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ｅ-報 Ｎｏ．１６２／P２０

　三原支部が企画・運営した第6分科会では、㈱有斐園の福島さんが
市場規模が縮小する造園業界の中で、いかにして生き残っていくのか
報告いただきました。
　自社の強み・弱みを分析し、拠点、顧客、人材について捨てる戦略を
実行されました。社員さんを巻き込んで自社のキャッチコピーを作成
するなど、信頼関係の構築にも余念がありません。
　一歩一歩着実に自社のブランディングを進めていく福島さんから多
くの学びや気づきをいただきました。
　グループ討論では、共感する部分が多く、とても刺激を受けたなど
の発言が多かったです。
　最後に座長の小倉さんから福島さんを指名した理由が披露され、改
めて報告者、座長の想いがたくさん詰まった素晴らしい分科会だった
ことを確認しました。
　ありがとうございました。

10月12日(月)／東地区会例会「経営フォーラムに参加しよう」
第6分科会「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～」
報告者：（株）有斐園　代表取締役　福島 慶一 氏
会場：Zoom　参加者：51名

　記：（株）ほりかわ　堀川 雅人（東）

　第３分科会はマイライフ（株）の糸賀誠氏の講演でした。広島、岡山、
島根にオール薬局を４０店舗展開され、今までにない調剤薬局の役割
を創造された報告でした。創業時に仲間がバラバラになって上手くいか
なかった経験から、経営理念に「働く仲間」の大切さを感じ、「働く仲
間、患者様、地域社会の幸せを追求する」に変え、特に社員満足で働き
方改革をいちはやく実践され、好循環企業となられたと感じました。
　また、調剤薬局は患者さんの処方箋だけの仕事からの脱却で、医療
コンサルティングとして地域に必要な病院を開設するだけでなく、医
師の指導で「食事に気をつける」「運動をする」をタニタ食堂や医療機
器メーカーと連携して、斬新な医療モールを開発され、病気を治すだけ
でなく、地域の問題である健康寿命をのばす取り組みをされ、全国で
も注目を集めていらっしゃいます。一つのことから「なぜなぜ」を広げ
ていき、今までにない物を創り上げる糸賀社長の挑戦報告を聞き、参
加者に勇気と元気を頂いた分科会でした。

10月12日（月）／安芸地区会例会「経営フォーラムに参加しよう」
第３分科会「新たな創造への挑戦！
～働く仲間、患者様、地域社会の幸せを追求する企業を目指して～」
講師：マイライフ（株）　代表取締役　糸賀 誠 氏　
会場：Zoom　参加者：76名

10月12日(月)／南１地区会例会「経営フォーラムに参加しよう」
第１分科会「しくじり先生～コロナで変わる働き方～
これからのオンライン化とコミュニケーションを考える」
報告者：（株）エコリューション  代表取締役  塩梅 泰弘 氏
セトウチデザイン室  代表者  瀬良 博美 氏
（株）デイ・ディライト 取締役  田中 雅也 氏
コーディネーター：（株）こころ不動産  代表取締役  神田 晋一郎 氏
会場：Zoom　参加者：94名

　記：ニシムラハウス（株）  西村  嘉純（南１） 　記：ユウシン自動車工業（株）　松岡 伸和（南2）

10月12日(月)／南２地区会例会「経営フォーラムに参加しよう」
第４分科会「自分の人生！
　　　　　　　　何の為に誰の為に何をすべきか！
　　　　～社員を幸せにする責任がある事を念頭に～」
報告者：（有）保崎組　代表取締役　保崎 伸一 氏
会場：Zoom　参加者：58名

　もともと親分肌の保崎社長だからこその、十分すぎる社員への情
熱、教育、そして期待へ。社員との定期的な交換日記ならぬ「ライン日
記」交換されているなど、社内コミュニケーションがいかに大事かをお
伝え頂きました。
　失礼を承知で言いますと、保崎社長は、我々後輩会員と同じ目線で
バカ話をしてもらえる「めちゃおもしろい先輩」というイメージではな
いでしょうか？（笑）。私としては、弊社同様「少人数で経営されている
会社」の経営方針をお聞きしたく、軽い気持ちでこの分科会を選んだ
のですが、ズバっと突き刺さりました。
　飾らない言葉でひしひしと伝わってくる思い、社長は社員から好かれ
てナンボ、社員を幸せにしてナンボ、それで初めて会社の発展があるの
だと痛感させられました。細かいテクニックは二の次だと。弊社もお伝
え頂いた極意を参考にさせていただきます。

　コロナの影響で仕事の進め方が変わってきている中、その経験をリ
レー方式で報告、今後の可能性と教訓、課題の解決を考える分科会で
した。Zoomでの開催ですが多くのみなさんが参加されましたのをみま
すと、見通しの立たない今、これからの経営に少しでもヒントになる要
素を持ち帰りたいという経営者がいかに多いか実感させられる思いが
しました。
 　報告者の3名様から会社独自の問題にいかに立ち向かったか、そし
てそれをどう乗り越えたか。そこから見えてきた会社の課題や問題を
解決していき、会社と個人が成長したことを具体的に説明してもらいと
ても有意義な時間となりました。Zoomでのグループ討論も自社の課題
について激論がかわされ非常に盛り上がりました。

　記：（有）パシオン　西藤 諭美子（安芸）

10 地区会報告



ｅ-報 Ｎｏ．１６２／P２１

　「企業変革支援プログラム（以下「支援PG」）ってやる価値ある？」こ
の漠然とよぎる疑問の回答となる報告でした。
　事業承継直後に2億の借金が発覚、社員にはそっぽを向かれ…。そ
んな中で報告者が藁にもすがる思いで掴んだ藁、それが支援PGでし
た。自分が把握できていない何かを知ることから始めたその本は何年
も上書きされ、折りグセができるまでに。真面目にやり続けたことが確
かな把握に繋がり、それを元に判断していった結果、今では東京に店
舗を増やすまでになりました。
　これは支援PGの力だけではありません。しんどい時こそ明るく過ご
し、社員と一丸となるために想いや理念を必死で伝え続けた報告者の
行動があってこそ。でもそのベースには支援PGが生きています。
　報告者はこう語りました。「今はみんなしんどい、だからチャンス。本
当に困っている今こそ、みんな本気で支援PGに取り組んでほしい」

10月12日(月)／南４地区会例会「経営フォーラムに参加しよう」
第２分科会「人生最悪の事態を救ったこの2 冊！
　　　　　　～企業変革支援プログラムの実力とは？～」
報告者：（株）ロアール　代表取締役社長　園尾 英樹 氏
会場：Zoom　参加者：47名

　記：カラフルブリック（株）　島原 智子（南4）

　第５分科会は、（株）タテイシ広美社の立石良典社長による「創業者
に嫌われる勇気 事業承継編」というテーマの報告でした。 社長は、大
企業勤務経験の後、義父が創業した現会社に7年前に入社され、現在
経営を承継し活躍されておられます。偉大な先代が培ってきたものを
活かしながら、時代の変化に応じてどの様に会社を経営していくの
か？ 狭間での葛藤や悩み、先代とは別の新しい発想などで会社を発
展させている様子に、大変共感できるものがありました。 
　大企業と中小企業の違いや世代の違いで次第に露呈していく創業
者との価値観のギャップ。 両者が衝突する日々を経て、「先代に嫌われ
ることを恐れない勇気」を持ち本音で会話をすることで、様々な解を得
て来られたそうです。 そして、「後継者が今すぐやるべきこと ３か条」
を参加会員に向けて提案されました。 グループ討論では、世襲やコロ
ナ禍で起こりうる「時代の変化」に どう対応するか？ というテーマで
話し合い、中小企業だからこそ「小回りが効きスピード感を持って変革
に対応できる要素も多い」というアドバンテージに、あらためて気付か
されて勇気を得ました。

　毎年恒例の県行事であります経営フォーラム、今年はコロナ禍での完
全 Zoom での開催でした。報告者は広島同友会の正副代表理事をされて
おります、粟屋氏、立石氏、神原氏にコロナ禍での自社の現状や対応に
ついてお話を聞きました。

コロナ禍における自社の現状
粟屋氏：直ぐには影響はなかったが、飲食系の仕事がキャンセルになっ
たり、８・９月の引き合いが減ってきている。呉でのクラスターが原因で
受注工事が中止となり、下半期も不透明、受注後も工事が出来るのか？
と話されておりました。
立石氏：オリンピック事業の受注が延期でストップ、全く予測をしていな
かったそうです。しかしこの時期をどうプラスにしていくのかを社内で検
討されたそうです。
神原氏：店舗喫茶系売上が８割程度、販売系売上が好調（家飲みの増
加やネット販売）との事でした。

10月12日(月)／南3地区会例会「経営フォーラムに参加しよう」
第５分科会「創業者に嫌われる勇気　事業承継編
～さあどうする？後継者が今すぐやるべき３つのこと～」
報告者：（株）タテイシ広美社 代表取締役社長 立石 良典 氏
会場：Zoom　参加者：51名

　記：（株）クラウディア　神原 和宏（南3）

コロナ禍での具体的な対応
粟屋氏：社内では、感染防止、万一感染した場合の対応を、みんなで遵
守しました。事業では病院の陰圧室は空調が重要になるため、お役に立
てる様提案を始めます。ＢＣＰ事業継続計画を場当たり的なことにしない
ように行っているとのこと。
立石氏：一大イベントが延期になり、自社の技術でできる事をやろうと、
アクリル板を使った飛沫防止材の製作にとりかかりました。ＳＮＳでの情報
発信やマスコミも含めてＰＲした結果、想像以上の反響がありました。新
社長と社員の連携で業績アップに繋がったということ。
神原氏：各店長を招集し雇用調整助成金の説明を行いました。運転資金
のため公庫などから融資の申込を行いました。４月２０日から５月まで全
店休業し、デパート系店舗は時短営業へ。
　氏はテイクアウトも考えたそうですが、商品一つ一つに温かいもの冷た
いものがあり現実的ではないと考えた結果、テイクアウトはされなかった
との事でした。

何を大切に（軸に）経営を進めるか（コロナの収束まで）
粟屋氏：快適空間の創造に加えて安心安全の空間も大事にしたい。また
会社の維持発展や社員との信頼関係、地方分散の世の中を見据え、広島
しか担えないことをしていきたいとの事でした。
立石氏：デジタル化の波で多様な働き方を進める。都市一極集中から地
方分散社会になり移住も増えてくることを考え雇用を作っていくことが大
事との事でした。
神原氏：当たり前のことを当たり前にする。人とリアルに向き合える様に、
ヒューマンファースト。またデジタル化で、お客様はスマホ１個で来る、
キャッシュレスなど電子の受け皿を作ることが大事との事でした。
　最後にまとめとして、コーディネーターの瀬島副代表理事から、コロナ
禍で一人で悩まないで会員同士で声がけしましょう、と締めくくられまし
た。

　記：（株）ムクダ　椋田幸治（南2）

経営フォーラム基調講演「同友会理念と実践で、未曽有の経営危機を乗り越えよう」
日時：10 月 12 日（月）会場：Zoom　参加者：410 名

報告者：旭調温工業（株） 代表取締役 粟屋 充博 氏、（株）タテイシ広美社 代表取締役会長 立石 克昭 氏、（有）浪漫珈琲 代表取締役会長 神原 栄 氏
コーディネーター：合同呉運送（株）　 代表取締役 瀬島 髙志 氏



ｅ-報 Ｎｏ．１６２／P２２

親子キャリアラボ　代表　
奥　貴美子（おく　きみこ）
生年月日：1972年10月3日
血液型：AB型
事業内容：人材教育・人材育成
趣味：旅行・読書・映画館鑑賞

サンゴウォーターサービス　代表
森山　泰治（もりやま　たいじ）
生年月日：1973年3月29日
血液型：A型
事業内容：ウォーターサーバーレンタル
趣味：ゴルフ・登山

東和環境科学（株）　代表取締役
平川　剛（ひらかわ　つよし）
生年月日：1968年11月9日
血液型：A型　
事業内容：建設コンサルタント、測
量、環境分析・計測事業
趣味：スポーツ観戦

「好きは才能　好きを仕事に」
　13の視点からの才能発見メソッドを通して、
企業向けの研修や、子供向けのクラスを運営
されています。
　あなたは、 自分の能力・魅力・才能を知って
いますか？
　会社の経営をしている方であれば、しっかり
自己理解をされている方も多いかもしれませ
ん。では、あなたの会社の社員さんはどうしょ
うか？
　社員が何を考えているか、面談をしてもうま
く聞き出せないということはありませんか？
　もしかするとそれは社員さん自体が、よく自
分の将来ややりたいことを理解していないの
のかもしれません。
　会社の社員さんが自己理解を深め、自分で
納得することで会社にもたらされるメリットが

たくさんあります。
　奥さんの研修では、1人の人を13の視点から
見ていきます。自分では気が付かない事も、こ
のメソッドを使うことで見えてくるのだそう。
「自分の無意識って！？」「意識しなくともつい
やってしまうこと」「つい選んでしまうもの」の
中に、その人らしさが眠っています。その無意
識を探ることで「自己理解」が深まります。
　社員の自己理解が深まれば、人員配置や、
任せるべき仕事が見えてくるのではないでしょ
うか。
　実際に研修を導入した企業さんは、この研
修の後に社員の特性を生かして人員配置をし
たところ、生産性UPにつながったそうです！
　奥さんがこのお仕事で携わってきた人は、
5000人以上。2014年に創業されてから口コミ
でお仕事を広げていらっしゃいます。

　出会いは、人に限らず商品でも人生を変え
ることがあります。
　森山さんは、ストレスで体調を壊した時に
「海人ぬ宝」（サンゴのミネラルウォーター）
に出会いました。何ヶ月か使用したところ、
劇的に検査結果が良くなり、この商品のとり
こになったそうです。
　そして、2018 年に安定した職を捨て会社を
興し、「海人ぬ宝」の正規代理店になりました。
サラリーマン時代から対面営業を得意として
いた森山さんは順調に顧客を増やしてきまし
たが、今年の前半は、コロナ禍で思うように
営業が出来ずに苦戦していました。
　ピンチを助けてくれたのが、既存のお客様
でした。契約解除のユーザーが年に10％ぐら
い出るのですが、それと同数ぐらいの紹介が
既存ユーザーさんからあり、現状数が維持で

きたそうです。
　既存ユーザーさんも森山さんと同じぐらい
「海人ぬ宝」のファンになっているようです。
　これから2年後の目標は、顧客数を1.5 倍
に伸ばすし、レンタル台数も全国 3位から1
位になること。
　自分の右腕になるような社員を採用して育
てること。
　「海人ぬ宝」のような商品に出会って新たな
ビジネスを立ち上げること。
　森山さんなら実現できると思います。
　最後に、森山さんは今年の2月に入会した
にも関わらず地区会では組織の副委員長をし
ています。会歴の浅い方が数多く役員をして
いることが、東地区会の強みになっていると
感じました。

　今月は、東和環境科学（株）の平川さんです。
中学の同級生でもあった前地区会長の下高さ
んに誘われたのが入会のきっかけになったそ
うです。代表取締役に就任されたのが今年の
３月で代表者になられて８ヶ月という方です。
いきなりの抜擢でもあり役員ではありました
が代表になるための、予めの勉強や心構えな
どしてなかっとこともあり、経営の勉強を一か
らやりたいと思っていたところ同友会に誘われ
てとても良いタイミングだったみたいです。
　初参加の例会にZoomでの参加ではありま
したが直ぐに入会を決めたそうです。会社の
業務内容は一般的に聞きなれない建設コンサ
ルや環境分析などの特殊な仕事になるので、
同友会の方とは仕事での関わりなどはほとん
どのないと思いますが、異業種の方と関わりが
もて経営の勉強にもなると思い今後とても楽

しみにしているとの事です。コロナ禍ですが売
上を上げていくため単なる見積もりをして仕事
をこなすのではなく、コンサル的な事に力を入
れていき他社との差別化をはかっていくこた
が重要だと考えているみたいです。
　自社の課題としては少子化で人材の高齢化
に伴う技術の承継者がいなくなってきている
のが直近の課題になっているみたいで、新卒
の採用に力を入れて人を育てて行きたいとの
事でした。
　理系男子の平川さんですが、学生時代は陸
上部に所属され高校時代に走高跳でなんと２
ｍを飛んでいたとの事で、県大会２位になられ
大学のインカレでは中国地方で３位になられ
たという文武両道の方です。同友会での益々
のご活躍を期待しております。 

記：（株）シゴトリンク　成瀬 亜純 （安芸）

記：アイウイングス（株）　相原 亮（東）

記：ニシムラハウス（株）　西村 嘉純（南１）
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（株）alta sotto　代表取締役
髙下　修二（こうげ　しゅうじ）
生年月日：1978年12月7日
血液型 ：AB型
事業内容：メンズセレクトショップ
の運営
趣味：ゴルフ

（株）サンチョー　代表取締役
山本　宏臣（やまもと　ひろおみ）
生年月日：1979年4月28日
血液型 ：A型
事業内容：飲食業・福祉事業
趣味：旅行・ドライブ

東雲金属商会　代表
吉本　一裕（よしもと　かずひろ）
生年月日：1971年9月13日
星座と血液型：おとめ座のA型
事業：製鋼原料・非鉄金属の回収業
趣味（？）：東雲エリアの地域活動

　今回ご紹介する、（株）alta sottoの髙下修二
さんは、中区袋町で国内外のブランドを取り揃
えた男性向けセレクトショップ「alta sotto」を
運営しています。ビジネス／カジュアルウエア
に加え、最近ではオーダースーツをスタートし
フォーマル需要にも対応しています。実店舗と
ともにオンラインストア、各種ECモールにも出
店し、EC事業も並行して営んでいます。
　創業のきっかけは、約１３年間店長として勤
めたメンズセレクトショップで自分のやりたい
ことが継続できなくなったことで、自分のやり
たいこと、そしてそれを求めている方々のため
に独立を決めました。
　創業当初は苦戦していました。そんな状況を
見かねてか、交流のあった（株）トータルの石
田佳夫さん（南②地区会）に同友会に誘われ
入会することになりました。今年度は地区会の

グループ長を務めています。
　同友会に入って良かったことは、仲間が出来
たこと、積極的に人と関わるようになったこ
と、他の経営者の凄さや成功体験を聞いて自
分も負けてはいられないという思いにさせて
もらえたことだそうです。
　自社の強みは、広島市内唯一の取扱ブラン
ドを擁していることによる差別化、メンズ
ファッション一筋２０年のキャリアで磨かれた
スキルです。課題は売上目標等達成のスピード
感。男性の抱いている身なりへの悩みや希望
に寄り添うことで、スピードが増すのではない
かと考えています。
　新型コロナの売上への影響は甚大でした
が、ようやく９月頃から回復基調となったの
で、これを持続出来るようにしなければならな
いと仰っていました。

　今回ご紹介するのは（株）サンチョーの山本
宏臣さんです。同友会には幅広い人脈づくりと
勉強のため今年の三月に入会しました。事業
内容は、たこ焼き屋の『たこ焼き本家　カリト
ロ　広島店』、ラーメン屋の『麺匠　やま虎』、
バー『シュークリーム』、福祉事業の『サブカル
ワークセンター』などをされております。
　サブカルワークセンターでは障害のある方
がスタッフ同行で施設外の工場や会社に働き
に出ているそうです。
　今年度は、新型ウイルスの影響により元々行
なっていた飲食業がかなり深刻な状況になっ
たため、来年から開始する予定だった福祉事
業を今年の８月から開始したそうです。その他
にも営業時間の変更や、アルバイトの削減など
従業員の雇用を守るため試行錯誤の日々が続
いたそうです。

　また、経営者として従業員に対する接し方
は、社長の意見をぶつけるだけではなく従業員
の意見を一度受け入れ、自由にやらせ、従業員
が自ら考え動ける人材づくり。一緒に仕事がで
きて良かったと思える会社づくり。
　そのために社長と従業員が同じ目線で接す
ることを心がけていました。年に二回、社員旅
行に行き、行事ごとを積極的にすることで従
業員との信頼関係を築いているのだろうと感
じました。
　来期には、福祉事業所とたこ焼き本家カリト
ロをもう１店舗ずつ開業予定みたいです。この
取材の後日、カリトロ広島店さんに伺いまし
た。カリトロさんでしか味わえないたこ焼きは
絶品でした！二号店が楽しみです！
　皆様も、是非一度行ってみてください！

　東雲金属商会は創業60周年。吉本さんは
元々美容師志望でしたが、お母様のご病気
をきっかけに家業を手伝い始め、26歳でお
父様から事業を引き継ぎました。いつも笑
顔で同友会や地域活動をされている吉本さ
んに、改めてゆっくりインタビューをさせて
いただきました。

【お仕事内容を教えて！】
　鉄工所等からでた鉄・銅・アルミのスク
ラップを回収して選別し、原料問屋に販売し
ています。ちなみに問屋に販売された金属
は製鉄所やアルミ工場等へ送られ、溶解後
に新たな金属に再生されます。それらの金
属は鉄工所等に送られ製品へ。その過程で
スクラップが出て、また回収して選別し…。
「金属を循環させてリサイクルする仕組みは
紀元前から続いとるんよ！」

【吉本さんの夢は？】
　今までお客様のご縁の中で仕事をさせて
もらってきたので、これからは恩返しの気持
ちを込めて、お客様同士を繋げてかけはし
ができる人になるのが夢じゃね！

　お仕事や夢の他、目を輝かせながら話を
される姿が印象的だった吉本さん。その瞳
に温かいお人柄を感じた取材でした。　　

記：(株)ケイスタイル　木梨 貴之（南２）

記：建築山脇　山脇 陸斗（南３）

記：SONGS白川　白川 悦子（南４）

自薦・他薦問わず、ご登場の方をお待ちしています。
連絡は「ｅー報」広報委員、または同友会事務局へ！

（０８２-２４１-６００６／info@hiroshima.doyu.jp）



例会・行事予定

108
号
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■日時 : 1 1 月 30日 ( 月 )　19：00 ～　■場所： Zoom　■担当：神農グループ

青年部 1 1月例会　

　講演者：(有)保崎組　代表取締役　保崎伸一氏
～第2分科会の参加を通して～　

1 0 月経営フォーラムに参加して 広島東支部青年部　
～経営フォーラム全体を通して～
コロナ禍という中、伝統の経営フォーラムもオンラインでの開催。

青年部は今期初めからすべてオンライン対応でしたのでやり方は慣れたもの…と思っていました

が、さすが県の看板を背負ってフォーラムの運営を行う皆様。

複数台のカメラを使い、スイッチャーを用いて画面を切り替え、スムーズに講演を見せる。

配信さえできれば例会になるという、ある種の甘えや向上心の無さを反省するとともに、普段お

会いする事のない他支部の方との意見交換や交流は刺激のあるものでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うつみ法務行政書士事務所　内海　祐一郎

最も印象に残っているのは、自社の魅力、自信、必要性を社員に伝えているという事でし

た。

労働条件面、給与面だけでは、社員さんは中々長期で勤務してくれるのは難しい昨今、そ

れらのことを社員さんと共有し、さらに毎月一回、全社員と社長が直接LINEで交換日記

に似たものをしていると仰っておりました。

それらのことを続けてきた結果、起業当時の社員さんが全員今でも残っていると仰ってい

ました。

離職が当たり前のこの世の中で、それはなかなかできることではないと思います。もう一

つ、「うちの全社員は社長のおれのことが絶対に好きだと思う」この言葉もまたなかなか

言えることではなく、同じように言える社長は決して多くはないと思います。

私にとって学べる事、すぐに実行できる事が大変多く、とても貴重な講演を聞かせていた

だきました。ありがとうございました。
chorus.sグループ　古本圭輔

予定

【体験報告】ありがとう東支部青年部！～卒業生から現役会員へ送る青年部で体験したあんな事やこんな事～現在企画中ですが、

グループから今期青年部卒業を迎えられる方から、青年部でどのような体験をされ、どんな学びがあったのかを現役青年部会員に

向け報告を行っていただきます。

青年部の良さ、及び青年部のこれからの課題を浮き彫りにし、現役青年部会員に今一度同友会青年部に所属している意義を考えて

もらうきっかけになる例会にしたいと考えています。

予定
 ■日時 : 1 2 月 21日 ( 月 )仮　19：00 ～　■場所： 未定　■担当：執行グループ

恒例の忘年例会！今年は、コロナの影響もあり卒業式が開催未定のためこの機会に卒業される先輩をより深く知っていただき更な

る親睦を深め、今年のスローガンでもある「こころをひらく」特別な会にしたいと考えております。

青年部 1２月例会　
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10 月度新会員紹介
【10月度退会者 3名】

２０２０年度　会員数５５４名（10月末現在）（２０２０年度期首５６６名）
　安芸地区会６３名（６６名）、東地区会８５名（８７名）、南１地区会９３名（９３名）
　南２地区会１２７名（１３３名）、南３地区会１２１名（１２０名）、南４地区会６５名（６７名）

　気象庁の寒候期予報によると、今年の寒さは平年並み。とは
いえ、昨年は記録的暖冬であったため、ぐっと冷え込む感覚を
覚えるかもしれない。昨年の今頃は、コロナのコの字もなかっ
た。当たり前のようにあったマスクやトイレットペーパーが棚か
ら消え、街からは人も車も消えた。国は封鎖、五輪すら延期。ク
ラスター、ピーシーアール、ソーシャルディスタンス。カタカナの
多い一年を誰が想像できたか。
　かつての当たり前を懐かしむ間もなく、私達は新しい当たり
前に適応することを求められる。テイクアウトとデリバリーが台
頭した食の分野。その他、非対面・テレワーク・WEB会議。「オン
ラインもリアル」という考えが浸透する中、集まって知識や刺激
を得ることが魅力な会活動も、オンラインに一時移行した。
　私は南4地区ITチームの一員だ。オンラインとリアルの融合を
目指して情報を集めてテストし、例会の趣旨に沿った最適解を
提案する。「よりよい環境で例会を」と始まった有志の活動に、
最近は外部から仕事の依頼が。コロナまでは繋がることはな
く、毎日情報交換することもなかったから不思議だ。
　コロナは私達の生活を変えた。どうせコロナ、順応あるのみ。
そんな中で生まれた新しい繋がりを目の当たりにした私は、同
友会の中でこのような新しい何かが多く芽吹き始めているだろ
うと想像した。春が、待ち遠しい。

　記：カラフルブリック（株）　島原 智子（南４）

　去る10月28日、広島東支部理事会が参加者31名で開催され
ました。
　県理事会報告では経営フォーラムに関して説明がありまし
た。全体で505名、東支部から141名の参加がありました。来月11
月21日に『合同企業説明会＆広島貢献企業をもっと知ろう展』
を広島テレビホールで開催します。
　政策委員会では、12月4日に「ポストコロナの時代を中小企業
はどう生き抜くか」と題し、吉田敬一先生（駒澤大学経済学部 
名誉教授）をお呼びして、勉強会を行います。環境経営アンケー
トを実施し、491件の回答がありました
　支部関係の報告です。2020年度後期地区会計補助金を11月
上旬に振込予定です。その際、4月～9月分の各地区会の支部負
担分も振替精算させていただきます。 11月24日に支部組織委
員会例会を開催します。動画撮影が終わり、現在は動画編集中
です。新会員さんにとっても学びになる良い内容となっていま
す。
　支部で開催する新年互礼会についての意見交換を行いまし
た。まだ具体的な開催方法などは実行委員会で検討課題とな
りました。

支部理事会報告

e-報編集室より

支部関係リポート

名簿アプリのアクセス状況（2020 年 11 月 1日現在）

会員名簿アプリのご利用を！
4 月にスタートした会員名簿アプリ。パスワードは、皆様の会社の 3 月 30 日時点での電話番号の下 4 桁です。
それ以降の入会の皆様は、e.doyu の ID 発行時のパスワードと同一です。広島同友会の HP からもダウンロードページ
に直接つながります。ホームページの「会員向けメニュー」－「名簿アプリ」を開いて、そこからダウンロードください。



広報委員会より
こちらのQRコードより
WEB 版の広報誌が読めます
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	P23ポジティヴさん
	P24青年部会グレー
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