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　今回、コロナで苦しんでいる企業のサポートを行うた
めに急遽設置された『ベストプロ』の IT 関連の補助金
活用勉強会（中①ソフト商会 坂本さんご報告）に参加
しました。
　自社で使える補助金は何か、条件は何か、どう進めて
いけばよいか、公募はいつまでかなど、具体例を基にお
聞きしました。
　その中で、補助金申請を作成する際に一番大事なのは、
行ないたい事業への信念であったり、理念をどうアピー
ルできるかという事でした。
　上手な言い回し、見栄えの良い文章や作った数字など
ではなく、明確に理念や思いを熱く語ることができれば
採択率もぐっと上がるのだそうです。それをお聞きし、
やはり経営指針を作り、会社の方向性・理念を決め、日
ごろから会社の事を考えていれば良いのだと思いまし
た。

　その逆によくないのは、補助金に寄せてやりたい事を
考える事です。せっかく補助金が出るので、とりあえず
欲しい物や仕事を申請しておこうなどと考えることだそ
うです。
　私は、経営労働委員をしているのですが、4/26 から
経営基礎講座、6 月からは経営指針塾が始まります。そ
こで指針作りを勉強されてはいかがでしょうか。また、
今までの指針を今一度見直してみようと思われる方も参
加してみてください。
　いずれにせよ新たな発見や気づきがあるはずです。

文：（株）ミツケ商会　見附 真二
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地域内連携推進委員会＆経営労働委員会主催　　　　　　　　　　　　開催日：2021 年 4 月 9 日
同友ベストプロ勉強会第２弾

コロナ禍だからこそ「IT 関連の補助金を使いこなしましょう」
講師：（株）ソフト商会　代表取締役　坂本 哲一郎（さかもと てついちろう）　氏

会場の様子。青木委員長が熱い開会あいさつ会場の様子。青木委員長が熱い開会あいさつ

講師の坂本氏講師の坂本氏



　   

　

まり得意ではないのですが…経営者のたまごとして温
かく見守って頂ければ嬉しいです。
　ちなみに、小 2 と年中の子供達がいるので、勉強
会に Zoom で参加させていただいて助かっています。
コロナだからこそ考えられて変わっていくもの、変わ
らないもの…。
　世の中の変化に柔軟に対応し、同友会で知り合えた
ご縁を大切にこれから頑張っていこうと思います。　　　

文：（株）寺勝青果　取締役部長　寺田 夏月

　今回は ( 有 ) ダイテックの代表取締役 池田 大助さ

んです。

　安佐北区深川に事務所を構え、今年で 20 周年の、

公共工事を行っている会社です。

　私は仕事の請け方に興味があり、お話を伺いました。

仕事は災害時の緊急依頼や、普段は入札によって決ま

るそうです。入札は昔と違って最低価格にもルールが

あり、ある一定以上の最安価格は逆に除外され、これ

によって工事品質を保つ事や、業者の連鎖倒産を防ぐ

目的があります。

　池田さんはおよそ 10 年かけて実績を積み重ね、そ

の間に様々な資格を取り、官も認める会社へ成長させ

ました。ときに橋が壊れ、水も止まり、困っている人

達がいる中、橋の復旧や給排水工事を行う事は非常に

やりがいを感じるとの事です。

　また「勉強家でもありますね」と聞くと「勉強は嫌

いだけど必要だから」そして「汗をかく方が気持ち良

いですよ」とおっしゃる池田さん。あぁー私もさりげ

■会員紹介コーナー

　（株）寺勝青果　寺田 夏月（てらだ なつき）　氏（中③④）

■会員紹介コーナー

（有）ダイテック　代表取締役　池田 大助（いけだ だいすけ）　氏（中⑨）
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　この度、川口護様のご紹介で入会させて頂きました
（株）寺勝青果の寺田夏月と申します。
　弊社は、西区商工センターにある広島市中央卸売市
場で青果（主に野菜、果物）の仲卸業をしており、飲
食店・小売りの方・スーパー関係に納品させて頂いて
います。
　私の祖父が起業し、今年で67期を迎えました。近年、
みなさんもご存じの通り市場外流通が増え、また SNS
等を通じて産地からエンドユーザーに直接商品をお届
けするという動きも加速し、業界を取り巻く環境は非
常に厳しい状況が続いております。
　このコロナ禍で落ち込むだけでなく、創意工夫で、
できることから少しずつ変化していけたら、と思って
おります。
　同友会に入会して 1 年足らずのひよっこなので経
営の基礎から学ばせて頂き、今後に活かせていけたら
と思います。
　 Zoom 等で、大勢の前で話すことは、緊張してあ

なく言ってみたいそのセリフ、とても男前な社長さん

でした。

文：クラフトホームワークス（株）河内 伸一

池田 大助　氏池田 大助　氏



■中①地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021 年４月 16 日

「出来るからやるのではない　やるから出来るのだ」
報告者 ：（株）東洋ビジネス　代表取締役　藤本 隆志（ふじもと たかし）　氏

■中②地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021 年 4 月 21 日

「新しい仲間のことを知り、そして共に学ぼう」
　　　報告者：宮岡 清二（みやおか せいじ）　氏、横更 誠司（よこふけ せいじ）　氏、佐々木 真理子（ささき まりこ）　氏、
　　　　　　濱田 貴（はまだ たかし）　氏、藤田 竜也（ふじた たつや）　氏
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　中②地区 4 月例会は新入会員 PR 例会を行いまし

た。  

徳永純金堂　宮岡 清二さん  

( 株 ) つかさホーム　横更誠司さん  

深川医療器 ( 株 )  深川竜さん  

広島結婚相談所まりまりっじ　佐々木 真理子さん 

カナエル ( 株 )  濱田 貴さん  

パーソナルトレーニングジム root 藤田 竜也さん  

が発表されました。  

　今年度入会の方々ですがみなさまとても魅力的で発

表にも惹き込まれました。15 分ずつでは足りないく

らいでした。  

　起業したら絶対同友会に入ると強い思いを持たれて

入会された方や人脈を広げたいと思われて入られた

方、少々押され気味に入られた方、と入会の経緯は様々

でしたが、みなさまとてもパワーのある方々でこれか

ら共に学び活動出来ることが楽しみです。　　

今回の例会はリアルを主体に行いましたので、直接顔

を合わせて交流することが出来たのもよかったです。 

 

文：（株）フリーク　木村 由実

　４月例会は、中①地区会の前地区会長である（株）

東洋ビジネスの藤本社長に体験報告をしていただき

ました。事務局への参加者９名（オブザーバー２名

を含む）、Zoom での参加者６名でした。

　“ 出来るからやるのではない　やるから出来るの

だ ” というテーマでお話をしていただきました。藤

本社長は直感で行動される方で、とにかく挑戦して

みるというお話でした。

　昨年高額な生産設備を購入されたそうです。なぜ

購入したのか、購入した結果どうなったのかを報告

していただき、これからの展望についてのお話もし

ていただきました。

　グループ討論ではそれぞれの会社で挑戦している

ことなどについて話をしました。

　新型コロナウイルスの影響で会社も想定外の変化

を余儀なくされています。常に挑戦する気持ちを忘れず、

新たな挑戦をしてこの危機を乗り越えていかなければい

けないと強く感じました。

文：六箱土地家屋調査士事務所　六箱 将隆　

例会の様子例会の様子

Zoom の様子Zoom の様子



　

　日頃は体験報告が多い例会ですが、今回は見附中支

部経営労働委員長主導の元、企業変革支援プログラム

Step1・2 の活用勉強会を開催しました。

　経営指針作成の第一歩となる企業変革支援 PG は、

自社の現場分析から課題を導き出し、改善に向けての

処方箋をアドバイスしてくれる画期的なツールです。

　参加者の中でも特に初登録の方は、Step1 診断での

厳しい数値結果に落胆してしまいましたが、そこで

終わらず Step2 で診断・課題解決・改善点を見つけ、

取り組むべき内容や優先順位まで導き出されるという

ところにこのツールの意義を感じられたのではないで

しょうか。

　また、意外に登録経験者は多いのですが、定期的に

登録することと Step2 を利用して課題改善まで取り

組まれている方は少ないように思われました。

　同友会では、経営者として理念などの在り方だけで

なく、科学性に基づいた自社分析と課題解決も学べる

優秀なツールがあることを改めて認識出来たと思いま

す。今後、しっかりと活用していきましょう！

文：アイテレコムサービス（株）　増西 伸治

■中⑨地区例会報告                                      　　　　　　　　         　開催日：2021 年４月 21 日

「新しい生活と DX」
報告者：（株）トライアングル　代表取締役　高原 寛行（たかはら ひろゆき）　氏

■中③④地区例会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021 年４月 13 日

「企業変革支援プログラムを活用しよう！」
解説：中支部経営労働委員長／（株）ミツケ商会　代表取締役　見附 真二（みつけ しんじ）　氏
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　当日はメイン発表者の株式会社可部不動産商事の貞

綱良平さんが急病のため会場参加を欠席されました

が、残りのメンバーと、急遽参加いただいた（株）ト

ライアングルの岡本さんを交えて開催。

　プロとしての動画撮影のイロハから素人が動画撮影

してサイトアップするコツ、今後の動画広告市場の拡

大傾向や中国のアリババなどの出展内容が動画関連ば

かり目立つことなど、今後の DX 推進の傾向などが理

解できました。

　よくわからないことであっても、とにかく首を突っ

込んでやってみる事が大切だと、改めて気付かせられ

る例会となりました。

文：（有）アクシー・ジャパン　小笠原 悟

トライアングルさん DX レポートトライアングルさん DX レポート



■青年部例会報告                                 　　　　　　                 　　　　　　　2021 年 4 月 22 日

「広島県中小企業家同友会 広島中支部青年部 第 15 回定時総会 & 卒業式」
報告者：（株）ナカオカ　中岡 英也（なかおか ひでや） 　氏、（有）渺　山根 鉄平（やまね てっぺい）　 氏

オフィスの癒し〜しばのハナちゃん〜
（株）T ｏｍ T ａｋ　毛利 武雄（もうり たけお）氏（中③④）
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　4 月 22 日（木）に広島中支部青年部 第 15 回定時
総会を開催。過半数の参加者・委任状の元、2020 年
度の活動報告および 2021 年度の活動方針を報告し、
無事承認されました。私自身は 2 期続けて青年部部
会長を務めましたが、コロナ禍の中、当初予定してい
た活動をできなかった事業もありましたが、青年部会
員からは廃業や業績悪化などによる退会者を出さず任
期を終えることができたのは良かったかと思います。
　ただ、県外行事への参加や新入会員増員といった数
値面で目標達成に至らなかったため、色々と悔いの
残った結果となりました。そのため、しっかりと次期
部会長である山根氏にバトンタッチし、来期以降は下
から支える存在として中支部青年部を盛り上げようと
誓ったこの度の総会。私を支えてくださった幹事会の
皆様、参加してくださった会員の皆様、2 年間ありが
とうございました。
　また、総会後は今期ご卒業される松井印刷（株）の
岡本さん、（株）水口組の水口さんを迎え、簡易的に

　時々、柴犬のハナちゃんがオフィスに来てくれます。
　ハナちゃんは赤ちゃんの時から TomTak に出勤し
ており、もうすぐ３歳。スタッフの一人が連れてきて
くれて、いつもみんなを癒してくれています。

　家や外では暴れん坊のハナちゃんも、オフィスで
はとても静かでおとなしくご主人様を守っています。
　ちょっぴり疲れた時などに絡むと嫌そうに構ってく
れます。

ではありますが卒業式を行い、卒業証書・OB 会ネク
タイ・記念品である名刺入れを現役会員の前で無事渡
すことができました。「今後は本会と青年部の懸け橋
になるから中支部を盛り上げていって欲しい」「議案
書は全員が決めた内容だから、みんなが責任を持って
活動して欲しい」…と、締めの言葉でいただいた現役
会員への熱いメッセージは、今後の青年部活動への糧
になったかと思います。岡本さん、水口さん、ご卒業
おめでとうございました。

文：（株）ナカオカ　中岡 英也

卒業された岡本先輩卒業された岡本先輩 卒業された水口先輩卒業された水口先輩

社長と一緒社長と一緒

ご主人様を守るハナちゃんご主人様を守るハナちゃん

カレンダーになったハナちゃんカレンダーになったハナちゃん

ハナちゃんの幼少期ハナちゃんの幼少期



広島県中小企業家同友会 広島中支部発行

広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ８Ｆ　

TEL.082-241-6006　FAX.082-241-6007

HP　https://www.hiroshima.doyu.jp/

e.doyu　https://hiroshima.e-doyu.jp/

発行責任者：村井 由香　広報委員長：毛利 武雄

2021年４月　中支部理事会のご報告2021年４月　中支部理事会のご報告

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 27人 101人 105人 103人
e.doyuログイン数 16人 42 人 44人 37人
例会参加数 12 人 22 人 18人 25人
例会オブザーバー数 0人 2人 0人 1人
入会者数 0人 0人 3人 1人

●2021年４月末の各地区会データ

■と　き：2021 年４月 28日

■議　長：塩梅副支部長

■参加者：17名／ 23名

※概容・ポイントは以下の通りです。

■承認事項
①入退会の承認
＜入会承認＞４名

中③④	 ＹＢＩＣ	 　　代表　　　　椎木　康晴

中③④	（有）ダイネツ技研			代表取締役　	黒瀬		徳利

中③④	（株）ウーブル・ロールモデル研究 1所

　　　　　　　　　　　　　代表取締役				十倉　純子

中⑨	 （株）センダ建工						代表取締役				永野　誠悟

＜退会承認＞２名

＜支部移籍＞

中①　ゴールドスター　金沢氏が広島東支部に移籍

※以上、承認されました。

※これにより、会員数は、３３６名になりました。

②地区役員研修会の開催
※ 6月 15日に地区役員研修会を開催することが提案さ

れ、これを承認しました。

③支部総会の進行について
※議長を松田支部相談役にお願いすることを提案し、こ

れが承認されました。

■討議事項「総会議案の確認」
※支部総会の議案の、①総括文書、②決算、③役員の一

部改選、④方針、⑤予算、の５項目について提案され、

これを承認しました。ポイントは以下の通りです。

（１）総括…コロナに対応して、テイクアウトデーや同

友ベストプロなど、会員間交流の促進によって会員の経

営を守ることを目的とした、新しい活動が展開されたこ

とが、ポイントです。

（２）決算…収入は予算の 95.1％にとどまりました。会
員数が伸び悩んだためです。オリエンテーションは会場

を別に用意したため、予算を大きく上回りました。予備

費は、予算にない項目の支出執行に使いました。テイク

アウトデーの印刷費用などです。次期繰越金は支部活動

費の 10％（345,000 円）となり、余った 64,881 円を

本部に繰り入れます。

（３）方針…これまでの重点方針に加えて、「支部全体で
取り組む最重要課題」の項目を加えたこと、増強数や企

業変革支援プログラムなどの登録目標数など、各種の数

値目標を掲げること、が大きな特徴です。最重要課題は、

①会員増強を進める、②支部運営委員会の任務と名称を

県同友会に合わせること、③小組の構成変更の準備を行

うこと（会活動情報の浸透と会員間情報交流の促進が目

的）の３点です。

（４）予算…地区会活動費は、県同友会財政部の指示に
より、会員数× 2500 円に統一されます。

（５）役員の一部改選…青年部会長交代にともない、担
当支部理事を交代します。

■報告事項
※特段の報告はありませんでした。

以上、文責：事務局　橋本
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