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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！

INDEX P2：例会報告　P3：グループ活動・委員会活動　P4：次回例会のご案内

今年度
目標会員数 現在会員数 【２月入会】90名 76名 PIECE　　　　   代表　　　　升本慎之介 氏

（株）KOTOYA　代表取締役　泉　太　貴 氏

次回例会のご案内
三原支部 4 月例会

第 9回 三原支部 定時総会

【と　き】4月 30 日（金）18：00～
【ところ】Zoom（予定）
【会　費】無料
三原支部 2021 年度スローガン（案）
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！～
第９回の三原支部定時総会を開催いたします。支部総会は、
一年間の活動の総括と新年度の活動方針・予決算など重要
な議題を決定する場です。ご多用中とは存じますが、ご出
席賜りますよう、よろしくお願いいたします。ご都合悪く
欠席の場合は、委任状の提出にご協力をお願いします。

来月の支部予定
編集後記

七転び八起き
　東日本大震災から１０年。当時のことを振り返ると、
自社ではメーカーからの商品供給がストップしてしま
いました。供給再開の目途が立たずに、売上が３０～
４０％減少してしまう事態に陥ったのを思い出します。
幸いにも代替えの商品を調達できたので、売上の減少
は最小限に留めることができました。
　メーカーからの商品供給が当たり前に思っていたの
で、ストップするなんて考えてもなかったです。改めて、
当たり前になってしまうことは危ないことだと感じま
す。ついつい、毎日起きてることに「感謝」の気持ち
を忘れてしまいがちです。
　会社でいえば、毎日、社員さんが必ず出勤してくれ
るとか・・。今はコロナで日常から、当たり前が奪わ
れています。時折、起きる災害などは人間に身の回り
で起きていることは「有難し」なことだと思い出させ
るための注意喚起なのかもしれませんね。
　いずれにしても、不測の事態には備えておいて、起
きたことに対処するために日々勉強です。
　

（株）共仕販　奥田 浩之

【経営労働】2021 年 4月 1日（木）
東部エリア　経営基礎講座
第１講「経営指針入門」
【支部行事】2021 年 4月 12 日（月）
正副支部長会議
【支部行事】2021 年 4月 20 日（火）
三原支部理事会
【支部行事】2021 年 4月 30 日（金）
第 9回三原支部定時総会

広島県中小企業家同友会三原支部

株式会社　金光組
代表取締役

金光　昇 氏

広島県中小企業家同友会三原支部　会員紹介

【事業内容】
・総合工事事業
・下水　造成　増改築　一般土木
　エクステリア　車両工作　舗装

■　三原支部 2月例会■　三原支部 2月例会

今後の経済動向と中小企業経営今後の経済動向と中小企業経営
” with コロナ” 時代を生きぬくために” with コロナ” 時代を生きぬくために



２月例会報告

今後の経済動向と中小企業経営
“w i th コロナ” 時代を生きぬくために
【とき】2月 26 日（金）　【ところ】イマトスペース・Zoom
【講師】立教大学 名誉教授 /スモールサン 主宰　山口義行　氏

グループ活動報告

青年部４月総会
【内容】１年の振り返り / 次年度の方針発表 / 卒業式
【日時】4 月 23 日（金）19：00～
【場所】IMATO スペース５F

4 月から Zoom による「東部エリア経営基礎講座」
が始まります。今年は 1 年間のスケジュールになり
ます。
興味のある講座のみの参加も可能です。この機会を利
用して、経営指針を作り上げ（見直し）ましょう！

【とき】3月 2日（火）　【ところ】Zoom
7 月の担当例会の話で、報告者の候補は決まりそうで
す。報告内容など皆さんの意見を出して煮詰めていき
ます。次回のミーティングはリアル開催で、難しい人
は Zoom で参加出来るようにします。次回グループ
会開催日は４月 9 日（金）になりそうです。

■D グループ

委員会活動報告

■A グループ

【とき】３月１７日（水）【ところ】イマトスペース

【とき】なし　　　【ところ】なし
３月はグループ活動はありません
※グループは２ヶ月に１回の開催。

【とき】　なし　【ところ】なし
３月の活動はお休みです。

３月例会にむけて、最終打合せとプレ報告会。

■C グループ

■B 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
2 月の委員会はありませんでした。
勉強会（Zoom）の御案内　３月９日（火）18:30～
SDGs をビジネスに結び付けるにはどうすればよい
か？
報告者：㈱グリーンテクノロジー　森下氏（広島西）

4 月委員会：4 月 6 日（火）18：30～

4 月委員会：4 月の委員会はお休みです。4 月委員会：4 月 26 日（月）18：30～

4 月委員会：4 月 14 日（水）18：30～

4 月委員会：4 月 22 日（木）18：30～

4 月委員会：4 月 9 日（金）18：30～

4 月委員会：日程調整中

4 月委員会：4 月 6 日（火）18：00～

3 月委員会：3 月 18 日（木）
　　　　　　「事業再構築補助金」の説明会を開催
4 月委員会：日程調整中

4 月委員会：4 月 22 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

■１００年に一度の産業改革

新型コロナウイルス感染症の拡大や、米中貿易戦争、AI や EV などの技術革新がもたらす 100 年に一
度と言われる産業改革の変化。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
えており、どんなに経営環境が変わろうとも「揺らぐ」ことなく、また「遅れる」ことのない強靭な企
業を経営者はつくっていかなければなりません。新型コロナウイルス感染症を含めた 2021 年の今後の
経済動向と、われわれ中小企業が維持発展し、将来をつくっていくために何をするべきなのかをテーマ
にご講演いただきました。

■変わりゆく消費行動
これからの時代に重要な「３つの力」についての
お話が印象的でした。まずは、時代を「読む力」。
そして、今やっていることが、これでいいの？と
いう「問う力」。最後に、専門化・他の会社の経
営資源を「つなぐ力」。が重要になってくるとい
う３つのポイントは、自身の経営にも重ね合わせ
て、これからのニューノーマル時代を生き抜く為、
自事業を考察する上でのヒントになるキーワード
だと思います。そして with コロナ時代を生きぬ
くために新しい売上を獲得すること、新しい消費
行動の変化について理解をしていくこと、具体的
には、消費行動が一票につながるというニュアン
スの「自覚的消費」。価値の転換がもたらす「共
感型消費」。これまで当たり前に思っていた消費
行動にも目を向けていくことの重要性を学びまし
た。　　　　　　　　　　べじねす　森塚佳世子

■講師プロフィール
1951 年名古屋市生まれ。立教大学大学院修了。　　
スモールサン（中小企業サポートネットワーク）　主宰
立教大学経済学部　教授（2001 年 4 月～ 2017 年 3 月）
立教大学名誉教授　（2017 年 4 月～現在に至る）
政策工房 J-Way　代表　　　　　　　　　　　　　　
関東経済産業局　新連携支援政策事業評価委員長
（2005 年 4 月～ 2016 年 3 月）
外務省　参与（2012 年 4 月～ 2018 年 3 月）
外務大臣表彰受賞（2018 年 7 月）
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