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Human First!

ほっと一息（中③④）
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〜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〜

■新春企画「我が社の逸品」
～私は誰でしょう～

コロナ禍を機に高まっているのが、会員間交流への期待感。大事なのは「受注」を待

つのではなく、積極的に「発注」すること。でも相手の仕事内容を知らないでは、それ
もできません。

そこで、会員の皆さんのことをもっと知ってほしい！という想いで、今年の新春企画

は会員の皆さんの「逸品」の画像で、
「私は誰？」というクイズ形式にしました。
正解は、各 QR コードで動画をご確認ください。

【ヒント】誰が考案したデザインでしょうか？

【ヒント】シャンパンタワー

【ヒント】『白肝』・『つなぎ』など希少部位を扱った
焼鳥店はココ！

【ヒント】非日常的な空間と美味しい和牛が食べら
れるお店
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【ヒント】夢の詰まった女子力高いお部屋は？

【ヒント】看板って結構高い所にあります

【ヒント】季節を楽しめる「装花の定期お届け」は
いかがですか？

【ヒント】○○マン

【ヒント】コロナで行き場のない○○を味わって頂
きたい！！

【ヒント】観光列車のデザインしました

【ヒント】お店引っ越しました。部屋も広くなりま
した。なーのーにー…

【ヒント】山形県産本格派手打ちそば

【ヒント】ナンと言えば？

【ヒント】宴会。婚礼等

和洋折衷で

【ヒント】宴会、婚礼等 和洋折衷で
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■中①地区例会報告

Zoom 近況報告会・忘年会

開催日：2020 年 12 月 18 日

12 月 18 日に中①地区の 12 月例会を開催いたしま

キーワードとして「選択」と「集中」が挙げられ、目

した。新型コロナウイルスの感染拡大を考慮して、例

指すものがハッキリしている仲間の姿が、私にとって

会内容を大幅に変更しての開催となりました。当初、

は貴重な刺激になりました。

リアルに集まっての忘年会を予定しておりましたが、
Zoom での近況報告・忘年会に変更になりました。

リアルに会えない中でも、経営の話が出来る仲間が
いることの有り難さを感じる例会だったと思います。
文：（株）近代社 吉川 義篤

参加者は 9 名と寂しい状況となりましたが、2 回目
の Zoom を使っての近況報告ということ
で、各自お酒・おつまみを用意するなど、
普段の例会とは違ってリラックスした中
での例会になり、私なりに楽しむことが
できました。
主な話題は、プライベートで長く続け
ている事、仕事面での来年の取り組みで
した。バンド、ゴルフ、バイクなど色ん
な趣味が話題に上り こういった機会だ
からこそ、それぞれの個性に改めて気づ
くことが出来ました。また、仕事面では

■中②地区例会報告

Zoom で乾杯！

開催日：2020 年 12 月 17 日

「 2021 に 向 け た 新 た な 挑 戦 」

報告者

旭調温工業（株） 代表取締役
中 ② 地 区 会 で は、12

粟屋 充博（あわや
充博（あわや みつひろ）氏
みつひろ）氏

致しました。

月 例 会 を 12 月 17 日 に

また、例会当日の 17 日より広島市の一部地域の飲

コロナ感染対策を万全に

食店の時短要請が始まった事や、それに伴い第１小組

した状態でオリエンタル

メンバーでも前日迄いろいろ協議した事なども有り、

ホテル様で開催致しまし

結果的に皆様に御案内した内容が二転三転した事は、

た。

大変申し訳ありませんでした。

この度は、同友会筆頭

ただ、今回開催出来た事で粟屋様からも勇気を頂け

代表理事でも御座いま

る内容の御報告も頂きましたし、第一小組としても

す、旭調温工業（株）の粟屋代表取締役様に「2021

色々課題が出来た、意味の有る例会になったと思いま

に向けた新たな挑戦」の題名で、御報告頂きました。

す。

報告者の粟屋氏

国難と思えるコロナ禍の中で自分達が何をするべき

文：（株）京和

か、
またアフターコロナに向けて自社で何をすべきか、
そして最後には社員との信頼関係の重要さを力説して
頂きました。
通常では、12 月例会は忘年例会で盛大に行ってお
りましたが、12 月に入って広島市内での急激なコロ
ナ感染に伴い、例会は会場と Zoom でのハイブリッド
方式で会場にお越しの方はお弁当のお持ち帰りで開催

Zoom での参加者

大垣 裕輔

-5-

■中③④地区例会報告

この半年の地区会の総括〜地区例会は中止

12 月 28 日に予定しておりました振り返り例会が、

の成文化を行い、新たな指針作成者 10 名を目指すこ

新型コロナウイルス拡大の影響で中止となりました。

とについてですが、昨年度入会された新会員さんを中

そこで地区会長になって半年ほど経ちますが、これ

心に何名かは新たに作成に向けて進めている状況です

までの中③④地区会の総括をさせていただければと存

が、地区会内では少し盛り上がりに欠けている状況で

じます。

す。この辺りを今後経営労働委員会の方々やすでに経

今期は皆様ご存じの通り新型コロナウイルスの猛威
によって、
生活や仕事の環境ががらりと変わりました。

営指針を作成されている方々と連携を取りながら進め
ていければと考えております。

同友会活動においても同様です。中③④地区は今期の

今期は入会員数が少ないので、入会者数が増え、経

例会はすべて Zoom による WEB 方式のみで行いまし

営の勉強をして、会が活性化し、会員同士が刺激し合

た。
（7 月・9 月・11 月に開催）

える土壌を作れるよう微力ですが力を尽くしたいと思

毎月行っています地区役員会に関してもすべて
WEB のみで行っており、ほとんどの方とお会いすら

います。
新型コロナの影響をどの企業様も少なからず受けて

出来ておりません。地区会長を仰せつかったものの、

いると思います。この状況を打破すべく、中③④地区

総会の開催が出来なかったので、会員の皆様へ直接ご

会は一致団結して 2021 年も日々精進していく所存で

訪問したいと考えておりましたが、状況が状況だけに

す。

難しい面もあり実行できておりません。
（でも諦めて
文：日信防災工事（株） 山本 周

ません、来期までには実行したい！）
また、今期の活動方針に掲げております、経営指針

■中⑨地区例会報告                 

                              

開催日：2020 年 12 月 2 日

今年を振り返り、コロナをどう乗り切るか！

12 月例会は、恒例の忘年会を会員である広島グラ

もの参加を頂き、今年の振り返りやコロナをどう乗り

ンドインテリジェントホテルにて行いました。新型コ

気切るか等の全員の発表もあり親睦を深める機会にす

ロナウィルスの影響のある中、開催するかどうかも検

ることができました。

討しましたが、会場のホテルの多大なる協力を頂き、
会場の換気、密を避けるための会場内を 2 分割する
パーテーション、さらに隣同士の間のパーテーション
設置等、安全な体制にて開催することができました。
コロナ禍で会員間で会う機会が減っていた中、36 名

大忘年会の様子

文：（株）大吉不動産

吉本 敦
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■青年部例会報告                                                  
青年部例会報告                                                  

2020 年 12 月 3 日

〜コロナ禍をどう過ごしてきたかを振り返ろう
ロナ禍をどう過ごしてきたかを振り返ろう
2020 年振り返り例会〜コ

新型コロナウイルスによる飲食店休業要請のため、会場が利用不可。12 月例会は中止となりました。

2019 年 12 月例会の様子

たまには日常を離れて一人旅
（株）プラス・ココ
1 人旅が趣味です。神社仏閣を巡り、地産地消の食
事を頂き、温泉に入る。目の前が海、満点の星空、そ
んな露天風呂は最高です。行先も気の向くまま。公共

沖村  和美

氏（中③④）

さんとプチお見合いしたことも！
たまには日常を離れて緩むことも大切。みなさんも
ほっと一息、1 人旅はいかがでしょうか。

交通機関を使うので移動の際はただ流れる景色を眺め
ます。

文：（株）プラス・ココ

黙々と旅を続けていると、日ごろ脳裏に占める雑念
が少しも浮かばず自分にとって必要のないことだと気
づいたり、逆に雑多な日常の中で追いやっていたこと
が心を占め大切なことに気づかされたり、心が洗濯さ
れていくようです。フル回転する頭の中もリフレッ
シュ。
とは言え旅先で出会いもあります。
「こんにちは」
「こ
んにちは」行きかう人々はみんな優しい。足摺岬を旅
したときは見知らぬ方から心配のお声かけをいただき
ましたし、宿の仲居さんと仲良くなり広島で働く息子

湯谷湾温泉ホテル楊貴館の絶景露天風呂

沖村 和美

2020年12月

中支部理事会のご報告
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日時：2020 年 12 月 23 日

ば営業に当たる仲間づくり委員会に注目した提案を、以下の

会場：Zoom

ようにいたします。

議長：石井副支部長

1.

2021 年４月 ( ５月 ) より、同友会活動の根幹となる、
経営労働委員会、仲間づくり委員会は、小組に最低１人

出席者：20 名 /23 名

配置し、地区会からは最低５名の委員を置く（県のビジョ

【報告 ・ 連絡 ・ 相談事項】

ンとして、経営労働委員を 50％にするという目標があ

県理事会報告…同友ひろしまを参照ください。

る）
。

仲間づくり委員会…仕組みで増強活動を進めようと、DM 作戦

2.

旧・次期候補）

と SNS 作戦を準備中。３月支部例会は各地区 10 名のオブザー
3.

バー参加を目標に取り組んでください。

2022 年４月 ( ５月 ) より、委員会名と役割を県と整合
性をとる。

支部総会例会実行委員会…3 月支部例会の報告者は、呉支部長
の相川氏にお引き受けいただきました。3 月 10 日に行います。

地区会には、委員長 1 名、副委員長を最低 2 名置く。
（現・

4.

会員さんには、どこかの委員会に半強制的に所属しても
らう。（仕組が必要）

広報委員会…県広報部では、
「ビジネスサイト」を e.doyu の掲
示板を使って解説しました。ぜひご活用ください。名簿アプリ
の WEB 版は同友ひろしまに URL が記載されています。

グループ討論 ： 「中支部の未来のための （未来を創る） 組織改

求人社員教育委員会…4/1 に合同入社式をリアルで、4/2 から

編について」

3 回に分けて新入社員研修を Zoom で行います。フォロー研修
は 7 月に、
できればリアルで行いたい。各大学との連携を進め、

グループ討論の発表…主な意見は以下の通り

学内ガイダンス・企業情報発信などを進めています。1/26 に

•

各地区の小組の状況を交流した。数も組織の違いもある。

恒例の「学校の先生方との懇談会」を Zoom で行います。

•

小組は気軽な会として参加できることが大事。

政策委員会…新年から、
恒例の景況調査アンケートを行います。

•

委員会情報が小組まで届いていない。情報を共有するこ
とが大事。

ご協力をお願いします。
地域内連携委員会…「同友ベストプロ」の冊子を発送しました。

•

時間をかけて変更をするのが良い。

1 月 19 日にエリアの新春交流会を Zoom で開催。

•

課題は、提案内容を実現・定着させる風土がないこと。

•

問題があるのに変わらないのは最大の問題。

•

提案として、①新会員は必ず経営労働委員会か、仲間づ

【承認事項】
入退会の承認…入会はありません。退会希望 2 件を保留にしま

くり委員会に所属する。②言いやすい人ではなく、育て

した。会員数に変動はなく、332 名です。

たい人（後任を決めて）に頼む。
•

理事や役員の経験者が地区活動に残っていると、地区は
元気。役員で燃え尽きないようにする必要がある。

【討議事項】 「中支部の組織について」
問題提起…中支部が活性化していない原因の一つとして、小組
の組織のつくり方に問題があると仮定します。論拠は、活性化

※当日の提案とご意見を、次年度の総会方針に取り込んでい

している福山や東支部では、小組を軸にした組織のつくり方が

く事を確認しました。そのためにも、各地区会での論議をお

されています。特に違うのは、県の組織と支部の組織の整合性

願いいたします。
文責：事務局次長

をとっていること、地区会の小組に各委員会のメンバーを最低

橋本 秀一

一人置いていることです。そこで、同様の組織づくりが、中支
部の将来をになうものになるとの思いから、組織改編を問題提
起します。会の 1 丁目 1 番地である経営労働と、会社で言え
広島県中小企業家同友会 広島中支部発行

● 2020 年 12 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

26 人

99 人

107 人

100 人

e.doyu ログイン数

15 人

48 人

43 人

37 人

HP

例会参加数

９人

27 人

-人

36 人

例会オブザーバー数

0人

2人

0人

0人

e.doyu

入会者数

0人

2人

3人

4人
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