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　昨年度より広島西支部経営労働委員長を務めさせ
ていただいております。
　昨年は「第４期ひろしま経営指針塾」に西支部か
ら4名が参加し、第１期からの修了生が合計 6名とな
りました。
　委員会では広島エリアや県の経営労働委員会の動
きの共有、広島エリアの勉強会「キホンのキ」（経営
基礎講座）担当勉強会の企画打合せ、支部内の地区
例会での企業変革支援プログラム登録促進などの活
動をしております。

　今期も新年度がスタートし、新たに西支部内での「経
営指針入門講座」を企画し、経営理念・経営指針書
等の作成や、ブラッシュアップに役立てていただき、
支部から広島エリアの勉強会に参加人数を増やし、ひ
ろしま経営指針塾にステップアップしていく活動を強化
していこうと考えています。
　会員の皆さん、一緒に経営労働委員会で学んで、よ
り良い会社にステップアップしていきましょう！

西支部経営労働委員長　高藤孝一
（（株）ファーストスタッフ　代表取締役）

高藤 孝一 氏
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良い会社に、ステップアップ！（経営労働委員会）
地区会活動報告
部会活動報告・編集後記
企業訪問：Re・Treatment Salon MIYUNA 　代表　吉澄澪佑奈 氏　

西支部現在会員数212名
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良い会社に、
ステップアップ！

2019 年度『経営基礎講座』10 年ビジョン勉強会の様子
毎回「楽しかった！」「ワクワクした！」と好評の勉強会。

第3 期ひろしま経営指針塾修了式
の集合写真。後列中央が高藤さん
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　西地区会の４月例会は、毎年恒例の新入会員 PR 例会
を行いました。
　PR 例会は現会員と新会員を結びつける大切な機会で

参加者
32名

新入会員PR例会
　～新しい仲間を知り、異業種・業界動向について学ぶ！～
とき：4月20日（火）　ところ：Zoom・同友会事務局
報告者：荒木氏、李氏・眞崎氏、松井氏、市岡氏、山口氏、前田氏、森保氏

西地区会

　会場定員30名 *、満員で始まった4月例会。
　報告者は（株）島村製作所社長、島村知恵さんです。
人気の高さが伺えます。
　今回の報告はコロナ禍で特に問題が露出した社員との

コミュニケーションが
悩みです。討論前、
初の試みで参加者の
皆さんにエニアグラム
（性格診断）を実施、

自分の性格をある程度分知った上
での討論でした。
　グループ発表では、コミュニケー
ションの具体的手法やアイデア、
社長の心構え等々、精神論的な意
見もありました。
　また、現会長（父親）の存在も
大きく、越えなければならない課
題は沢山有ります。

　今回のテーマは ‘チエちゃんに𠮟られる’ ですが、皆さ
んからの良きアドバイス（𠮟る）を受け止め、苦手意識
を克服し、社員と向き合える自分らしい社長として大きく
成長される事を願います。

記：（株）吉川コーポレーション　吉川　泰正
＊新型コロナ感染症対策で会議室を通常定員半分以下の 30 名に設定し

参加者
38名佐伯地区会

　経営者たるもの健康でないといけないとの想いから例
会の企画が決まり、廿日市地区会には健康についてのス
ペシャリストでもあるお二人の女性会員がいらっしゃるの
でお二人から新入会員ＰＲも兼ねて報告を頂きました。
　まずは、今期入会されました吉澄氏よりご自身のこれま
での理学療法士としての経験などから体調が崩れてから
戻すことの難しさ、整えること・予防することの必要性に
ついてお話し頂きました。ちなみに吉澄氏は女性専用の
サロンを経営され、世界でおそらく２か所しかないという
ノニ蒸しとメニューをされています。

参加者
23名

健康について考える　～「食」と「身体」 ～
とき：4月9日（金）　ところ：Zoom・佐伯区民文化センター
報告者：Re・Treatment Salon MIYUNA 代表 吉澄 澪佑奈 氏
　　　(株)IRORI　代表取締役　高瀬 千鶴 氏  

廿日市地区会

Zoom
併用
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あるにもかかわらず、
昨年はコロナ感染拡
大の影響で実施でき
なかったため、２年
ぶりの開催となりまし
た。
　当日は新入会員７社
８名の方に事務局へお越しいただき、１社１５分という短い
持ち時間の中で、会社概要の報告だけにとどまらす現状の
課題や今後の目標など、皆さん自社の特徴をパソコンのプ
レゼン資料を用いて、わかりやすく説明頂きました。
　あらためて同友会には多くの業種の会員がいることに気付
かされ、今後新しい仲間との活発な交流の機会が増えるこ
とが楽しみとなる例会でした。

記：中国電子機器 (株 )　熊谷　浩明

Zoom
併用

チエちゃんに𠮟られる！～コロナ禍における
　　　　　　　　　社員とのコミュニケーション出来てますか～
とき：4月15日（木）　ところ：Zoom・佐伯区民文化センター
報告者：（株）島村製作所　代表取締役　島村 知恵 氏

Zoom
併用

　次に高瀬氏より「食」についてお話し頂きました。取り
すぎている栄養素や足りない栄養素の摂取の仕方など
日々のちょっとした意識の仕方で改善できる方法も教えて
頂きました。また、新たな事業のおむすびの事業につい
てもお話し頂きました。地産地消や健康など報告でもお
話しいただいた以外に報告作りの中では女性の雇用や働
きやすい仕組みなどもお話し頂きました。
　その後「自社の強み・弱み」についてグループ討論を
行いました。
　例会を通して様々なチャレンジや順調な経営をされてい
ても忙しさなどで「健康」について向き合わないとダメな
のだなと痛感する例会となりました。
　最後になりますが例会当日は他地区や女性部会からた
くさんのご参加を頂きありがとうございました。学びも多
かったこともよかったですがお二人のことをたくさんの方
に知って頂けたこともうれしかったです。

記：( 有 )アナヴァン　今田　敬義



所属：西地区会

会社名：(株 )飯南トータルサポート

名前：後藤  浩二 氏
会社概要：スキー場・キャンプ場・道の駅
・宿泊施設　飲食業の運営
推薦者：山口 和男 氏
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　卒業式実行員長を務めさせていただきました荒川です。
　この度はご参加いただきました諸先輩方、他支部の皆
様ありがとうございました。
　また、この式を行うにあたり、ご協力くださいました多
くの方々にお礼申し上げます。
　このコロナ禍で卒業式を対面で行うか、zoomで行うか
非常に迷いましたが、今まで一所懸命に同友会活動を行
われた先輩方の青年部最後の行事をなんとか皆様ととも
に迎えたいと思い対面で開催させていただきました。
　私自身、初の卒業式参加で時間も少ない中、コロナ感
染対策を伴う多くの準備を行うのも大変でしたが、しっか
りと実行員の方々にサポートをいただき何とか無事開催す

ることができました。実行員及び皆様のおかげで、卒業
生の方々に　“最高の卒業式だった”　といっていただくこ
とができました。
　来年度以降は、卒業式が卒業生の皆様の最高の思い
出となるよう、実行委員のサポートを行っていきたいと思
います。
　誠にありがとうございました。

記：(株 )エイコー　荒川　有佑
*検温、マスクの着用など感染症対策を講じて開催しました。

　春の日差しと共に爽やかな風が吹き新年度の始
まりを迎えた方も多いのではないでしょうか。

　「あぁ緊急事態宣言から一年か…」と思う人もち
らほら。
 　この一年間、先行きが不安で精神的に辛い思
いをした人も多いと思います。

　 経営者は孤独と思っておりますが、同友会で出
来た仲間・学んだ事、そして「良い会社」を作る
事で何事にも動じない会社になり、「良い経営者」

になる事でいかなる困難にも立ち向かい、「良い経
営環境」を作る事で社員一丸となって困難を乗り
越え、乗り越えた先に強固な会社が出来ていると
信じております。

（広報委員 小田 樹成）

参加者
60名

2021年度定時総会＆令和2年度西支部青年部卒業式
とき：4月13日（火）　
ところ：オリエンタルホテル広島

青年部会

編　集　後　記

４月の新会員紹介
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所属：西地区会

会社名：ｆｉｅｒｍｅ

名前：森下 優子 氏
会社概要：洋服のトータルコーディネートや
買い物同行　メイク・洋服に興味を持って
もらう為の教室
推薦者：亀山 篤 氏

  



●はじめに
　今回の「GO　WEST」は、廿日市地区会に今年の１月
に入会されました、Re・Treatment Salon MIYUNA【リ・
トリートメントサロン・ミユナ】さんを取材させていただ
きました。

●事業内容
　佐伯区の某所にて、ノニ蒸しとアロマリンパマッサー
ジ（台湾式足つぼ込み）の施術を通して、働き盛りの女
性を心身ともに健やかに過ごせるようにという想いをもっ
て運営されています。
　栄養素の宝庫であるノニを使った「ノニ蒸し」で全身

を温めながら、良い成分を吸収していくことで、デトック
スや免疫力アップなどの様々な良い効果が期待できます
（ノニ蒸しは世界で恐らく２か所だけ！！）
　あとはお顔以外の全身のリンパマッサージの施術を
行っておられます。
　お客様は女性限定で、働き盛りの方から年配の方まで
幅広くご利用されています。
　
●創業のきっかけ
　「歳を重ねても、病気になっても、人間らしく尊厳のあ
る生活をサポートしたい」という想いを持って、理学療
法士として病院や介護施設・在宅などで長く勤務されて
きた中で、ご自身の体調不良をきっかけに「普通に生活
できることのありがたさ」を体感したそうです。
　どうしても一度病気になってしまうとそこから立て直す
のは大変です。病気になる前の『予防』に吉澄さんは力
を入れたくて、コロナ禍でありましたが創業されました。
　心と身体は繋がっていて、どちらか一方だけが良くても
本当の健康ではないそうです。体温は１度さがると約３
０％も免疫力が落ちてしまうデータもあるようです。身体
は冷やさないことがとても重要なのだと教えてもらいまし
た。
　また顧客様のことをしっかり理解した上での施術を心が
けていらっしゃって、初回の施術の時には３０分以上かけ
てしっかりヒヤリングを実施されているそうです。また施

術した後のアフターフォローにもＬＩＮＥ等を利用して心が
けておられます。
　「施術したあとも大切なのですよ」とおっしゃっていて、
施術していない時間の方が長いのでその間の過ごし方、
考え方なども提案してもらえるそうです。

●今後の目標
　現在はご自宅にて施術されているのですが、ゆくゆくは
サロンの店舗を構えたいという思いを持っておられます。
　また「心身ともに健やかな女性が増えていく」ことをゴー
ルとしてこれからも色 と々取組をされていくそうです。
　近日中に、いま流行りの「ファスティング」を取り入れ
たコースも検討中とのことで、新しいことにもどんどんチャ
レンジされています。

●最後に
　今回取材を通じて吉澄さんに話を伺っていると、
　「本気で顧客様の身体の事を考えている」
ということをとても強く感じました。
　恐らく、どうすれば身体が良い方向へ向かうのかを、
お客様ご本人よりも真剣に考え、提案してくださるのが容
易に想像できました
　男性が利用できないのが非常に残念ではありますが、
一度利用したら吉澄さんの人となりを理解し、リピートさ
れる方が多いのだと思います。

　身体に不調を感じておられる女性の方、また身近にい
る大切な女性の不調を感じる事がありましたら、病気にな
る前にぜひ「ト・リートメントサロン・ミユナ」さんに連
絡をしてみてください。
　きっと心も身体も整えてくれて、充実した毎日を送れる
ように一緒に寄り添ってくれるはずです。

　今回はコロナ禍にもかかわらず快く取材にご協力いただ
きました。心より御礼申し上げます。

記：(株 )STARTS　亀山　篤
【企業 PROFILE】
創　　業：2020 年 9月
会社概要：働き盛りの女性をノニ蒸しやアロマリンパ
マッサージで健やかになれるようサポート
【Re・Treatment Salon MIYUNA】
ブログ： https://ameblo.jp/re-treatmentsalon-miyuna/

Re・Treatment Salom MIYUNA　
オーナー　吉澄澪佑奈 氏

サロンの様子。自然の光が優しく穏やかな気分になれます。
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理学療法士として活躍した経験と病気になる前の「予防」に対する
思いがこもった施術。女性の皆さん、ご自身のメンテナンスこそ
重要ですよ！


