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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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イズタコンサルタント株式会社
代表取締役

泉田　義博 氏

写真
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【入退会のお知らせ】90名 74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 2 月例会

今後の経済動向と中小企業経営
～自社の将来の創り方～
【とき】2月 26 日（金）19：00～
【ところ】Zoom
【講師】立教大学　名誉教授　山口 義行　氏
　新型コロナウイルス感染症、米中貿易戦争、AIや EVなどの技術革新。
日本の中小企業を取り巻く経営環境は、いよいよ大きな変化の時代を
迎えています。
　今回講演いただく山口氏は、経済学者として金融・経済に関する研
究や政策提言を行い、外務省参与や関東経済産業局「新連携支援」政
策の事業評価委員長などを歴任されています。
　山口氏の講演から、社会の劇的な変化にも「揺らぐ」ことなく、「遅
れる」ことのない強靭な企業づくりのための指針を学びます。

来月の支部予定
編集後記

七転び八起き
　１２月は例年なら忘年会のスケジュールが、みなさんビッ
シリ詰まっていたのではないでしょうか。２０２０年はコロ
ナ禍で自粛モードになっているために、忘年会は中止という
ところが多かったのではないでしょか。 進んでいるところは
ZOOMなどを利用して、忘年会を行っている様子などをニュー
スなどで見かけましたが・・。
　リアルと WEB の大きな違いは「何なんでしょうか？」。個
人的には WEB での会議や飲み会とかに抵抗はありませんが。
一つ WEB での困ることがあるとすれば、発言するタイミング
が難しいところかなと思います。画面上では、相手の微妙な
感じが読み取れないので、入っていくタイミングがうまくつ
かみとれないなーと思ってます。が、今後も WEB でのことが
多くなるでしょうから、そんなこと言ってられませんね。同
友会でいうところの、グループ長の腕が今まで以上に必要に
なってくるんでしょう。
　とにかく、財布には優しい１２月だったと思います。
　

（株）共仕販　奥田 浩之

【経営労働】2021 年 2月 4日（木）
半年間で経営指針ができてしまうセミナー
第 6講「基本のキ！決算書の読み方講座」
【支部行事】2021 年 2月 8日（月）
正副支部長会議
【支部行事】2021 年 2月 15 日（火）
三原支部理事会
【支部行事】2021 年 2月 26 日（金）
三原支部例会
【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

広島県中小企業家同友会三原支部



12 月例会報告

新会員オリエンテーション
同友会で学び、経営を発展させよう！
【とき】12月 10 日（木）　【ところ】Zoom
【新会員】倉本瓦技工　倉本政秀 氏（A）、（株）トラスト　大出喜章 氏（B）、（株）小川電気工事　小川浩典 氏（B）
　　　　  セラ美装（有）　野村俊明 氏（D）、まざぁーずうぉーむ（株）　宮川健造 氏（D）

■１２月は毎年恒例の新入会員オリエンテーション・・・
　例年であれば、親睦を深める意味も込めて忘年会も同時に開催するのですが、コロナ禍ということもあり、
ＺＯＯＭを使った新会員オリエンテーションのみとなりました。まず初めに、広島県中小企業家同友会の
活動をまとめたＤＶＤ を鑑賞し同友会の歴史の説明を受け、同友会の理念である同友会の３つの目的【良
い会社をつくろう】広く会員の知識と経験を交流して、企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくるこ
とをめざします。【良い経営者になろう】中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を
吸収し、これからの経営者に要求される総合的な能力を身につけることをめざします。【良い経営環境をつ
くろう】他の中小企業団体とも提携して、中小企業を取り巻く、社会・経済・政治的な環境を改善し、中
小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な発展をめざします。その理念から支部・県・
委員会等それぞれの活動内容の説明を受けました。

■先輩会員の同友会活用法！
　（株）有斐園 代表取締役 福島慶一さんが経営
フォーラム 2020 で発表された「縮小する業界で生
き残るブランディングとは～一歩を踏み出す勇気
～」の録画を皆さんで鑑賞しました。同友会での
気づきから自社の基本理念を創造、社内に浸透さ
せていく過程での悩みや葛藤を赤裸々にお話しい
ただき現在そして将来の（株）有斐園を語って頂
きました。その後のグループ討論では、新会員さ
んからどのような思いで同友会に入られたか、ど
のようなことを期待するかを主題に先輩会員さん
からのアドバイスを踏まえ短い時間でしたが有意
義な話ができました。

■新会員さんにバッチの贈呈！
　同友会に期待されていることは、今後自社を発展
させていくための知識・意見・仲間を作り磨いてい
ける場だと感じました。コロナを踏まえ大きな社会
構造の変化の時に差し掛かっている昨今、異業種の
経営者の集まりの中で他社の意見を聞き自分の考え
や方針を整理することは非常に有意義なことだとあ
らためて感じました。新会員さん入会おめでとうご
ざいます。これから、切磋琢磨して良い会社・良い
経営者・良い経営環境を創っていきましょう。

グループ活動報告

委員会活動報告

■A グループ

【とき】１２月１１日　【ところ】イマトスペース

【とき】１２月８日　【ところ】セトウチベース

【とき】１２月２日　【ところ】Zoom

近況報告と２月例会について。コロナ禍でもおおむね
みんな業績は堅調です。コンフォート不動産の安楽氏
が「とにかく結婚がしたい！」。３３～３７歳の女性
が希望みたいです。【紹介希望】

コロナ拡大に伴い、活動自粛。

２０２０年３月例会の打合せ。
コロナ禍で雇止めやリストラで失業者が増加中なこと
に注目。今、中小零細企業が採用のチャンスではと考
えて今後の採用活動の展望についてを題材に例会をす
る予定です。

中期ビジョンプロジェクトの三原支部の５年後につき
て皆様にお聞きした、それから会社の近況報告をして
もらいました。

■C グループ
【とき】なし　【ところ】なし

■B グループ ■D グループ

■経営労働委員会

■求人社員教育委員会

■広報部

■環境経営委員会

■障害者問題委員会

■地域内連携推進委員会

■青年部会

■県総会フォーラム委員会

■役員研修大学実行委員会

■増強プロジェクト
12 月 8 日開催　中同協オープンセミナーの報告「宮
城県南三陸町の 3 企業と行政の取組み」を学習。
報告者の PPT データは後日公開予定。他に次年度の
活動計画・予算について

社長の学校チラシをご興味ある経営者様へお渡し下さ
い！

駒澤大学経済学部　吉田名誉教授　
同友会は地域の中で仕事が回る仕組み作り、本物・地
域文化・生活感、地域独自の文化を目指すこと、記憶
を重ねていく街づくりを提唱されました。

共に生きる地域づくりフォーラム
日時：2 月 13 日（土）　会場：広島サンプラザ（予定）
実践報告「Human First! 人が輝く企業づくり～障害
者とともに働く人間味豊かな企業づくり！」

地域内連携推進委員会は、自社の強みを自覚し、地域
資源を生かした仕事づくりをめざして、地域内連携
（企業間連携ならびに官・学・金等との連携）について、
研究・交流を促進します。

次回委員会　：1 月 25 日（月）18：30～
次々回委員会：2 月 22 日（月）18：30～

次回委員会：2 月 8 日（月）18：30～
青年部の 1 月例会のご案内
「やるしかない！」
～奥田浩之が卒業前に仲間を励ます～
講師：奥田浩之／㈱共仕販
日時：1 月 26 日（火）19 時～

12 月 26 日現在支部 74 社中 44 社。とりあえず目標
達成はできました。ご協力ありがとうございました。
STEP1 の登録は同友会の肝である経営理念・経営指
針への最初の第 1 歩です。毎年定期的に登録し、自
社の健康診断を行い自社の発展につなげてください。

次回委員会　：1 月 28 日（木）18：30～
次々回委員会：2 月 25 日（木）18：30～

次回委員会：2 月 12 日（金）18：30～

活動報告はありません。 次回委員会：2 月 25 日（木）17：30～

■政策委員会

■中期ビジョン推進プロジェクト

■財政部

写真
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イズタコンサルタント（株）　泉田義博　
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