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スローガン｜同友会の学びを生かし、実践できる会づくり　仲間の絆を深め、時代に負けない会社になろう！
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【入退会のお知らせ】90名 76名 今月の入退会はありませんでした。

次回例会のご案内
三原支部 12 月例会

新会員オリエンテーション

【とき】12月 10 日（木）19：00～
【ところ】Zoom

オリエンテーションに参加した方に
同友会バッジを進呈！

【経営労働】2020 年 12 月 3日（木）
半年間で経営指針ができてしまうセミナー
第４講「基本のキ！経営戦略基礎講座②」
【支部行事】2020 年 12 月 10 日（木）
三原支部例会
【支部行事】2020 年 12 月 14 日（月）
正副支部長会議
【支部行事】2020 年 12 月 22 日（火）
三原支部理事会
【全国行事】2021 年 3月 12 日（金）13 日（土）
中小企業問題全国経営研究集会 in 福島

　12 月は、毎年恒例の新会員オリエンテーションを開催
いたします。
　新会員オリエンテーションは、「同友会はどんな会か」、
「どのように活用していくのか」、新しく入会された会員
さんに説明し、暖かく歓迎するものです。
　すでに受講済みの会員の皆様も、新会員さんを大勢で
お迎えしたいと思います。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

来月の支部予定
編集後記

七転び八起き
　2020 年 10 月は、初めて経営フォーラムで分科会を担当し
ました。しかも、初めてのＺＯＯＭでの経営フォーラム。
　運営として参加をしていましたが、やっぱり気になったの
はＺＯＯＭでうまくできるかです。映像、音声など普段の例
会作りでは気にしなくていい所までケアーが必要です。報告
者もカメラに向かってしゃべることになりますから、聴いて
いる人の反応がわかりません。まーとにかく、初めてのこと
ですから、できる準備はと。とりあえず、会場設営は前々日
から始めました。
　参加者も三原支部の方だけでないので、報告者の発表がしっ
かりと伝わるかが不安なところもありました。プレ報告も何
度も重ねたかいもあって、いい分科会になったと思っていま
す。今回はＺＯＯＭを使った例会でしたが、会社では会議や
商談、面接なども行われ始めています。避けては通れない、ツー
ルとなってきているのでいい勉強になりました。

（株）共仕販　奥田 浩之

昨年の新会員オリエンテーションの様子昨年の新会員オリエンテーションの様子



経営フォーラム 第６分科会 報告

縮小する業界の中で生き残るブランディングとは
新しい一歩を踏み出す勇気
【とき】10月 12 日（月）　【ところ】Zoom
【報告者】株式会社 有斐園　代表取締役　福島 慶一 氏

■三原支部で担当する初めての経営フォーラム
　去る 10 月 12 日（月）に 2020 年度の経営フォーラムが行われました。今年はコロナの影響もあり完
全 ZOOM 開催、そして各委員会ではなく各支部が分科会を担当するという、色んな面でも初めての試
みとなるフォーラムでした。三原支部担当の第６分科会は㈱有斐園の代表取締役である福島さんに報告
をしていただきました。テーマは「縮小する業界の中で生き残るブランディングとは。～新しい一歩を
踏み出す勇気～」。

■自社と向き合うことの大切さ
　東京のコンサルで 2 年の下積み後、有斐園に入
社。当時はなかなか受注量も安定せず、公共工事
の大型案件を受注しても思うように利益も伸び
ず、葛藤の日々でした。そんな中同友会で学び、
自社の強みは一体何なのか自身と向き合い続けま
した。その結果、同業者も行っているはずだと思
い込んでいた分野が自社しか取り組んでいない事
に気付きます。その部分（自社の強み）に磨きを
かけ、新しい販路を拡大、その結果、年間を通し
て安定した受注を見込める体制を築かれました。
　報告を聞くとその軌跡は一朝一夕ではありませ
ん。自社の強み弱みを分析して、5 年後、10 年後
どうありたいのか、「ビジョン」を明確にし、そ
して社員と共に共有して一歩一歩、地道に築いて
来られました。すべては自社の強みに気付けた事
と、福島さんの自分のあるべき姿を追い求める情
熱と実行力が伝わってくる報告でした。　

■経営フォーラムを終えて
　三原支部のフォーラム委員長をとして、「会員の
中で年齢的にも中堅的世代の方に依頼したい。」と
考えていたので、福島さんに報告をお願いをしま
した。会社にお邪魔した時、年配の社員さんがと
ても楽しそうに作業されていたのが印象に残って
おります。20 代の社員さんも増えて社内全体が明
るくなったそうです。私も社員さんが仕事を楽し
んで向き合える環境を更に築いていきたいと感じ
ております。　　　　　  　㈲小倉建設　小倉一弥

グループ活動報告

委員会活動報告

■A グループ
【とき】なし　【ところ】なし

A グループ長：三平商事（有）　林　大作
親睦会を開きます。親睦会内での議題は 9 月例会の振
り返り、同友会からの作業依頼のある e-doyu での回
答アンケートの事、コロナ禍での変化を話そうと思っ
てます。

11 月例会の打合せをしました。

■C グループ
【とき】11月 19 日（木）　【ところ】三原駅前

C グループ長：（有）自動車共和国　木下貴弘

■B グループ
【とき】なし　【ところ】なし

B グループ長：テクノス三原（株）　向田尊俊

■D グループ
【とき】11月 4日（水）　【ところ】ITO テクノ

D グループ長：（株）三和　啓利浩稔

■経営労働委員会
企業変革支援プログラム登録 10 月 31 日現在
支部 76社中 12社。内訳はＡ：4社、Ｂ：3社、Ｃ：
1 社、Ｄ：4 社。引き続きご協力をお願いします。

■求人社員教育委員会
担当理事：（株）シンセラ　大江真二
次回委員会：11 月 26 日（木）

■広報部
担当理事：（株）共仕販　奥田浩之
次回委員会：11 月 26 日（木）

■環境経営委員会
11 月 10 日に広島修道大学の豊澄先生の環境経
営アンケート報告会開催。詳細は来月報告。

■障害者問題委員会
担当理事：影浦社会保険労務士事務所　影浦宏樹
次回委員会：12 月 1 日（火）

■地域内連携推進委員会
担当理事：（特非）ちゃんくす　西上忠臣
次回委員会：12 月 11 日

■青年部会
例会「行動することとは」11 月 27 日 19 時
報告者：（株）吉井技工 吉井 誠 氏
会場：アクションセンター三原

■県総会フォーラム委員会

■役員研修大学実行委員会
担当理事：三陽環境管理（株）　角張吉昭
コロナのため活動休止中。

担当理事：（有）小倉建設　小倉一弥
次回委員会：12 月 11 日（金）

■増強プロジェクト
【同友会　共通チラシ作成します】
◆用途＊会社訪問の際に使用したり＊未入会の
身近な経営者の方へお渡ししたり　等々。

■政策委員会
担当理事：（株）金光組　金光　昇
次回委員会：12 月 4 日（金）

■中期ビジョン推進プロジェクト
担当理事：（株）鈴木　鈴木健吾
次回委員会：11 月 30 日（月）

■財政部
担当理事：イズタコンサルタント　泉田義博
次回委員会：12 月 14 日（月）

企業変革支援プログラムの登録。2020 年２月例会の打
合せ。
「大さんがオーバーオールを来ていたら、「チンパン
ジー」に見えます。（森塚）

10月は新入会員さんの歓迎会、近況報告と自社の課題
をテーマに座談会を開催。11月はスケジュール調整中
です。
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