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　今回の発表者は去年入会した「一般社団法人　100年後の広島を創
ろう委員会」の委員長を務めている中島氏。現職は保険外交員として
勤務（MDRTというわずかな優秀な保険員しか取れない資格を取得）。
　同友会はボランティア団体として入会という少し皆と違った入会の
仕方をした事により、最初は自分がここにいて本当にいいのだろうか
…そして入会時がちょうどコロナ禍だった事もあり、誰からも何も連絡
がなく行事の参加方法も分からないしそれを誰に聞いたらいいかも分
からず、ただ会費だけを払い続けて数ヶ月が経過。もう辞めようと思っ
ていた、そんな時、会長、青年部長から今期の役員の申し入れがあり断
われず…。
　そして同友会の仲間数人と高齢者一括サポートサービスを協賛する
事になり、さらにはこの発表の話をもらい辞めれなく…（笑）　ただそ
れだけでなく温かい仲間やら色々な縁に出会い同友会の良さを感じた
と言います。
　中島氏が委員長を務める100年後の広島を創ろう委員会では毎年8
月5日に平和公園でかがり灯を灯す平和行事をやっているのでご興味
ある方はお問い合わせ下さい。協力してくれる仲間を募集中。

7 月 21 日（水）／東地区会例会
「Meは何しに同友会に！？」
報告者：（一社） 100 年後の広島を創ろう委員会　
　　　　                                                    理事　中島 正喜 氏
会場：Zoom・同友会事務局　参加者： 35名（Zoom25名、会場10名）

　記：第一食品工業（株）　竹本 友美（東）

　毎年、家族を交えての安芸地区 7 月家族例会ですが、今年はコロ
ナ禍の為、会員のみの例会になりました。そして、この度は、砂谷
牛乳　久保アグリファームに訪問させして頂き、牛の乳搾り、バター
作り体験をしながら久保アグリファーム　久保宏輔氏の、これから
の展開、展望を伺いました。
　その中で、僕らのような中小企業は、価格競争では、大手には敵
わないからこそ、大手ではできない、体験、そして新しく始められる
酪農、をする事により"付加価値 "をつけていく事を学ばさせて頂き、
とても刺激のある家族例会になりました。
　この度、お忙しい中、久保アグリファーム久保宏輔氏、そして久保
アグリファームの皆様、ありがとうございました。

７月２４日（土）／安芸地区会例会
「自食への過程から経営を学び循環型酪農業への変革 
                                                          ~乳業からNYU業へ~」
報告者：砂谷(株)　取締役副社長　久保 宏輔 氏　　
会場：久保アグリファーム  　参加者： 18名

７月２０日（火）／ 南①地区会例会
「同友会版ビジネスマッチング
　　　　～自社との経済交流を活発にしてくれそうな会員を見つけよう～」
報告者：（同）Members-f　代表　豊田 史子 氏
　　　　Riviere　　　      代表　石橋 良修 氏
会場：Zoom　参加者： 34名

　記：（有）めぐみ　鹿見 勇輔（南１） 　記：（株）タガシラ　田頭 将（南2）

7月２0日（火）／南②地区会例会
「コロナ禍における宿泊業の奮闘記」
報告者：（有）相生館　代表取締役　小田 昭貴氏 
会場：Zoom ・広島の宿　相生   参加者： 42名（Zoom17名、会場25名）

　今回の例会を担当しましたのは第5グループです。そのグループ長
を務めております広島の宿　相生　代表取締役　小田　昭貴様から
の報告でした。今回の例会は会場の広島の宿　相生での参加と、
Zoomを利用した二元開催で行われました。
　昨年より続くコロナ禍において、最も影響を受けているであろう宿
泊業を経営されている小田氏の苦闘と再生への道のりをご報告頂き
ました。コロナ禍によって売り上げが9割減となる中、それまでできて
いなかった従業員との腹を割った話し合いや人員再編や人件費の見直
し、料理の仕入れ先の見直し等々によりスリム化に成功し、コロナ禍
明けには必ずより多くの売上が期待できる体制作りについて語って頂
きました。
　コロナ禍の影響を受けている企業様や店舗様の一助となれば幸い
です。例会終了後に、意見交換会も開催し、忌憚ない意見のやり取り
が聞かれ、開催側も胸を撫でおろしておりました。
　ただ、準備段階はおおむねスムーズに出来たものの、当日インター
ネット中継で音声の途切れや回線のダウンがあり、Zoom参加者の
方々には大変ご迷惑をお掛けしました。伏してお詫び申し上げます。

　今回は、地域内連携推進委員会とＡ班が合同で企画し、テーマを
「同友会版ビジネスマッチング～自社との経済交流を活発にしてくれ
そうな会員を見つけよう～」と設定しました。
　報告者は、地域内連携推進委員会から　①合同会社Members-f　
代表　豊田史子さん、Ａ班からは　②Riviere　代表　石橋良修さん
のお二人。お二人の報告に深みが増すよう対談形式で進行し、①濱村
多賀司行政書士事務所　代表　濱村多賀司さん、②マルニ防災工業
（株）　代表取締役　青野大輔さんにコーディネーターを務めて頂き
ました。
　本例会における「同友会版ビジネスマッチング」とは、同友会活動等
を通じて知り合った「『仕事を依頼したい会員』と『仕事を受注したい
会員』の双方でWin-Winの関係を構築すること」と定義しました。「同
友会版ビジネスマッチング」には、コーディネーター（信頼できる会員）
を介して、①自分が会員（存在・業種・人となり）を知る→②自分の事
（自社の経営的課題）を会員に伝える→③Win-Winの協力関係を築く
という3つのステップがあり、将来的には相互の経済発展につなげて
いく事を理想としています。

　記：（有）金子石材店　金子 幸希（安芸）

7 地区会報告
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　昭和３５年鮮魚店・仕出し店として始まった宮島山一。仕出し店、お
食事処、割烹旅館と様々な形態を営む。インバウンドという言葉がな
い時代より、ヴィーガン、ベジタリアン等の海外の旅行者を受け入れ
る為に惜しみない努力をしてきた。
　ところが、昨年年初からのコロナ禍において、団体旅行がメインで
ある売り上げは激減。今期は通期比較８０％減の状況。そこで個人客
獲得に向けての取り組み、弁当宅配の販路開拓をどうしたらいいの
か？を参加者にグループ討論してもらいました。
　ヴィーガン・ベジタリアン等の特徴を生かし、全国発送はどうか？観
光大使となりSNSで発信していくのはどうか？市内にアンテナショッ
プを開くのは？弁当宅配はやめた方がいい。宮島ガイドと食事のセット
でSNS配信していく等の色々な意見をいただきました。
　山松氏は例会前日まで、何度も何度も内容の打ち合わせをし、当日
は、頭がスッキリとした中で報告ができたようです。お忙しい中、ご参
加をいただきありがとうございました。
　様々な意見をいただきましたこと山松氏も感謝されています。新た
な山松氏を応援ください。

７月１６日（金）／南④地区会例会
「（株）宮島山一　背水の陣」
報告者：（株）宮島山一　代表取締役社長　山松 哲平 氏
会場：Zoom　参加者： 28名

　記：（有）Ｆ.Ｐ.ワークス　本谷 太（南4）

　７月例会は実行委員会制で、経営理念についての勉強会を行いま
した。経営理念を作っていない方を主なターゲットとし、少しでも経
営理念をつくるキッカケになればと企画しました。
　今回は（株）ACROSS 代表取締役　大里　房弘氏に、経営理念
を作成するにはどういったことをするのかワーク形式でご報告頂きま
した。経営理念検討シートを用いて、説明を受けながら参加された
会員の方はシートに記入していきました。
　大里さんの、経営理念の作成について懇切丁寧な説明により、会
場参加の方や Zoom 参加の多くの方が経営理念検討シートの作成を
完了することができました。ご報告ありがとうございました。
　例会報告、グループ討論共オンラインで行い、グループ討論では
活発な意見交換もあったようですが、オンラインでは伝わりきらない、
感じることのできないことも多くあるように思いました。やはり例会
はリアルで、会場でやりたい！

７月２７日（火）／南③地区会例会
「経営理念を作ろう！ ～理念は会社の羅針盤 ～」
報告者：（株）ACROSS　代表取締役 　大里 房弘 氏
会場：Zoom・サテライトキャンパスひろしま　
参加者： 30名（Zoom6名、会場24名）

　記：（有）藤井建築設計事務所　藤井 邦昭（南3）

【 名簿アプリをフル活用 】プロフィール写真を変更しよう！
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チエノワ　オーナー　　
桑田　千恵子（くわだ　ちえこ）
生年月日：1978年5月26日
血液型：A型
事業内容：ＢＡＲ・スナック
趣味：ゴルフ・料理・手芸

ハヤブサ代行　代表　
斎藤　貴司（さいとう　たかし）
生年月日：1976年10月14日
血液型：O型
事業内容：代行業
趣味：魚釣り

司法書士・土地家屋調査士　合同
事務所　安芸法測
倉田　潤平（くらた　じゅんぺい）
生年月日：1975年9月12日
血液型：O型　
事業内容：司法書士業
趣味：ゴルフ

　今月２周年を迎えられた、薬研堀でＢＡＲ
チエノワのオーナー桑田千恵子さんをご紹介
します。
　以前は関東で全く別の仕事をされていまし
たが、地元が広島という事で帰郷され、５～
６年間修業をされた後、２年前にオープンさ
れました。
　コロナ渦で休業を余儀なくされている中、
２周年を迎えられた事は感慨深く「お客様・
スタッフ・同業者の皆様に感謝です」と話さ
れます。店内はとても落ち着いた雰囲気で、
チエノワさんは「紹介制」で、紹介者様が不
明の一見様は、ご遠慮願ってますので、安心
してくつろげます。それで同友会の方も足しげ
く通われているのでは？（笑）
　桑田さんは、お店がお客様の社交場になり、
面識のないお客様同士で話が盛り上がり、楽

し ん で い
らっしゃる
様子を見る
のが、一番
幸せで嬉し
い で す！」
と。オーナーとしてのお考えは、信頼してスタッ
フに全て任せる事！
　こんなお話も…スタッフの働きぶりを見られ
た常連さんから、「ここのスタッフ、うちで働
いて欲しい」との話があり、その常連さんの
会社に就職が決まったそうです。
　桑田さんとしては、「行かないで！ここに居
て！」でしょうかねえ？（笑）
これからもっともっと、ご縁の輪が拡がる様
に！…と話されています。

（会社を経営するきっかけは？）
　もともと、斎藤さんは長距離トラックの運
転手をしていたのですが、子供との時間を大
事にするために運転手を辞めて地元の工場
で就職しました。やはり、前職の収入の方が
よくてその穴埋めに代行運転のアルバイトを
始めました。
　3 年間ほどアルバイトをしていた矢先、バ
イト先の代行運転会社の経営者が突然、会
社をたたむと言い出したので、そこの従業員
と一緒に代行運転の会社を立ち上げました。
（社名の由来は？）
　特に理由はないのですが、ハヤブサ代行
はもとの社名をカタカナ表記にしたものです。
最初は、事業を継承して会社を運営する話
だったのですが、引継ぎが上手くいかなくて
新規に警察署に行って手続きをしました。

　顧客の情報が貰えなくて立ち上げ当初は、
いぜん利用してくれたお客様の車にチラシを
配って回りました。その効果か、少しずつお
客さんが戻ってきました。
（コロナの影響は？）
　最初に描いていた売上げとは程遠いです
が、仕事がなくてもバイト・従業員が 1 人も
辞めずについてきてくれています。
（5年後の目標は？）
　「広島の代行運転は、迅速・丁寧をモットー
のハヤブサ代行！」と言われたい。

【会社について】司法書士登録後、司法書士
事務所で勤務し、平成 26 年に独立。高校の
同級生で土地家屋調査士の赤司淳平氏ととも
に合同事務所を開設。合同事務所（司法書
士と土地家屋調査士）のメリットは、不動産
に関する専門家で親和性が高く、一箇所で両
方へ依頼することができること。現在は不動
産登記関係の仕事が多く、取引先の紹介で
顧客が増えてきた。登記はミスができない仕
事なので大変とのこと。事務所スタッフはパー
トさん含め9名。
【新型コロナウィルスの影響は】仕事の数では
あまり影響がないが、本人確認（会う）が大
変になった。
【資格を取ろうと思ったきっかけは】前職はホ
テルマン。夜勤が大変で転職を考えたときに、
もともと広島大学の法学部だったので、資格

を取って独立開業できる職
業として司法書士に挑戦しよ
うと思った。1年間猛勉強し、
見事司法書士試験に合格。
前職で身につけた丁寧さを
司法書士でも活かしている。
【大切にしていることなど】地元である安佐北
区・安佐南区の力になりたい、お客様や取引
先にとって敷居の低い事務所でありたいと
思っている。
【同友会入会のきっかけは】さくらホーム株式
会社の荒谷社長に誘われて入会（2021 年 6
月）。
【ご家族】奥様。9年前に結婚。
【趣味のゴルフは】最近、あまり行けなくなっ
て回数は少なくなった。せっかくのご縁、同
友会の仲間と行けたらいいなと思っている。

記：松橋印刷(株)　浜野 英子（安芸）

記：アイウイングス（株）　相原 亮（東）

記：（行）ライフ 永戸 康弘（南１）

BAR チエノワ     OPEN 20:00 ～26:00
広島市中区薬研堀 6-19　筒井ビル3F  TEL082-241-7787  



 濃厚焦がしニンニク鶏白湯そば↑ こってりの調整可能でお好みで楽しめる。
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河角昌宏税理士事務所　代表
河角　昌宏（かわすみ　まさひろ）
生年月日：1966年10月3日
血液型 ：B型
事業内容：税理士業
趣味：読書

（株）コーセン　代表取締役
佐々木 建治（ささき　けんじ）
生年月日：1978年9月28日
血液型 ：O型
事業内容：建築・不動産・介護
趣味：ゴルフ

くろはるはれ

鶏白湯ラーメン　麺匠　黒春晴
店主　井町　浩 （いまち　ひろし）
生年月日：1973年12月11日
血液型：Ｏ型
好きなこと：ラーメン食べ歩き(他県に行
く時は1日4件ラーメン屋をはしごするこ
とも)

　今月ご紹介する河角さんは、国税局を早
期退職し、税理士事務所を創業しました。事
業内容は、税務顧問・記帳指導（一部記帳代
行）・決算、申告業務・税務調査対応・キャッ
シュフローコンサルなどです。
　河角さんにはお父様やご兄弟が若くして
亡くなったご経験があり、ご自身が５０歳を
迎えた時、「まだ生きていいんだ」という思
いを持ったそうです。５０歳を迎え、これか
らの人生は別の人生を歩みたいという想い
から、３３年間勤務した国税局を退職し創
業したそうです。
　退職して一年後の自分を考え、何かに取り
組みたいとの思いを持っていた時、南②地区
会の板坂裕治郎さんに出会いました。板坂
さんや、税務署時代にお世話になった石田
佳夫さんに声を掛けてもらって、２０１９年３
月に同友会に入会されました。

　所属グループの活動が活発で、月１回の
ミーティングやレクリエーションなどで会員
間の繋がりを得たことや、例会に参加してグ
ループ討論などで様々な経営者の意見を聞
くことに同友会の良さを感じておられます。
会員間の繋がりや他の人を思いやる優しさ
に触れ、コロナ禍だからこそ、普段当たり前
と思っていることが実はとてもありがたいこ
とだと気づかされたとも仰っています。
　自社の強みはこれから探っていく段階と
のことですが、国税局勤務時代の法人税調
査の経験、管理職としての部下育成の経験
を生かして、経営者の困りごとの本質や悩み
事に臨機応変に対応できる存在を目指し頑
張りたいとのことです。 

　今月のポジティヴさんは、今年の3月に入
会された(株)コーセンの佐々木さんです。事
務所に伺って先ず目に飛び込んできたのが
ドラゴンフライズの選手の垂れ幕で、スポ
ンサーをされていて試合会場に付けてある
ものだそうです。
　佐々木さんは長らく介護の現場で実務や
管理の仕事をされ、その経験を生かして平
成23年に介護系のコンサルティング会社を
立ち上げられました。その業務の中で介護
施設建設のアドバイスをされた時、建築を請
負られていた現会長と意気投合され、お互
いの業務発展のため平成24年に(株)コーセ
ンを創業されました。
　社名の由来は工事専門→コーセンだそう
です。業務内容は建築・不動産・介護で社員
数は現在7名です。外注にお願いすることも
あるので、今は従業員を増やしたいという

事で、建築の比重が大き
くなりがちですが、収益
に波があるので収益安
定の為三つの柱をまん
べんなく伸ばしていきた
いそうです。

　(有)山進エンタープライズの山﨑さんが学
生時代からの先輩だそうです。知ってる方か
らの紹介ならということで同友会へ入会さ
れました。
　コロナ禍であまり参加出来てないのでま
だよくわからないということでしたが、8月の
例会には参加されるそうで、参加機会を増
やしていきたいとのことです。
　建築・介護・スポンサーと地域社会に貢献
されている佐々木さんでした。

【新しい人生の訪れ】
　コンビニを15年経営していた井町さんに、
知人から「ラーメン店を買い取らないか」と
いう話が舞い込んできたのが転機でした。

【始めたばかりの新事業に訪れたコロナ禍】
　黒春晴買い取り直後にコロナ禍で大打撃
…！しかしデリバリーを開始したり、スープと
相性がよくてよりのびにくい麺に変更するな
どで、ラーメンをコロナ禍でもおいしく食べ
てもらえるよう日々奮闘されています。

【ラーメン好きな井町さんの想い】
　お客様を大切にし、一生懸命ラーメンを
作って精一杯おもてなしをしたいとのこと。
話好きでお客様と盛り上がることも。嬉しい
ことに井町さんトークが目当てでラーメンを
食べにこられるお客様も増えているそう！

【夢】
　既存のお店の買取りの話が新しくきてお
り、複数店舗経営の道が見えてきています
が、それとは別で、自分で一から新しいお店
を作りたいとのことです。

取材班も看板メニューのラーメンをいただ
きました。こってりだけど食べやすい…クセ
になるお味です。薬研堀通り沿い、仏壇通り
との交差点から北に20mの黒春晴のラーメ
ンと井町さんとのトークを、お楽しみくださ
い。（営業時間 11:30～14:30/18:00～5:00）

記：（株）ケイスタイル　木梨 貴之（南２）

記：(株)野田工業　野田 寛史（南３）

記：SONGS白川　白川 悦子（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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ひと

　「ビション検討シート」という広島県青年部連絡協議会の雛形を使い、メンバーのビジョン（理想像）
を言語化・数値化することで会員同士がお互いを知るキッカケを作ったり、ビジョンを語り合うとい
う目的で例会を行いました。　
　ビジョン検討シートをもとに複数の発表者から報告を行い、メンバーから質問をするという形式で
したが、発表者の人となりや将来に対する考え、また普段の会話では知ることが出来ない話を聞くこ
とが出来ました。
　私自身今回の例会で発表をさせていただき、曖昧だったビジョンが少し見えたような気持ちになり
ました。自分が考えていることを言葉にすること、書くことで夢が現実に近づくものだと思いますし、
また繰り返していくことが成長に繋がるのではないかと思いました。

都市環境整備（株） 和田 洋一郎



ｅ-報 Ｎｏ．１７１　-１５-

７月度新会員紹介
【７月度退会者１名】

２０２１年度　会員数６００名（７月末現在）（２０２１年度期首５９７名）
　安芸地区会６７名（７０名）、東地区会９５名（９３名）、南１地区会１０２名（１０１名）
　南２地区会１３６名（１３２名）、南３地区会１２８名（１２８名）、南４地区会７２名（７３名）

　コロナウィルスの影響により、昨年開催の予定であった東京
オリンピックが一年延期になったのは周知のとおり。一年経っ
た現在、収束に至るには程遠い状況の中、また東京が緊急事態
宣言の真っただ中、オリンピックは開催されました。
　開催に至るまで賛否両論ありましたが、始まってしまえば、開
催当初から自国開催の地の利も活かし、日本は過去最高の成
績を収めており、明るい話題が尽きません。日本だけでなく、明
るい話題に救われている方も世界中に多いことと思います。私
もたくさんの感動をいただきました。
　しかしこの裏で、今もなお苦しんでいる方も多いのが現状で
す。今後もしばらくコロナ前の経済状況には戻れそうにはあり
ませんが、一刻も早く少しでも経済が回る世の中に戻すことが
望まれます。
　昨年は効果があった緊急事態宣言の発動ですが、感染者が
減るのはひと昔のことで、現在は度重なる我慢の限界と、変異
株の猛威にさらされ、感染者数が日々増え続けています。この
質の悪いウィルスに対抗するためには、もはやワクチン接種に
頼るしかない状況です。しかしワクチン接種に前向きでない方
が若い世代を中心に多くいるようで、理由は副作用が心配だか
らだそう。
　私も当初、ワクチン接種に前向きではありませんでしたが、正
しい情報を知ることで解消されました。先に接種した方のお話
を聞くことで、接種に対する不安の解消に繋がったと思います。
実際、先日２回目の接種を受けたのですが、翌日少し熱っぽく
なった程度で、私の場合ほとんど問題はありませんでした。持
病のため接種が出来ない方や、接種対象外の12歳以下の若い
方に感染させないため、また身近な大切な方を守るためにもワ
クチンを早めに接種し、安心安全な環境に近づけたいですね。

　記：（株）広島カートン製作所　金川 慶丈（南1）

　去る７月２８日、広島東支部理事会が参加者27名で開催され
ました。
　県理事会報告についてです。会員数の動きについて、6月会
員数は8名増加し2,650名となりました。7月は入会24名、退会9
名の予定です。2,700名に向けて各支部とも増えています。役員
オリエンテーションが7月より始まります。支部としても22人の
参加登録があります。経営フォーラムについてです。東支部とし
て、分科会を担当します。本日の支部理事会に企画を出して、再
検討します。
　政策委員会では9月8日（水）に広島県との懇談会を開催する
ことになりました。お互いに報告者を選出します。『2021年度　
第１回　会員企業の経営課題と政策提言についてのアンケー
ト』を行い、900名以上の回答を頂きました。
　広島エリア関係です。飲食店を応援するナイトマップの制作
をし、6～7月で発送しました。また食事中心のマップも制作中で
す。「行かにゃあい券じゃろ」の利用可能期間を2021 年12 月末
までに延長しました。また、各地区会に割り当てとして券の販売
をお願いします。増強のため、会員候補者リスト(過去5年以内
に代表者変更をした会社)に対してFAX-ＤＭの発送を予定して
います。
　支部関係についてです。前期活動補助金を7月上旬に各地区
会に振り込みをしました。ロジクールのWEBカメラセットを購入
し、各地区会へ貸与します。
　8/20（金）に新会員オリエンテーション開催。Zoomでの配信
メインとなりますので、各地区会は新会員さんが集まる会場を
手配して下さい。9/14（火）に会員交流イベント開催します。
Zoomで交流会を企画しています。11/26（金）仲間づくり例会開
催です。オブザーバー参加などリストアップをお願いします。

支部理事会報告 e-報編集室より

環境経営委員会　ローカル SDGｓのロジックで考える
「ビジネスと社会課題の同時解決方法」

【日時】2021 年 9月 28 日（火）18 時 30 分～ 21 時
【場所】同友会事務局・Zoom
【講師】特定非営利活動法人 ひろしまNPOセンター
　           専務理事・事務局長　松原 裕樹氏

講師プロフィール
1982 年広島生まれ。NPOや企業、渡米経験を経て、環境、教育、観光、地域づくり、防災などに関する事業の企画、運営、
コーディネートを行っている。2017 年からひろしまNPOセンター事務局長に就任。
豊かな市民社会の実現に向けて、NPOやボランティア活動の支援、地域課題の解決や SDGｓの達成に向けた多様な団体
との協働に取り組む。内閣認定地域活性化伝道師



　会員のみなさん、ご存じでしょうか。この度、コロナ禍を機に
同友会内で、飲食業種及び関連業種を主にする経営者が連携して、
「一社も潰れない」との想いのもと飲食部会を立ち上げました。既
に様々な取り組みで生き残りをかけて奮闘中です。現在、行政・
金融機関・その他で支援を戴いておりますがまだまだコロナ以前
の活気ある街に戻るには相当な時間がかかりそうです。

　メンバーは日々情報共有し、知恵を出しながら自社を復活させるために頑張って
いますので、その姿を直にご覧になりながら有意義な時間を過ごしてみてはいかが
でしょうか。今後とも是非、温かい心での応援をよろしくお願い申し上げます。

ｅ-報 Ｎｏ．１７１　-２２-

同友会　飲食部会より

飲食部会リーダー
道垣内文夫

各店舗
での

特典あ
り

飲食店応援サイト
どーゆーいーと

飲食店を運営されている同友会会員さんのお
店です。料理、エリア、目的別に検索するこ
とができます。飲食店をご利用の際はご活用

同友会の会員で流川・薬研堀界隈にある夜の
お店のマップです。２・３次会でのご利用にお役
立てください。

�����������

　食の部としては、『イートイン』『テイクアウト』に
繋げて行くために！そのお店が、どんなお店で？ど
んな料理を出すのか？と言うテーマに基づき、
【どーゆーいーと】webサイトを立ち上げたり！コ
ロナ禍の収束後、皆様の交流の場としても使って頂
きたい思いから《いかにゃあい券じゃろ》同友会 本
部と連携して発行いたしました。
　まだ行った事のない！会った事のない！方々と
繋がって、これからの思いを深掘りし 5 年後、
10 年後の未来設計を現実の物にしてもらいたい
です。　　　鉄板・お好み焼き　修竜　大串修二

　飲の部(夜の街関連部会:通称・夜連会)にて幹事
的ポジションを勤めておる宇高新でございます。
　本来であれば広島エリア飲食部会として活動を
始めたグループではありますが『飲』と『食』では営
業スタイル・時間・対応策が大きく異なる部分が多
い為、４月の会議にて２つに分ける事となり、夜の
街に特化した問題に対する討論を重ね、２ヶ月も
経たず現在、第六回。
　この熱量を更に向上させ皆様に元気をお届けし
たいと思いますので応援お願いいたします。　　
　　　　 　 　　　　   （株）ＥＮＴＡＳ　宇高新

飲の部より

下さい。

利用期限が 12/31まで延長になりました。
この券をご利用の方には
お店ごとの特典があります。
お求めは同友会事務局まで！！

「いかにゃあい券　」
じ
ゃ
ろ

食の部より
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