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５月号
広島東支部202１年度スローガン「ピンチの時こそ学びを実践につなげて」～会員企業、及びその社員の成長につながる活動をしよう！～

東支部
地域内連携推進委員会
広島みなとフェスタ開催

P9　  名刺広告

P10      地区会例会・支部委員会報告

P12    ポジティヴさん

P14　 青年部会（草莽崛起 第 114 号）

P15　 理事会関係・編集後記

P１１
五月の澄んだ空を華麗に舞う鯉のぼり。
   　　　　　　   写真提供：（株）ムクダ　椋田 幸治 氏
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　昨年度、役員改選でしたがコロナ禍で総会が中止。本年は通常未実
施の総会を計画。しかし、前日にステージ２が発令されて２０名が上限
になり、急遽TKP実施予定が事務局もくわえて実施することに。
　事務局をメイン会場にすえ、サブ会場のTKPにはZoomにて配信。前
日からメンバー分けをし、当日は配信準備にバタバタでしたが、新役員
５名を加え、班も再編して新たな年度がスタートしました。
　スローガン：参加しよう、学んで実践、仲間と共に！～挑む経営が未
来を拓く～　
　重点目標は①班会の毎月実施　 ②例会参加者３５名以上 　③会員
数１０１名体制　④ｅ.ｄｏｙｕアクセス率広島県１位　⑤企業変革支援
プログラム登録者数広島県１位。
　令和２年度期末９３名の会員で終えた東地区でしたが、本年は久々
の１００名体制目指して増強していきます。
　議事はスムーズに進行し無事承認されました。迫田丸２年目がス
タートしますので皆様宜しくお願い致します。

４月２１日（水）／東地区会例会
「東地区会総会」
会場：Zoom・TKPガーデンシティ広島  
参加者： 33名（Zoom13名、会場20名）

　記：株）ユーエムエス　小野 慎治（東）

　今回は、経営者の役割として、自社の働く環境の整備や仕事の仕組
み、チェック体制やコンプライアンスなどの環境の甘さが会社の危機
につながることを理解し、「よい経営者、よい会社」にしていく為にどう
したらよいかを学びました。 ２名の報告者の体験談から、会社を良くし
ていくための改善された実例や対応を生々しく語って頂きました。
　グループ討論では、①報告を聴いて気づいたこと、自社に活かしてい
くこと、②自社で抱えている労使問題＆労働環境問題はありますか？
経営者として実行すべき点は何ですか？について現地グループ及び
Zoomブレイクアウトルームに分かれて討論いただきました。
　家族経営の方や個人経営、また社労士、司法書士等それぞれの立場
から気づきは異なりますが、下記のような討論での学びを持ちかえる
事ができました。
　労使問題等が起きた場合に戦える体制を取っておくこと。採用面接
では、会社の期待する本人スキルをしっかりと確認。採用時に雇用契約
書を交える。採用後は普段からコミュニケーションを意識し社員に社
員さん目線の問題点をヒアリングしておく。業務を属人化させずに任
せ、成果を評価する。また、必要であれば評価制度の見直しも行う。今
後は口約束の契約を止めて契約書を交える。

４月１９日（月）／安芸地区会例会
「会社の環境整備はできていますか！
　　　～経営者の脇の甘さが会社の危機を生む～」
報告者：(株)晃祐堂　取締役社長　土屋 武美 氏
　　　  新日本建設(株)　代表取締役社長  村上 真一 氏　　
会場：Zoom・東区地域福祉センター  
参加者： 35名（Zoom9名、会場26名）

４月２１日(水)／ 南①地区会例会
「南①地区会 2021年度定時総会」
会場：Zoom、広島の宿 相生　
参加者： 30名（Zoom5名、会場25名）

　記：（株）ヒューマックス　那須 保彰（南１） 　記：（株）ケイスタイル　木梨 貴之（南2）

４月６日(火）／南②地区会例会
「南②地区会総会」
会場：Zoom、広島の宿 相生
参加者： 37名（Zoom11名、会場26名）

　４月例会は、昨年は出来ませんでしたが、毎年、恒例となっている地
区総会とお花見例会が、「広島の宿　相生」にて開催されました。当日
は、総会前に役員会も開催され、リアルとZoomでのハイブリッドにて
行われました。
　南②としては、相生での初のハイブリッド開催となったため、準備に
手間取り、進行中もバタバタとしましたが、総会では活発な意見交換が
され、新しくe.doyuログイン率や会員名簿アプリのダウンロード促進
のための委員も発足するなど、地区会を盛り上げようという想いに溢
れた総会になったと思います。
　その後のお花見例会では、飲食部会で企画された「ハンディマスク」
を導入。グループ長、各委員長の抱負発表も行い、令和３年度の良いス
タートとなった例会でした。

　　南①地区会 ２０２１年度定時総会を開催いたしました。開催前
日（4/20）に新型コロナウイルス感染症への対応が「ステージ２」
へ強化され、急遽会場を２部屋（２０名以下）に変更、全体の懇親
会中止するなど感染対策に取り組みました。
　３０名の会員が出席しました定時総会で、２０２０年度 活動報告・
決算報告、２０２１年度 活動方針案・予算案 が承認され、板垣地区
会長からは、２０２１年度のスローガン 「 地区会内連携で強靭な企業
になろう 」 ～学び合い助け合い信頼関係構築から経済交流へ～ が
発表されました。
　全体での懇親会を中止することになり残念でしたが、２０２１年度
は「With  コロナ」対策に対応しながら、南①地区会の目標に向かっ
て取り組みましょう！
　出席いただいた会員さま、運営に携わった皆さま、誠にありがと
うございました。

　記：伍永通信（株）　竹中 光（安芸）

４ 地区会報告
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　昨年度、経営指針塾の卒業生もご参加いただき、横のつながりを広
げられる例会となりました。
　大里県経営労働委員長には、経営指針の基本的なところを解説いた
だき、指針書作成の大切さをあらためて確認することができました。
　中西さん、島原さんの報告では、生々しい実体験に基づき経営指針
書を作る上で大変だった点や、作って良かった点などを熱く語ってい
ただき、これから指針書を作ろうと思っている人や、あまり興味のな
かった人にも何かしら伝わる例会になったと思います。
　講義中心でハードな印象にならないよう、経営指針塾の体験談の報
告や、卒業生のパネルディスカッションなど柔らかい部分も取り込むこ
とで、「番組をみているみたいで楽しかった」とのお声や、「自分の地区
会でも開催してみたい」というありがたいお声も頂戴することができま
した。

４月２２日（木）／南④地区会例会
「今さら聞けない「経営指針」って何だろう？」
報告者：(株)ACROSS　代表取締役　大里 房弘 氏
カラフルブリック(株) 　代表取締役　島原 智子 氏
(有)ワンズプロジェクト　代表取締役　中西 亮太 氏
会場：Zoom　参加者： 42名

　記：（株）スーツネット　細田 英生（南4）

　4月例会は33歳の若き経営者の三浦さん。創業10年で年商2.5億を
達成。しかし、コロナ禍において売上は激減。その中でも出店攻勢の手
は緩めていません。
　アフターコロナに備えて、抜きんでるために目標は年商10億。そのた
めには「経営理念」、「人材教育」が大事だと改めて気づきます。現在取
り組んでいること、今回の発表で皆様からアドバイスいただいたことを
実践して「強い組織づくり」に励み、自立と自信に充ち溢れた社員と共
に今後の10年を歩んでいくことと確信しております。
　今回の例会はコロナの感染拡大によりグループ討論は出来ませんで
した。そこで報告後、アドバイスシートに記入をお願いしたところ、皆様
から沢山のアドバイスを書いていただき、三浦さんには「宝物」になった
ことでしょう。

４月２７日（火）／南③地区会例会
「高校中退後からのサクセスストリー！
　飲食店一本、創業１０年で年商２.５億
　　　　　俺はこの先年商１０億売り上げる」
報告者：（株） sow create　代表取締役　三浦 憲 一郎 氏
会場：Zoom、合人社ひと・まちプラザ
参加者：45名（Zoom7名、会場38名）

　記：手打ちうどん こむぎ　岩川 隆則（南3）

広島東支部地域内連携推進委員会
第９回広島みなとフェスタ「DREAM COME TRUE ～あなたの夢をかなえましょう」企画

　2021年３月２０日（土）～２１日（日）にかけて、第９回広島み
なとフェスタが開催されました。前回、広島みなとフェスタは新
型コロナウイルス感染症の拡大により、残
念ながら開催の中止を余儀なくされまし
たが、今回は二本立てでの開催となりまし
た。
　一つ目は、新型コロナウイルス感染症対
策を施した上での瀬戸内の海や島での体
験イベント。二つ目は、広島みなとフェス
タ公式YouTubeチャンネルでのオンライ
ン配信という形です。
　毎年、広島県中小企業家同友会広島東支
部では、会員間交流を目的として広島みな
とフェスタに参画しています。広島みなと
公園の敷地内に各地区会や会員企業のテ
ントが出店して大賑わい。普段はスーツ姿
で例会に参加される会員の雰囲気とは一
変し、ラフな服装で笑顔が溢れています。
また、体験コーナーで直接来場者に触れ合
うことで、地域の中にある一つの企業とし
ての意識を高めてもらい、地域住民とのか
かわり方を学んで頂いております。
　ただ、今回は違います。例年とは異なる
形での開催に試行錯誤しながらではあり
ましたが、地域内連携推進委員会では動画
の企画、作成・編集に試行錯誤しながら、なんとか動画「ＤＲＥＡ
ＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ～あなたの夢をかなえましょう」を配信
することができました。
　この企画、略して「ドリカム企画」は、第７回から実施しており、
広島みなと公園に来場した子ども達から将来の夢などを募集し、

後日、会員企業で実現可能な子どもの夢を抽選でかなえるという
内容です。これは子どもの頃の職業体験が、将来大きくなった時

にその職業を選択肢の一つに含めても
らえるようにとの願いが込められてい
ます。長期的な人材育成や確保につな
がってくれることを信じています。
　ドリカム企画の応募動画配信から約
３か月が経過した現在、視聴回数は１２
０回、応募数は６件という結果でした。
果たして誰の夢が実現されるのか…。そ
の楽しみもありますが、改めて人々の興
味を惹きつける動画作成の難しさを実
感しました。コロナ禍で企業をＰＲする
方法が変わってきています。今回の学び
を会員の皆さんと共有し、今後の企業経
営に役立てたいと考えています。
　次回の広島みなとフェスタは、2022年
３月１９日（土）～２０日（日）に開催さ
れる予定ですが、開催方法は検討中で
す。リアル開催でもオンライン開催でも
会員間交流が図れるように取り組んで
いきますので、ご協力をお願いします。
　最後に、ドリカム企画の動画をご視聴
になりたい方がいらっしゃいましたら、
下記のＵＲＬでご検索ください。

https://youtu.be/Pm3JNArw0Bw

 記：地域内連携推進委員長　鹿見 勇輔（南1）
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河崎運輸機工（株）　代表取締役専務
原　真（はら　まこと）
生年月日：1977年5月4日
血液型：O型
事業内容：プラント工事、クレーンリー
ス、タンクローリーによる燃料輸送を
３つを柱とした事業
趣味：自転車（最近）、ジョギング（最
近）　

猫本商事（株）　代表取締役
佐藤　典子（さとう　のりこ）
生年月日：1985年4月17日
血液型：A型
事業内容：LPガス販売
趣味：家族でカラオケ

（株）ライジングコーポレーション
代表取締役社長
小川　あい（おがわ　あい）
生年月日：1973年10月13日
血液型：B型　
事業内容：建築業　不動産業
趣味：スクラップブッキング
お菓子や料理作り・写真撮影

　創立100周年を2019年に迎えた「河崎運輸
機工（株）」の原さんにお話を伺いました。安全
は商品なりという社是を掲げられ、プラント工
事・クレーンリース・タンクローリーによる燃料
輸送を３つを柱とした事業を展開。
　9年ほど前に、関西から岩国へ来られ、経営
部門でご活躍されています。普段のメイン業
務は、「人の話を聞いて課題を解決すること」
が大切なお仕事とのこと。事業部門・お客様・
社内の課題解決や企画調整など一番難しくて
一番大事な部分を担われています。やりがい
のある点は、「限界がないこと」。働く環境とい
うのは改善に終わりが尽きないもの。その課
題を一つずつピックアップしていきながらお取
引先様、従業員さん、お客様にとって良い状態
になることを常に取り組まれているそうです。
　最近ご尽力されていることは、”経営指針の

浸透”。新しいことを浸透させたいときに反発
などが起きるのでは？とお伺いすると、ご自身
が役員や社員と向き合われたことで、少しずつ
理解しようとする社員が増えてきているよう
に感じる、とか。原さんの熱心な思いが伝わっ
たのだと思いました。
　今、力を入れている点は” コミュニケーショ
ン” 。３つの事業を展開されており、部署間の
連携がさらに深まる仕組みやコミュニケーショ
ンがとれることでお客様に対してもっとお力か
らになれるのではないかと仰られていました。
100年以上続く信頼の厚い企業様ですが、なお
も会社力を向上されている点に感銘を受けま
した。
　最後に会社の魅力をお伺いすると即答で”
社員”とおっしゃる原さんが非常に輝いて見え
ました。

　創業 75 年、6月で 50 期を迎える猫本商事
の佐藤典子社長にお話を聞いてきました。
【経営者になった経緯は】
　３年前まで家族で海外に住んでいました。
その時は、専業主婦でした。その後、日本に
帰った時、子供も大きくなったので、昔働い
ていた父が経営する猫本商事に復帰しまし
た。復帰後、事業承継の話があり、昨年 6
月に４代目社長に就任しました。
【就任１年目の感想は】
　昨年は、コロナ対策と社内調整などで動け
ませんでした。
【今後の事業展開・目標は】
　YouTuber を使った CM やイベントなどで、
プロパンガスの古臭いイメージを払拭した
い。また、ガス商品の良さを発信したい。
今年、デザイナーとコラボして本社のウイン

ドウにボンベアートを制作します。コロナ禍
でも人が集まれるパワースポットになればと
考えています。
【最後にひと言】
　「後悔はしたくないので考えた事やアイディ
アを実行する」とのことでした。
（記者からひと言）
　海外生活経験と１回社外に出て俯瞰的に
会社を見れることが佐藤さんの強みだと思い
ます。人が出せないアイディアで業界のイメー
ジを変えていってほしいと思いました。

　今月は、バイタリティ溢れる小川あいさんを
ご紹介させて頂きます。小川さんは半年前に
お父様から会社を受け継がれました。セキス
イハイムの一括工務店の建築業を主にされて
おり、不動産業もされています。
　現場には、東は西条から西は大竹まで作業
服を着て、ヘルメット片手に工事現場へ行か
れるそうです。いつも移動に時間がかかるの
が嫌だと言われていましたが、混んでいると
きは裏道を通り、長時間運転される事自体は
平気みたいでした。私と比べて同じ女性なの
に凄いパワフルだと思いました。その上、「も
うあまり手はかからないんですよ」と言われ
ていましたが、２人のお子様の母親業もして
おられます。建築業・不動産業・母親業と
三足の草鞋で頑張る姿に感動致しました。
　不動産業の経営者の中でも女性はまだまだ

少ないのが現状で、ましてや建築業で女性の
経営者なんて、ほんの一握りしかいません。
「男女平等なんて、この業界ではまだまだよ
ねぇ」と意気投合！笑。
　でも、もっと凄いのが趣味も沢山ある事に
脱帽。忙しい時間の中から自分の時間をしっ
かり取られている事にも感服致しました。
　着物の着付けも出来る上、お菓子や料理も
作るのが得意。カメラも好きで紅葉や桜など
写真撮影をしに行かれるそうです。
　笑顔がとてもステキで女らしい所もあり、
お酒も好きみたいです。今後はゴルフも上手
くなりたいと仰せられていました。
　悩みの一つは左官やクロスの職人が減って
いる事。これから色々、勉強させて頂きたい
と思いました。

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：（株）ティアンドエス　酒松 優貴江（南１）

ボンベアートを制作する猫本商事本社
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錺金具職人
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（有）グラシア　取締役
武田　真子（たけだ　まこ）
生年月日：6月23日
血液型 ：O型
事業内容：美容業
趣味：音楽鑑賞

本陣いろは・めん酒場１６８　代表
星野　信長（ほしの　のぶなが）
生年月日：1972年12月23日
血液型 ：O型
事業内容：飲食業・飲食店プロデュ
ース事業
趣味：ゴルフ

(有) 吉田佛檀金具製作所 代表取締役 
吉田　州伸 （よしだ　くにのぶ）
生年月日：1973年5月4日
血液型：O型
事業：製造業（寺社仏閣、お仏壇、お神輿
等の錺金具）仏壇、仏具、製造、販売、塗
装、修理

　今月ご紹介するのは、（有）グラシアの武
田さんです。事業内容は美容業です。
　創業のきっかけは、当時同じ会社で仕事
をしていた武田さんのご主人と武田さんが
お店を任される事になり、お互いの弱い部
分を補いながら一緒にやって行けそうだと
思い、お店を出すことになったことだそうで
す。
　武田さんは２０１３年に同友会に入会され
ました。友人に、「同友会での飲み会が楽し
いよ～。」と誘われたそうです。
　実際に入会してみると、職種の違う経営
者の人たちとの交流が新鮮で、とても勉強
になったとのことです。同友会の皆さんは、
会員の方が困っていれば「助けてあげなくて
は」と考える優しい方ばかりで、自分も見習
わないといけないと武田さんは仰っていま
す。

　自社の強みは、おばあちゃんからお孫さん
まで老若男女の方々が来店されるようなお
店で、親子３代でお付き合いいただいている
お客様もいること。だからこそ、お客様の
様々なニーズにお応えできるように努力して
いかなければいけないことが自社の課題だ
と分析しておられます。
　今後の展望について、既存のお客様だけ
でなく、新規のお客様にも来ていただけるよ
うに取り組んでいきたいとのことです。
　現在、コロナ禍で同友会活動にあまり参
加できていませ
んが、コロナが
落ち着いたら参
加していきたい
とのことでした。

　今回ご紹介するのは広島市中区堀川町で
『本陣いろは』を経営する星野信長さんで
す。同友会には去年の12月に大串さんの紹
介で入会されました。『本陣いろは』では主
に寿司・うなぎ・コース料理などの和食をメ
インにしています。また、同じビルに『めん酒
場168』があり、そこでは鉄板料理・麺料理な
どを提供しているそうです。他にもプロ
デュース事業を行なっており、飲食店の新規
開業・店舗経営・メニュー開発等をされてい
ます。
　初めは故郷の愛媛県で親御さんが経営し
ていた飲食店を手伝うことがきっかけで、料
理をすることが当たり前の生活だったそう
です。『本陣いろは』という名前も親御さん
のお店から引き継いでいるそうです。
　飲食業を経営する上で一番大事にしてい
る事は長年培ってきた経験と知識を活かし

てお客さんに喜んでもらう事。また、その日
に仕入れた新鮮な魚、黒毛和牛のA５ランク
といった厳選された食材を使っているそう
です。その為完全予約制になります。
　これからの事業の取り組みとして、店舗に
訪れなくても新鮮な鰻を提供出来るよう真
空冷凍してある鰻のネット販売も開始する
そうです。また、別店舗のオープンも視野に
入れているそうです。
　皆さん是非一度味わってみて下さい。

　今月ご紹介したいのは、皆さんご存じの
『（有）吉田佛檀金具製作所　吉田　州伸』
さんです。

　お仕事は寺社仏閣、お仏壇、お神輿等の
錺金具の製造、仏壇、仏具、製造、塗装、修理
をされています。この度、改めてベテランの
会員さんを紹介したいと思ったのは、今年2
月にYouTubeデビューされたことに起因し
ます。吉田さんは「一般には知ることのでき
ない伝統工芸品が出来上がっていく様子
を、より多くの方にもっと知ってもらえたら
…」との思いから、伝統工芸の動画を世の中
に発信することを始められました。

　これがきっかけとなって伝統工芸の世界
に興味を持つ人が出てくれば業界の活性化
にもつながります。今後は、動画の発信と並

行してリアルのワークショップを開くなど、
伝統工芸がより身近になるための活動の幅
を精力的に拡げていかれるそうです。

　「YouTube、始めたばかりでそんなに見て
もらえてない…」と言われていましたが「伝
統工芸×YouTube×吉田さん」から目が離
せませんよね。ぜひ、みなさんもYouTubeの
チャンネル登録＆視聴をお願いします！

　

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：（株）アトラクト 古廣 聡（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）
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4 月 　東支部青年部例会  ～ 第 1 5 回定時総会～

　2021年4月26日、第15回の定時総会を終え、東支部青年部会第15代の部会長に就任さ
せていだたきました上原です。
　コロナという状況もあり、本来は会場で盛大に執り行いたいところですが、今回は
Zoomにて開催させていただきました。Zoomということもあり、様々な支部からも多数ご
参加いただきました。誠にありがとうございました。
　今期「いきいきせいねんぶ」をスローガンとして掲げさせていただきました。
　青年部での限られた41歳までという時間の中で様々な活動を通じて、よい経営者を目
指し、切磋琢磨する。そんな「いきいきした経営者」が集まる東支部青年部にしていきたい
と思っておりますので、まだまだ至らない点が多々あるかと思いますが、とうぞよろしく
お願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島西山青果（株）　 上原恵介

Zoom

Zoom
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４月度新会員紹介
【４月度退会者８名】

２０２１年度　会員数５９１名（4月末現在）（２０２１年度期首５９７名）
　安芸地区会６９名（７０名）、東地区会９４名（９３名）、南１地区会１０１名（１０１名）
　南２地区会１２９名（１３２名）、南３地区会１２５名（１２８名）、南４地区会７３名（７３名）

　昨年もこの編集後記にコロナが…と書いたが、今年も続いて
いる。みなとフェスタはオンラインと一部リアル開催となり、フ
ラワーフェスティバルは市民球場跡地で抽選による観客入替制
の現地開催を模索したが、最終判断で数日前にオンラインのみ
での開催に変更された。とうかさんも規模縮小での開催となる
そうだ。
　みなとフェスタ事務局として動く私としては関係者のみなさ
んがどのように苦労され、苦渋の決断をされている様子が手に
とるようで、どの判断をみても本当に辛い。

　もちろんイベントは不要不急にあたる。開催されなくたって
死にはしない。だけど、イベントは地域、行政、スポンサーとの繋
がりがあり、一度辞めてしまえば復活は容易なものではなく、
それゆえ火を絶やさないために必死だ。

　残念ながら次回も、何万人規模のフル開催はまだ難しいだろ
う。ただ、各イベントは縮小のみでただ手をこまねいているわけ
ではない。YouTube・SNS・一部リアル・抽選入れ替え制…など、
全国のイベントの情報をかき集め、自分流に取り込み、あらゆ
る手法で生き残るための進化を遂げている。

　イベント一つとってもこうなのだ。私達の企業活動も同じよう
に、いや、不要不急のイベントよりももっと早いスピードで情報
を収集し、生き残るための進化をしていくべきなのだろう。

　記：カラフルブリック（株）　島原 智子（南4）

　去る４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。
　県理事会報告についてです。2020年度の会員数は、広島東支
部が純増28名でした。全国の支部の中で、広島東支部は第2位
でした。第１位は兵庫県中はりま支部で純増41名でした。入会
者数では中はりま支部は50名、広島東支部は65名で、広島東支
部が2位です。1位は北海道札幌支部でした。
　剰余金の扱いについて、東支部では約350万円の剰余金の
内、支部活動費の10％にあたる約5０万円のみしか東支部では
繰り越すことができず、約300万円は本会計へ戻入れる事と
なっています。支部活動費戻入金である約1300万円は、本会計
の「50周年活動費積立」に500万円、新たに作った項目である
「支部活動安定積立金」に約800万円計上します。支部活動安定
積立金は、支部のオンライン対応にかかる費用や支部活動の
予備費に充てる予定です。
　会員名簿アプリに青年部のみ所属のメンバーが追加されま
す。
　広島エリア関係ではエリアの10年ビジョンの再確認を委員会
で行いました。2020年度にエリア合同で取り組めなかった事を
確認し、ビジョン推進のための検討課題について検討しまし
た。今後、各支部で費用を分担し、会員候補者リストＤＭの発送
を行う予定です。
　支部関係についてです。5/21（金）18:30からZooｍで支部総
会を開催します。サテライト会場を設けるかは各地区会に委ね
ますが、コロナ対応レベルが上がり10名までの会場定員となる
事を想定して、ご検討をお願い致します。委任状は県総会に準
じて、e.doyuとFAXで集めます。

支部理事会報告 e-報編集室より

名簿アプリダウンロード状況　（21 年 4月末現在）

会員名簿アプリのご利用を！
昨年 4 月にスタートした会員名簿アプリ。パスワードは、皆様の会社の昨年 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。
参考として P9にダウンロードサイトのQRコードを載せています。
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