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今回もたくさんの経営者さん
ちのペットが集まりました。P２４



広報委員会編

　　　   なさん、こんにちは！ いつも会報誌をお読みいただき、

　　　   ありがとうございます。今月よりこちらのページを使って

広島東支部各委員会の紹介をシリーズで掲載していきます。まずは

第 1弾として広報委員会の紹介です。

　広報委員会とは何？ということですが、皆さんへ毎月２０日頃

に青い封筒で送られてきます会報誌「ｅ－報」を企画校正する委

員会です。もとは各支部単独で発行していましたが、２０２０年

１月より広島４支部（広島エリア）が一つの冊子になった

「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＮＥＴ」に変わりました。

み

　広報委員会では毎月委員会を行っています。「ｅ－報」表紙の写真決め、例会報告や会員紹介のポジティ

ヴさん取材の進捗確認、偶数月には特集ページの企画などを立案しています。また、どうやったら読み易く

なるか、どういった写真の撮り方をしたら見映えが良くなるかなど各自で研究し、試行錯誤しながら制作し

ています。一番大変なのはポジティヴさんの取材です。実際に会員さんの会社やお店に訪問し取材をしてい

ます。しかしこの取材が実は会員さんから色んなお話が聞けるプチ体験報告となり、広報の中で一番勉強に

なる活動ではないかと思っています。

　現在は、広島４支部（広島エリア）それぞれで文字の大きさなどがバラバラのレイアウトになっていますが、

来年の５月号よりレイウアトが統一され、リニューアル予定です。今後も新しい企画など準備をしていきま

すので、ご一読をよろしくお願い致します。
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　今回、私共の例会 学ぼうぜ！SDGs！自社にひとつは持ち帰ろうぜに
(株)Taiseiの村重さんにお越し頂きました。(株)Taiseiさんの理念は
Information for Life  情報で人々の暮らしを豊かにです！！！その一環
としてSDGsを推進して行く活動を行っております！
　SDGs...最近良く聞くが余り分からない。話しが壮大過ぎて中小企業
向けではない。結局は大企業向けですよね？と思ってた方も多いと思
われますが、話しを聞くと中小企業でも大丈夫みたいです！後は村重
さんの柔らかく、抑揚の聞いた聴きやすい声で凄く身に入りました！1
～17全てに当てはまらなくても1個以上は当てはまると考えられます！
　弊社もSDGsを取り入れており、いかに従業員やその家族、自然環境
には何が良いかを日々模索しております。新しい物を買う、新品を使う
だけではなく、今ある物をどうにかゴミにせず再利用出来ないかなど
を考えるようにしています。循環、持続させる、それだけで環境が良くな
ります。ジェンダー問題、ディーセントワーク、ES向上などはこれからの
課題です。少し意識を変えるだけで様々な事柄がSDGsに当てはめれる
なと感じ、凄く為になる例会でした。
※SDGsのカードゲームを経験したかった
です

９月２７ 日（月）／東地区会例会
「学ぼうぜ！ＳＤＧｓ！～自社にひとつは持ち帰ろうぜ～」
報告者：（株）TAISEI　村重　純也 氏　　
会場：Zoom     参加者： 30名

　記：（株）林商会　小森 真（東）

　自ら経験してきた苦労話を交え
ながら夫である社長および社員と
歩んできた 30 年間について報告
がありました。社長および岡崎氏
の経営に関する考え方、社員と
の接し方、社会情勢の変化（バ
ブル崩壊、コロナ禍）での会社

存続のために努力した事など色々な切り口でのリアルな報告はたい
へん勉強になりました。
　『会社を守る就業規則であり、社員を守る就業規則ではなかった』
ところからはじまったが、経営理念を明確に掲げ、経営計画に社員
の想いや考えも取り込み、社員が働きやすい環境整備を行った結果、
売上／生産性の向上につながり計画達成の近道になったそうです。
　報告の最後に岡崎氏から『会社の最大の顧客は社員』という言葉
がありましたが、この 30 年間で経営者と社員の向き合う姿勢の大き
な変化を感じた瞬間でした。
　その他、今回の報告の中で記憶に残った言葉は、●人を活かす経
営を実践していれば働き甲斐につながる●人の『おもさ』は皆同じ
●いま、生涯現役社会へ●社員はかけがえのない家族●人間尊重の
経営●制度を取り入れる風土が必要
　当たり前のように感じても意外と自社に当てはめてみると実践でき
ていない部分があるかもしれません。
　ご参加頂いた方は、本日の実経験に基づく貴重な報告をぜひご自
身の会社経営や働き方改革の参考にしてみてはいかがでしょうか？

９月２２日（水）／安芸地区会例会
「社員と共に作る働き方改革で定着率97％の道」 
～コロナ禍の中でも働きやすさが社員の働き甲斐へ～
報告者：（株）オーザック　専務取締役　岡崎 瑞穂　氏　　
会場：Zoom　参加者： 58名

９月２７日（月）／ 南①地区会例会
「いつもポッシブルシンキング
　　　～土井語録の秘密～　やっぱり明日元気出そう！」
報告者：（有）江能環境整備　代表取締役　土井 啓嗣 氏
会場：Zoom　参加者：33名

　記：（株）スギコー広島　植田 浩之（南１） 　記：（株）ａｌｔａ　ｓｏｔｔｏ　髙下 修二（南2）

９月１４日（火）／南②地区会例会
「組織委員会　交流イベントに参加しよう」
会場：Zoom    参加者： 113名
※9月25日（土）南②地区会家族例会中止のため

　これまでに接点の無かった他地区会の方との新たな交流、またお
久しぶりにお会いする方とも交流を深められるいい機会でした。
　ざっくばらんとした Zoom 飲み会とは違い、ブレイクアウトルーム
を使って通常の例会で行うグループ討論さながらに、グループ長をた
てて参加メンバーに話をふり、会話を進めたことで良い会になったの
ではないかと思います。
　さらに２回のブレイクアウトルームの合間の休憩時間でも、全員(全
体 ) が表示された画面越しに地区会の垣根をこえて会話が飛び交い、
交流が図られていたのが印象的でした。
　特に南②地区会では、同月にリアル開催を予定していた家族例会
がコロナウイルス感染状況の悪化や緊急事態宣言をふまえて中止と
なってしまったため、違った形で会員間の交流を深めることが出来ま
した。参加人数も 100 名を超えていたようで、組織委員会の皆様お
疲れ様でした。そしてこの度のような Zoom を使っての交流も良い
ですが、これが早くリアルで出来るようになることを願って止みませ
ん。

　前向きになる言葉の力を共
有してもらおうという内容。　
・土井さんだからこそ発せら
れる言葉
・悩める班員に送り続けてき
た言葉
・経験に裏付けられた言葉　
を進行役の村上さんが班会で

のエピソードを交えて土井さんから引出しました。
　B班の班活動が見える内容でした。皆、大なり小なり悩みはあるもの
です、それを一人で抱えるよりか仲間と共有して一緒に考えることで前
向きに考えられる、悩みを打ち明けることができる関係作りが、同友
会活動を行う上で大事だと、岡野班長の班活動の報告としてとらえる
ことができます。
　力のある言葉を改めて文字に起こすとも大事だと思いました。グ
ループ討論では、それぞれの悩みを少しだけ共有、初対面同士だと言
いにくいそんな場面もあり、関係づくり大事だと感じました。

　記：（株）Ａｔｔｒａｃｔ Ｏｎｅ　笠毛 貴久（安芸）

9 地区会報告
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　「わくわくの伝道師」と銘打ったこの例会では、報告者のお二人か
らは、ご自身の体験を振り返りながら様々な転機やそのときそのと
きの想いをお話し頂きました。
　報告の途中からはコーディネーターを交えた三者による談話にな
り、報告者同士の意見交換や突っ込んだ質問などが出たことで、例
会に参加した方々に響くお話しが多々出てきました。
　例会に参加された方から寄せられたアンケートでは、本例会の狙
いであった「わくわく」の他にも「ドキドキで一杯」や「キラキラと
していた」など、多くの表現で好評を頂きました。

９月１７日（金）／南④地区会例会
「わくわくの伝道師
　　～若き経営者と時代を超えてきた経営者の『わくわく』とは～」
報告者：新和金属（株）  　　代表取締役社長   新谷 浩之 氏
　　　（株）ヒューマックス   代表取締役社長   澤田 英治 氏
会場：Zoom　参加者： 36名

　記：ｖｅｒｎａｌ ＬＬＣ　香林 信一（南4）

※記事と写真が締め切りまでに到着しませんでした。

９月２７日（火）／南③地区会例会
「同友会で芽生えた向上心 ～史上最も頼りない例会～」
報告者：virgin-Road（バージンロード）　
　　　　　　　　　　　　　　代表者　川口 弘美 氏
会場：Zoom　　参加者：70名

　記：（南3）

環境経営委員会「ローカルSDGsのロジックで考える『ビジネス課題と社会課題の同時解決方法』」
報告者：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 祐樹　氏

日時：9月28日（火）　場所：Zoom　参加者32名

組織委員会　交流イベント「そうじゃ!同友会に行こうやー!!」
日時：9月14日（火）　場所：Zoom　参加者113名

　Zoom の勉強会ではありましたが、参加者の方々には何か持ち帰りが
あったのではないかと思います。松原さんの言葉で印象的だったのは
「SDGs は社会の持続可能性の話、では日本は持続可能ですか？、広島は
持続可能ですか？あなたの会社は持続可能ですか？あなた自身は持続可
能ですか？」と参加者に問いかけました。環境問題は地球の話として、
自分事にできない人も多いですが、人が集まり、会社を運営し、社会が
あり、すべてはつながっているのだと、改めて気づくことができました。
最初は興味本位でもよいと思いますので、ぜひ SDGs を学んでみてくだ
さい。意外と普段当たり前にされている業務が SDGs につながっている
かもしれません。
　環境経営委員会では、引き続き勉強会を開催したいと思います。お声
かけすれば、地区例会にも松原さんは講演していただけると思いますの
で、ぜひ今回をきっかけに、各地区会でも SDGs を学ぶ機会を作ってい
ただければ幸いです。

　増強の「強」がテーマでコロナ禍の今、地区会でも集まれていない。
だからこそ、今、同友会の仲間たちと地区会の枠を超えた会員間交流を
図る場として企画しましたが、当日は 100 名を超える会員の皆さんにご
参加いただきました。
　「どーゆーいーと」を活用してもらう為、交流前に簡単な説明をして
いただき、20 グループに分かれ交流していただきました。飲食をしな
がら自己紹介をしていくというラフな感じでの交流でしたが、参加され
た方からは、「楽しかった」「一緒に飲みに行こうと約束した」「またやっ
てほしい」という声をいただき、完全 Zoomという形ではありましたが、
開催してよかったと思いました。開催するにあたって、支部組織委員長
を筆頭に各地区組織委員会が声掛けをしてくれたおかげで盛況だったと
思います。この場を借りて厚く御礼申し上げます。また、ご参加いただ
いた皆様、誠にありがとうございました。

　記：環境経営委員会　委員長　川端 順也

　記：(有)イージャパン21　相澤 宏樹（南2）
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（株）ＪＲＣロジネット　代表取締役社長
東矢　剛（とうや　つよし）
生年月日：1969年7月28日
血液型：AB型
事業内容：引越全般より不用品回収 生
前・遺品整理 不動産仲介
趣味：球技（野球・サッカー・パチンコ・麻雀・ボウリ
ング・ビリヤード） 小学校4年生と中学校1年生の子供
と遊ぶこと

（株）コーエー　取締役
瀬川　雄貴（せがわ　ゆうき）
生年月日：1984年10月13日
血液型：AB型
事業内容：ビルメンテナンス・警備業
趣味：旅行・サウナ

（株）太陽　代表取締役
木下　慶一（きのした　けいいち）
生年月日：1971年3月30日
血液型：AB型　
事業内容：LPガス販売など
趣味：ゴルフ・バイク

　『お客様のニーズに応えたい』という強い
思いをお持ちのJRCロジネット東矢さんに取
材をいたしました。
　引っ越し業から始まった事業を、今や引っ
越しにまつわる全ての業務を一括して引き
受けられています。非常に柔軟性の高い事
業展開で、取材をさせていただきながら非
常に勉強になりました。
　創業当初は引っ越しをメインに新築やマ
ンション、高齢者の引っ越しなどをされてい
たそうです。しかし引っ越しというのはその
後に『何か』がつきものです。何かというの
は、例えば高齢者の施設への引っ越しであ
れば、その方が住んでいた家を売るのか、売
るにしても生前整理、不用品回収や車などの
リサイクル、ハウスクリーニング、リフォー
ム、売却・・・とさまざまなことを考えなけれ
ばなりません。とても大変なことですし、な

にからしていいかわからないですよね。
　JRCロジネットさんは、引っ越しという業
務の中で、こういったニーズをいち早く汲み
取り、コロナ禍で全てを一括して受けられる
体制を整えられたそうです。
　つまり、引っ越しだけでなく、生前整理・
遺品整理・買取・不用品回収・ハウスクリーニ
ング・リフォーム・不動産売買をJRCロジネッ
トさんにお願いするだけで一括でご対応い
ただけます。
　そういった体制をいち早く整えられたの
も、東矢さんと社員さんの風通しの良さがあ
るからだと感じました。普段気をつけている
ことは何かと伺うと、『判断が疎かにならな
いよう社員の言葉に毎日耳を傾けている』と
のこと。そんな東矢さんだからできたことな
んだと、取材をしていて非常に勉強になりま
した。

入会１年目の瀬川さんにインタビューしまし
た。
【入会動機は？】４年前、小学校の恩師を労
う集まりがあり、その時に（株）トスクの神
農さんにばったり会ったのが入会へのきっか
けでした。東地区会入会と同時に青年部にも
入られて、コロナ禍でも元気がよくて「なん
て前向き」な青年部会員にびっくりされたそ
うです。
【経営の悩み】会社の経営状況は、この状況
下でも順調に行っているそうですが、創業５
０年老舗ならではの悩みがあるそうです。
悩みその 1 …最近は、ビルメン事業に参入す
る業者が多く競争が激しくなっている。
悩みその 2 …高齢者が多くて世代交代がうま
くいっていない。

【今後の方針】まだ、経営トップではないので
思い切った施策は打てませんが、市や県の物
販の入札などに参加して今後の事業に育てる
事もしています。徐々に若い人を採用して若
返りを図っています。
【一番大切にしている物】
妻と生まれてくる子供です。
【おすすめの旅先】瀬川さん、旅行が趣味と
いうことで、おすすめな場所や旅館を聞いた
ところ「鳥取県の
望湖楼」でした。
料理も眺めも絶品
らしいです。また、
Go to トラベルが
始まったら行って
みましょう。

　今月、ご登場いただきましたのは、板垣地
区会長からのご紹介で加入されたプロパン魂
あふれる（株）太陽の木下さんです。祖父様
が設立され今年で創業 81 年目のプロパン会
社に 2011 年、三代目の代表取締役として就
任されました。
　創業当初の祖父様は、練炭を販売されてい
たそうですが、時代の流れと共に練炭の需要
数が減少した為、プロパンガスの方へ事業を
移行されたとの事です。本来は、無味無臭の
為、人間が異変を認識出来ず、事故につなが
るので、すぐ察知できるようにわざと匂いを
つけています。また、プロパンガスは空気よ
り重く下にたまり、都市ガスは空気より軽い
ので、検知器の設置場所が違います。本来
は 1つ 1つ確認作業が必要ですが、今では何
かあれば事務所からパソコンで供給を止める

装置もあります。
　一時は一般家庭でオール電化が流行した時
期もありましたが、プロパンガスは、災害時
には、個別に使用できるという強みがありま
す。火力も強いため、根強い人気を残してい
ます。今ではコインランドリーや今、CM で
話題のガス乾燥機（乾太くん）に多く使用さ
れ殺菌効果も強いと人気です。
　とても明るい方で、ガスとゴルフの話では
大変、熱弁されて職人気質を感じました。
～～～～～取扱営業品目～～～～～
〇出光脂販売
〇パロマ・リンナイガス器具販売
〇各種電気製品販売
〇GHP工事設計施工
〇空調給湯工事設計施工
〇住宅リフォーム工事

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）



ｅ-報 Ｎｏ．１７３　-１３-

(株)ライフ・ネット　取締役副社長
宮城　正和（みやぎ　まさかず）
生年月日：1970年7月20日
血液型 ：Ｏ型
事業内容：保険代理業（生保・損保）
趣味：モータースポーツ・映画鑑賞・
家電店巡り・文具集め

（株）Wanted　代表取締役
寺上　貴明　（てらがみ　たかあき)
生年月日 ： 1992年7月6日　AB型
事業 ： 人事コンサル、求人広告提案、転
職エージェント、キャリアアドバイス
好きなこと ： アニソン、漫画、コーヒー
豆、料理（和洋中どんとこい！）、犬さま 

　今月は宮城さんを紹介します。趣味は
モータースポーツをはじめ、家電店巡りなど
メカものがお好きなようです。その中で文具
集めのボールペンの話になり、国内外の
ボールペンの書き味や特徴など語っていた
だきました。
　創業は現会社の前身の創業者が個人で保
険代理店を営んでいたところに宮城さんが
入社、途中で創業者が抜け、宮城さんが２０
０３年に事業を引き継ぎ、その後、法人化し
現在に至ります。
　入会のきっかけは、事業を引き継いで間
もない頃、前職の上司だったハートボイスの
吉本さんから「いい会があるから」と勧めら
れ同友会に入会。併せて青年部会も断る理
由もなくダブル入会されました。同友会に入
会してよかった事は、「会社」「企業」とは？か
ら勉強させてもらえる事や、知恵を授けても

らえる事、また各方面に
長けた先輩方から色々
ご意見をいただけること
との事でした。
　現在は事業も順調に
進み、いい意味で忙しく
社員も１２名に。しかし、社員が増えたこと
で一人一人に目が行き届かなく、社員の連携
とマネージメントが課題との事です。経営陣
も現場営業に携わっており、経営陣は経営
に専念することと新規事業に力を注げるよ
う、部署分けを行ってスタッフに現場を任せ
ていきたいそうです。
　今後の事業展開をお聞きすると、事業を
継続するためには組織の若返りがカギとな
るため、新規事業の開拓と雇用を増やすこ
と、数年先には世代交代を考えていること
と、意欲的なお話をいただきました。

※記事と写真が締め切りまでに到着しませんでし
た。

【どんなお仕事？】
　企業向け：どのような求人広告や媒体が
よいかを提案し、効果の高い広告を仕掛け
る仕事です。また、人事ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとしての活
動も。転職希望者向け：希望者に対する複
数回の面接で想いを汲み取り企業へ繋げま
す。転職ｴｰｼ ｪ゙ﾝﾄの内定入社率は全国平均
2.8%（100人紹介して3人内定）ですが、寺上
氏は6.6%！丁寧なﾏｯﾁﾝｸﾞを実現しています。

【Wanted創業のワケ】
　経営者の元に生まれ、未来は経営に携わ
りたいと考えていた寺上氏。将来を見据えて
同業系の会社へ就職し、10年は勉強したい
と考えていましたが、腰掛けですぐに辞める
と決めつけた上司と合わず、短期で辞めざ
るを得ないことに…。この時痛感したのは
「本人と会社の想いが合わないとこんなにも

つらいんだ」ということ。未だ経営への想い
が強かった寺上氏は、頑張りが評価され、経
営者と出会える仕事をと、腰掛け歓迎・実力
主義のﾘｸﾙｰﾄ社に転職します。花開いてﾄｯﾌﾟ
ｾｰﾙｽになれた時「明確な目的を持って想い
の合う企業に転職できるとこんなにもいい
のか。これを伝える仕事をしたい」と考え、ﾘ
ｸﾙｰﾄ社を卒業し、創業したのでした。

【とある若者のその先は…】
　「夢は？」と聞くと、切磋琢磨でき、酒を酌
み交わしながら相談しあえる仲間を迎え、
少数精鋭の会社に。仲間も地元のお客様も
豊かになるよう、3～5億の売上を実現した
いと即答する寺上氏。転職者面接と重なる
ため、今は同友会にあまり出られないけれ
ど、頑張りたいとのこと。出会えたらぜひ、こ
の若者の熱き想いを浴びてみてください。

記：（株）ムクダ　椋田 幸治（南２）

記：（南３）

記：カラフルブリック（株）　島原 智子（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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９月度新会員紹介
【９月度退会者０名】

２０２１年度　会員数６０３名（９月末現在）（２０２１年度期首５９７名）
　安芸地区会６６名（７０名）、東地区会９５名（９３名）、南１地区会１０５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７３名（７３名）

　緊急事態宣言が解除となり、コロナ対応のステージも緩和さ
れました。ワクチン接種も国民の半数以上が二回目を終え、こ
のままの低い水準が続くことを祈るばかりです。しかし第6波の
懸念もまだあります、引き続き感染予防対策を心掛けていきま
しょう。
　さて、各例会や会合もリモートと会場併用のハイブリッドで
行われている事と思います。やはり会場で面と向かって話をす
る臨場感はとても良いですね、懇親会で出てくる本音とかを聞
くと、こんな感じだったなぁと少し嬉しく思います。
ところで「e‐報」には隔月で特集ページがあります。毎回編集会
議で頭を悩ませています。知りたいことや載せて欲しい事等あ
りましたら、お気軽にお近くの広報委員までご一報いただけれ
ば幸いです。
　この秋は衆議院選挙と県知事選挙がありますね、結果はまだ
わかりませんがコロナ対策を含め国民や県民のことをしっかり
と考えてくれるよう政治家の方には頑張ってもらいたいですね。
秋も深まってまいりました。
　皆様、風邪など召されませんようご自愛くださいませ。

　記：（株）野田工業　野田 寛史（南3）

　去る9月29日、広島東支部理事会が参加者32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です。全
国では45,609名と少しずつ増えています。県内では2,667名とな
り、期首より16名増です。2023年度会勢3,000名達成に向けた
キャッチフレーズについての募集を9月末までしています。共同
求人活動ではローカルジョブサミットを11/20に広テレホールに
て開催予定です。次年度共同求人活動Jobway2023年の締め切
りが10/15です。政策委員会では9/8に県商工労働局との懇談会
を予定でしたが、コロナの影響により10/20に延期しました。ま
た、10/19にインボイスの勉強会を予定しています。
　広島エリア関係です。広島エリア広報誌の一元化を更に進め
る作業をしています。広島市より、「阿戸中学校」「古江中学校」
「庚午中学校」への職業講和の依頼あり、事務局で、それぞれの
学区内の企業を調査し、候補者を絞っています。
　支部関係についてです。2022年に開催予定の東支部総会に
向けて、役員選考を始めています。公示等の段取りを進めてい
きます。

支部理事会報告 e-報編集室より

広島東支部組織委員会「仲間づくり例会」
「ひとりで悩むな！！～同友会からたくさんの笑顔が生まれた～」
報告者：（有）西本屋　　　  代表取締役　　西本 洋介　氏（東地区会）
　　　　（株）ＥＮＴＡＳ　　代表取締役　　宇高 新　　氏（南 2地区会）

コーディネーター
つかさ建設（株）　    代表取締役　平井 淳司　氏（東地区会）
（有）大蔵プロセス　代表取締役　蔵本 泰靖　氏（南 2地区会）
日時：11 月 26 日（金）受付 18:00　開始 18:30 ～　終了 21:00

会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ 、事務局、ＴＫＰ会議室
　　　※ 各会場と Zoom 併用予定。会場は状況により変更になります。　　
　　　※コロナの状況ではすべてオンラインになりますので、ご注意下さい。

参加費：無料
内容：同友会での出会いと仲間づくりを大切にしてきたお二人の入会のきっかけ、
そして学びを通じて得た自己変化、自社変化等を具体的に話して頂きます。
みんなで悩めば怖くない！！！



ｅ-報 Ｎｏ．１７３　-２４-

　　　　　　　　　

南4 （株）Wanted
寺上さんちはトイプー王国。自宅にトフィくん、
実家にはつぶちゃん、きなこちゃん、うめちゃん。

かわいくて癒やしなうちの子たち、お空に還ったけれど
今でも大切なあの子たちと一緒にe-報に載りませんか♪
お申し出は広報委員、事務局まで。お知り合いの東支部
会員さんちのペットさん情報もお待ちしています！

経営者さんちのペットさん大募集！

東 土地家屋調査士法人 寺尾事務所
高木さんちのレムくん、メルちゃん。衰弱状態
で保護されたけど、今は元気に走り回れるよ！

鳥、魚、爬
虫類、

エキゾチッ
ク系の

 ペットさん
も待ってま

す！

南1 とある猫好きな南１地区会長
会長さんちの桜子ちゃんは顎の黒ブチがチャ
ームポイント★さくちゃんって呼ばれてるよ。

南2 アンザイ（株）
西原さんちのコバタンのSunnyちゃんはかしこい子で
よくお話します。大好きなおやつを足で掴んで食べるよ。

南2 （有）大蔵プロセス
蔵本さんちの茶系のうめちゃんと白系のきなこ
くんは自分たちも人間だと思って暮らしているよ♪

南1 （株）イーセル
小國さんちのおしゃれ番長、ブラウンのココちゃん
ブラックのルークくん。まるでモデルさんだね！

南４ （株）柴田燃料商会
柴田さんちの茶トラの茶美ちゃんは甘えん坊で
キジのCOCOちゃんはツンデレちゃんです。

広島東支部各地区会のペット特集
経営者さんちのかわいい家族をご紹介！

安芸 （株） シゴトリンク
成瀬さんちのこはくちゃんはわがまま、時々、
甘えん坊さん。もっふもふの尻尾が自慢だにゃ！

南3 BAR広島
吉川さんちのミニチュアシュナウザー壱くん
は４歳。モヒカン刈りがかわいいでしょ♪
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