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　同友会外の方々も参加しやすい例会にしようというこ
とで開催された支部例会の報告者は、看板屋として起業
し、同友会入会当時は売上１億程度だったが、現在では
１７億円の売り上げを上げる会社に育て上げた（株）タ
テイシ広美社の会長、立石代表理事でした。コロナの影
響で Zoom をメインとしたハイブリッド例会の形でし
た。

■３つの大きな波

　あたかも順風満帆のようにも思えるタテイシ広美社で
すが、やはり例にもれず３度の困難な時期がありまし
た。第一の波は手書きが無くなりパソコンを使うことが
主流になってきたこと。第二の波はバブル崩壊。そして、
第三の波がまさに今真っただ中のコロナ禍。立石さんの
お話を聞いたことがある会員は多いのですが、今回はそ
のお話の中に新しい波であるコロナ禍が加わっていまし
た。

■オリンピックからのどん底へ？

　オリンピック１３会場の競技看板のお仕事を頂き順調
な中、コロナでオリンピック延長が決まり、急に経営が
困難に。これを乗り切ったのは、コロナが始まって間も
ない２月の時点で「逆に今は何が求められているのか？」
を考えたことでした。出てきた答えはアクリルパーティ

ション。安価な商品なので反対もあったものの、若手社
員達が SNS を使って広めて話題となり、逆に過去最高
売上を出すまでになったようです。

■「いこる」自分になるのは難しい？

　最後に、自分は性格的に「いこる」状況を作るのは難
しいのですが、どうすればよいのでしょうか？という参
加者からの質問に対しては、「性格を変ようとする必要
はない、考え方を変えればよいのです」とのご回答を頂
きました。
　自分がいこり、会社がいこればどんな困難でも乗り越
えられるよい会社をつくれます。しっかりと「いこる」
考え方をしていきましょう。

文：（株）TomTak　毛利 武雄　

広島中支部 7 月支部例会を開催広島中支部 7 月支部例会を開催

「変化に対応、変化を楽しむ挑戦経営」「変化に対応、変化を楽しむ挑戦経営」
〜どんな状況にも対応できる人間尊重の王道経営〜〜どんな状況にも対応できる人間尊重の王道経営〜

報告者：（株）タテイシ広美社　代表取締役会長　立石 克昭　氏（広島同友会代表理事）報告者：（株）タテイシ広美社　代表取締役会長　立石 克昭　氏（広島同友会代表理事）
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え、長く続けていけることを目標にしています。
　今のビジネスを成長させるとともに、他の経営者の方か
ら色々な話を聞ける機会がほしいと思い、同友会に入会さ
れた藤田氏。今後の目標は、今の１対１のパーソナルトレー
ニングから、仲間を広げ、地域の人の健康を支えるヘルス
ケア企業になることを目指しています。これまで色々なジ
ムに行ったものの長続きしなかった、効果があまりなかっ
たという方は、是非一度藤田氏のジムに足を運ばれ、じっ
くり取り組んでみてはいかがでしょうか。

文：勁草法律事務所　片島 由賀
会社所在地　廿日市市佐方 4-6-54-102
ホームページ　https://root-conditioning.com/

■会員紹介コーナー

　パーソナルトレーニングジム root　代表　藤田 竜也氏（ふじた たつや）　氏（中②）

■中①地区会役員会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021 年７月１日

「地区役員会の活動状況報告」
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　藤田氏は２０２０年３月
にジムを開業、今年２月に
会員の塩梅氏より、「経営
のことをしっかり勉強する
といいよ」とアドバイスを
受け、同友会に入会されま
した。以後、経営労働委員
会に所属し、経営理念基礎
講座に参加されるなど、積

　中①地区会の役員会は、毎月第 1 木曜日の 18 時
30 分から約 2 時間ほど Zoom で実施しています。
　昨年、私が広報委員長として役員会に出席をさせ
て頂くようになった頃は、役員の方の事務所をお借
りしての会議でしたが、途中からリアルと Zoom の
ハイブリッドで実施されるようになり、今では完全
Zoom 開催となっています。
　当初は四苦八苦していた Zoom 開催も、慣れれ
ばとてもスムーズに運営されており、議題をパソコ

ン上で画面共有しながら活発な意見交換が行われていま
す。
　中①地区会の今年のスローガンは「共生」～共に生き
抜いていける地区会づくり～『同じ言葉・同じ文脈で語
り合える地区会を目指す。』です。
　中①地区会は中支部の他地区会に比べると少人数です
が、地区会長の吉川氏を先頭に、少人数だからこその連
携で盛り上がっていけるよう、私も例会の企画出しなど
積極的に参加しようと思っています。

文：（株）ＣＦパートナーズ　峠本 正喜　

役員会も zoom で役員会も zoom で

議題をシェアしながら議題をシェアしながら

極的に活動されています。
　 ジ ム の 名 前 で あ る「root」 に は、 運 動 を 通 し て 人 生
を豊かに生きる土台を整えるお手伝いをしたい、とい
う藤田氏の想いが込められています。藤田氏のジムで
は、ただ体型を変えるボディメイクだけでなく、体調を整
えることに重点を置いています。そのため個人ごとにプロ
グラムをしっかり組んで行うのが特徴です。最初に健康診
断結果を基に、５０以上の質問がある問診票にこたえても
らい、どの臓器が弱っているか、体調を整えながらじっく
りと行っていきます。食事指導に合わせて身体の部位を鍛

藤田氏とスタッフ藤田氏とスタッフ

ジム内の様子ジム内の様子



■中③④地区会役員会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021 年７月７日

「地区役員会の活動状況報告」
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　中③④地区会の役員会は山本地区会長を筆頭に良い

地区会にすべく毎月頑張っています。役員会は毎月第

一水曜日の 18:30 から開催。

　コロナ禍で地区役員会は Zoom での開催が続いてい

てリアル開催の役員会ほどの熱気はありませんが、役

員の皆さんは活発に意見交換および討議を繰り広げら

れます。司会を仰せつかっている私がもっとうまく進

行できれば、より良い役員会になるのではといつも反

省。Zoom での司会進行は難しいといつも感じていま

すが、せっかくのチャンスと捉えてテレビ会議での司

会進行（コーディネーター）技術を磨きたいと思って

います。

　新しい試みとしては、今期から役員会の前に地区会

長と小組長を中心とした「幹事会」を開催していま

す。事前に幹事会で役員会での討議事項を精査して、

Zoom でもよりスムーズに、より効率的に役員会を進

められるよう工夫しています。まだまだ改善の余地は

ありますが、より良い中③④地区にする為の取り組み

です。

文：（株）デイ・ディライト　田中 雅也

　中②地区会の地区役員会は
定例で毎月第２火曜日に行っ
ています。
　今年度になってから，各小
組の活動状況の報告を行うよ
うになりました。基本的には

う方法の提案もありました。今後はそれぞれの小組で
実践し、意見交換をすることになると思います。
　役員会最後の挨拶では、マテリテック（株）広島オ
フィスの三上氏が、今鳥取県大山付近の現場で仕事を
しているそうですが、先日の大雨の際に字室会長より
安否の連絡があったとのことで、その気遣いに感動し
たとの話が印象的でした。新型コロナ感染拡大や度重
なる災害発生など、各会員それぞれいつ影響を受ける
か分からないこのご時世ですが、会長の温かく細やか
な気遣いに地区会運営が支えられていると実感しまし
た。

文：勁草法律事務所　片島 由賀

■中②地区会役員会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開催日：2021 年７月 13 日

「地区役員会の活動状況報告」

例会準備や反省会でメンバーに連絡を取っているとい
うことでした。11 月には新型コロナ感染状況を見て
になりますが、1 泊例会の企画や忘年会の準備なども
行なっているとのことでした。
　各小組とも、共通の悩みは同じ小組の方への連絡方
法をどうするかというものです。第３小組はメンバー
全員にメールで連絡が取れるとのことでしたが、他
の小組はメール、LINE に登録ができない人は電話で、
と組み合わせているケースが多いようでした。電話の
場合、会社に掛けたときでも会員さんの携帯電話を聞
く→ LINEQR コードをショートメールで送って LINE
でつながったという話や、今後は名簿アプリのチャッ
ト機能を活用してみてはどうか？という話も出ていま
した。また小組の活動について e-doyu に載せるとい

開会挨拶をする開会挨拶をする
マテリテック（株）三上氏マテリテック（株）三上氏

中②地区会役員会の様子中②地区会役員会の様子

中③④地区会役員会の様子中③④地区会役員会の様子



　

　広報委員の三上と申します。今回は私の中⑨役員会

の感想を書きます。

　中⑨の役員会は最近は新型コロナの関係で Zoom で

の開催が多いです。私は他の地区の役員会に出席した

事がないので他はどうなのか分かりませんが、広報委

員会や活性委員会と比較して言いますと、中⑨の役員

会は時間が長いです。内容も多いのでしょうが、進行

が比較的ゆっくりな感じがします。

　私はというと、自分の報告する番が来るまで報告す

る内容をまとめているのですが、なにぶん広報委員会

から随分日が経っていることもあり、内容をあまり覚

えておりません。

　役員会の資料には各委員会からの議事録も載ってい

て、そこで広報の内容を確認する事が多いです。それ

で「広報委員会からは？」と聞かれたら、「特にあり

ません。」と答える事が多いです。

　他の委員会さんはよくあんなにいろいろ報告する事

項があるものだなー。と思いながら聞いてる事が多い

です。

文：あさがお乳食　三上 良晃

■中⑨地区会例会報告                                      　　　　　　　　         　開催日：2021 年７月 21 日

「企業変革支援プログラム活用講座」
講師：（株）ＰＡＣ　代表取締役　錫木 健一（すずき けんいち）　氏

■中⑨地区会役員会報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021 年７月７日

「地区役員会の活動状況報告」
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　中⑨地区会７月例会

は、企業変革支援プロ

グラム活用講座を行い

ました。講師は東支部

の錫木さん、会場とな

るひとまちプラザのマ

ルチメディア実習室を

使い、更に Zoom にて

オンライン配信をする

ハイブリッド方式で総

勢 30 名の参加となり

ました。

　e-doyu を携帯アプリでしか使ったことの無い会員

もいて、パソコンを活用するよい機会にもなったこと

で、企業支援変革プログラム１・２だけでなく、今後

の中⑨地区会の e.doyu ログインやアンケートなどに

も変化がでることと思います。

文：（株）ルーツ不動産　横山 寛

役員会ではありませんが、Zoom の様子役員会ではありませんが、Zoom の様子

　最近入会した会員は、使ったことの無い機能のため、

ステップ１・ステップ２の冊子を使い、わかりやすく

レクチャーしていただきました。企業の状況を毎年把

握し、企業の状態をよくしていくためには必要な講座

だと感じることができました。 会場の様子会場の様子

講師の東支部（株）ＰＡＣ錫木氏講師の東支部（株）ＰＡＣ錫木氏



■青年部例会報告                                 　　　　　　                 　　　　　　　2021 年７月 15 日

「仲間たちと作るこれからの時代のブランディング活用法～同友会を離れて気づいた経営理念の大切さ～」
報 告 者：( 有 ) 仏壇の小山　取締役　小山馨央（こやま よしひこ）　氏

我が家の天使を紹介します
（株）ウメソー　代表取締役専務　字室 克彦（じむろ かつひこ）　氏（中②）
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　青年部の 7 月例会は、5 年ぶりに小山馨央氏（( 有 )

仏壇の小山）に報告をしていただきました。

　 小 山 氏 は、 現 在、 地 元 の 呉 市 安 浦 町 で、KGS 

outdoor というアウトドアショップを経営されていま

す。なかでも、自らアパレルブランドを立ち上げて、

SNS を使って、SUP フィッシング（SUP の上で釣り

をすること）を広めて、安浦発のカルチャーとすべく、

奮闘されています。

　小山氏の報告では、地方にいても全国に向けてビジ

ネスができて、それが地方創生に繋がること、そのた

めには、自社のブランディングをどうやって確立して

いくのかが重要であることなど、楽しみながらビジネ

スをしていくことなど、変わらず刺激的な内容でした。

　小山氏は、2014、2015 年に青年部部会長をされ

ていて、そこで学んだ人間関係の構築の仕方、リーダー

シップの取り方が、今のビジネスにも生かされている

ということです。

　8 月は、今月の報告内容を体感すべく、小山氏の店

　皆様、こんにちは。
今年度中②地区会長を
させて頂いておりま
す、（株）ウメソーの
字室です。コロナ禍の
状況がなかなか収束に
向かいませんが、こん
な時こそ同友会会員同
士で声を掛け合い、助
け合っていきましょ
う！

初めてのペットで分からない事だらけ、同友会の先
輩方に相談もさせて頂きながら躾もしています！大変
な事もありますがとにかく可愛い！天使！私の癒しと
なっており、この娘を迎え入れて本当に良かったなと
心から思っております。子育てが再スタートした感じ
ですね。
　まだ生後 5 か月、我が家に来てくれて 3 ヵ月、こ

舗の現地視察＆ SUP 体験例会の予定です。

文：弁護士法人　広島総合法律会計事務所

　向井 良

　さて、私事ですが 5 月から人生で初めてペットを
迎え入れた新生活を送っております。トイプードル（タ
イニープードル）の女の子で名前はプティといいます。
　娘も成人し、息子は大学進学で大阪に行きなんとな
く子育ても終わりに近づいてくる中、夫婦で話し合い
迎え入れる事になりました。このままでは 43 歳にし
て老夫婦のような生活になってしまう危機感もあり・・

（笑）

れから先一緒にいろい
ろ楽しんでいこうと張
り切っています。ペッ
ト好きの方、いろいろ
教えてくださいね。

文：（株）ウメソー　
字室　克彦

生後２ヶ月のプティちゃん生後２ヶ月のプティちゃん

生後４ヶ月のプティちゃん生後４ヶ月のプティちゃん
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2021年7月　中支部理事会のご報告2021年7月　中支部理事会のご報告

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 27人 103人 106人 106人
e.doyuログイン数 19人 44人 62 人 52 人
例会参加数 17人 30人 26人 30人
例会オブザーバー数 6人 11人 6人 7人
入会者数 0人 2人 5人 5人

●2021年７月末の各地区会データ

日 時：2021 年 7 月 28 日　 会 場： ひ と・ ま ち プ ラ ザ ＆

Zoom　議長：高橋副支部長　出席者：19 名 /23 名

■報告・連絡・相談事項
県理事会報告…同友ひろしまを参照ください。

広島エリア連協の報告…2023 年の県 50 周年は、支部 25

周年にあたります。支部の周年行事は支部総会や新年互礼会

を合同で行う、などの案を考えています。

仲間づくり委員会…支部例会には、目標の 50 名には届きま

せんでしたが、30 名近いオブザーバーを迎えられました。

すでに数名が入会されています。ぜひ入会のお誘いを急いで

ください。

広報委員会…広報についての勉強会を考えています。「見出

し」の作り方を学ぶために、スポーツ新聞の記者の方にお話

が聞けないか、検討しています。

活性化委員会…9/24 に新会員オリエンテーションを行いま

す。ミニ報告には勝矢代表理事にご登壇いただきます。入会

の詰めの場としても使っていただければと思います。

障害者委員会…広島市立特別支援学校の企業訪問は、先方の

都合で 8/23 に変更しました。三谷製菓さんと東支部のムク

ダさんにご協力をお願いしています。

地域内連携委員会…ベストプロの勉強会は、8/24 に中小企

業らしい IT 化を、10/19 に名簿アプリの活用法をテーマに

行います。12 月に事業継承をテーマに勉強会を検討してい

ます。

支部活動費執行状況…目安は 25％です。全体の執行率は

13.8％で問題は起きていません。7 月に入って地区会活動費

をお振込みしました。

■承認事項
①入退会の承認
入会承認 6 名

中② （株）コスモケア・エナジー　堀島　由利　氏

中② （株）広島オフィス　　　　　吉元　幹雄　氏

中⑨ ( 株 ) 新中央交通  　　松田　泰典　氏

中⑨ （株）ケイブシールド 　　山本　辰彦　氏

中⑨ ( 株 ) ＴＳＬ 　　　　　　辻田　英樹　氏

中⑨ 小料理屋　永山 　　　　　　永山龍之助 氏

退会希望 1 名

※以上、承認しました。※これにより、会員数は 342 名と

なりました。

②役員選考委員会の設置
• 支部のビジョンや方針の継承などに観点を持って進めて

いただきたい。

• メンバーは、副支部長から 1 名（高橋副支部長）、仲間

づくり委員長、活性化委員長、各地区会長で構成し、委

員長は互選で決めます。

※提案が承認されました。

■討議事項
テーマ：「事務局と役員の任務分担について」
問題提起
• 今日この議題を作ったのは、ある方から、「支部や委員

会の運営に、礼節にかける部分があるのではないか」と

いう指摘を受けたからです。それは、様々な仕事・任務

を事務局にゆだねすぎているからではないか、というこ

とです。

• 事務局との関わりをどう作っていくのか、支部理事とし

て支部にどうかかわっていくのか、整理し、互いに助け

合って中支部をもっとよいものにしたいと思っていま

す。

討論：事務局と役員の任務分担をどう進めるか
討論の発表
まとめ
• 皆さんから寄せられた意見は「量と質」についてでした。

• まず、マニュアルの保存場所の確認です。新たな役員メ

ンバーが惑わないようにしなければなりません。

• 経営労働委員会や仲間づくり委員会は人員が増えまし

た。これからどう巻き込んでいくかが課題です。

• 事務局とのかかわり方を整理し、互いに両輪となって活

動を進めていく事が大事です。より良い関係を支部内に

作っていきたいと思います。

• 抽象的なまとめになりますが、一つずつ具体化していき

ましょう。正副支部長も課題を頂いたので、検討を進め

ていきます。

以上　文責：事務局　橋本
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