを確認し
ました。「常時、新たな仲間を作ることを念頭に置い
て活動する」ことの大事さを確認しました。

以上、文責：事務局　橋本
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コロナに負けるな！広島中支部　その4コロナに負けるな！広島中支部　その4
突然、経営をとりまく環
境が激変することを、私
たちはこの 1 年で身を
もって体験しています。
新型コロナウィルス感染
症の拡大により、需要が
あっという間に消滅して

いうものを学ぶ場が欲しい、人材育成に悩んでいる、
自分の仕事の可能性を広げるために異業種交流がし
たい。
すべてのヒントが、ここに、この中小企業家同友会
にあります。
コロナ禍の中、同友会の仲間たちはどんなに困難な
時であろうとも笑顔で口々に「ピンチはチャンスだ」
と言いながら、自社の未来を創ってこうとしていま
す。その背中に私はいつも憧れます。こんな経営者
になりたいと、強く願う。
あなたが経営者として新たな一歩を踏み出せる、そ
んなきっかけが広島中支部にあります。「社長の学
校」ここにあり。
地区例会、新年互礼会へご参加してくださいね。そ
こから学びを掴み取ることだけが未曾有の危機を乗
り越える、たった一つの冴えたやり方なのだから。

中支部支部長　村井由香

いく様を体験しました。売り上げがゼロになった時に
あなたならどうしますか。
あるいは、社員がどんどんやめていく。
あるいは、事業承継することになったがやり方がわか
らない。
あるいは、新商品ができたが販路開拓はどうしたらい
いのか。
日々、経営能力を問われる課題が、私たち経営者に降
りかかってきます。
孤独な私たちは共に語り合える仲間が欲しい、経営と


