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同友会で学ぶと
地域が
良くなる
美しい街並みを残すのも、歴史を紡ぐのも、
地域の中小企業です。

「なぜ、同友会活動をするの？」
こんなことを考えながら同友会に在籍し 2５年を超
えました。
特に政策委員会に関わるようになり、地域のため
に企業として何ができるか？考えるようになりました。
そんな学びの中、宮島の町並み保存地区が文化庁よ
り指定を受けて昔ながら素材で町並みを保存するこ
とになりました。
どうせするなら地元の業者、左官、大工、板金、
木材、そして工務店が協力してできないかと呼びかけ
をすることで１７社の賛同を受けて「伝統建造物群保

廿日市地区会長・政策担当理事 永本清三 氏

存宮島工務店の会」を発足し事務局をすることになりま
した。
地域の文化財を地域の職人が維持保存することで宮
島が末永く観光地として残ることができるって夢がある
でしょう。同友会で学ぶことで地域がよくなるそんな気
がします。

廿日市地区会長・西支部政策担当理事 永本清三
（永本建設（株） 代表取締役）

P18 同友会で学ぶと地域が良くなる（政策委員会）
P19 地区会活動報告
P20 部会活動報告・編集後記

西支部現在会員数222名
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西地区会

ひろしまキュッとW E S T

Zoom

参加者
43名

コロナ禍で加速する
企業のデジタル活用(広報・広告編)

とき：9月21日（火）18:30〜 ところ：Zoom
報告者：(株)デイ・ディライト 藤原 氏、(株)アクト 原田 氏、
IT Boar 猪 氏、アイエーアイ(株) 藤本 氏 （全て西地区会）

ホームページの必要性を説いた 8 月例会に続く第二弾。

ホームページを活かすデジタルツールの紹介を発表して頂
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マターポートの紹介。360 度カメラによる撮影方法や活

用方法を紹介。そしてトリを務める藤原氏がアプリの活用
方法について、大企業だからできる広報戦略、中小企業
が取り組むべき社内活用について発表されました。

グループ討論では、SNS の活用からドローン、360 度

カメラなどのデジタル機器の活用を含めた各社の取り組み

が紹介され、参加者にとって大いに刺激になった例会でし
た。

きました。多様化するデジタルツールの中でいったい自社

記

( 株 ) ママ楽サポート

西村佑紀

はどう取り組めば良いのか、経営者としては大いに考える
べきポイントです。

今回、例会の例会は IT 関連企業の代表者 4 名による

リレー方式の発表でした。まず最初の報告者として、猪

氏が Facebook に代わり主流となった instagram につい
て実例とフォロワーの増やし方、YouTube の実例として伸
陽電化設備の岡本氏が登場する動画を紹介しました。

2 人目の報告者、藤本氏は YouTube チャンネルを作成・

展開している企業様の取り組みを紹介し、動画を作成す
る場合の考え方を伝えました。3 人目の原田氏は、3DVR

佐伯地区会

Zoom

参加者
22名

ところ：Zoom

報告者：吉田社労士事務所

特定社会保険労務士

で我に返り、自分の鬱の体験を例会で赤裸々に話してくれ

吉田 輝明 氏（佐伯）

佐伯地区 9 月例会は、C 小組担当のもと、『あなたの従
業員、、、鬱（うつ）になっていませんか？』と題し、吉田
社労士事務所

特定社会保険労務士

5 名総勢 20 名超えの賑やかな例会になりました。
死を考えるほどの山あり谷ありの人生の中、奥様の一言

あなたの従業員…鬱（うつ）になっていませんか？
とき：9月15日（水）18:30〜

15 名の佐伯地区メンバーと、西、廿日市、中２地区より

吉田輝明氏による

体験報告でした。

た吉田さん。そんな体験を生かし従業員を鬱にさせない職
場づくりを目指し職場環境を改善して憧れる会社を目指す
お手伝いをしていきたいと吉田さんは動かれました。
報告者の吉田さんにとっても最初は自分が自ら体験した話
から、プレを重ねていくうちに本番は自分の経験を生かし

この度の報告はどこの会社にもあり得る話ではないでしょ

社労士としての目線でお話をされていました。

うか？実際に他社の話を聞けば私の社員が私の家族がなど

聞いている私も社労士 吉田先生！としてキラキラ光輝いて

の声が多数聞かれました。この題材はグループ討論ありき

いました。

のリアル例会を考えておりましたが、緊急事態宣言のステー
ジ４での全 ZOOM で行われました。

この例会を通して会社に持ち帰り気づいてない部分、又
は経営者として社員をそうさせてしまってる事、自分が気づ
かないうちにあり得るかもしれません。
そこに気づくことが出来る例会だったと思います。
会社からの対応、経営者としての目線の在り方を含め考え
させられたお話しでした。ZOOM の背景画によるものでした
が、吉田さんに後光が指していました。
記

廿日市地区会

Zoom

参加者
43名

西地区例会に参加しよう！
コロナ禍で加速する企業のデジタル活用(広報・広告編)
とき：9月21日（火）18:30〜 ところ：Zoom
報告者：(株)デイ・ディライト 藤原 氏、(株)アクト 原田 氏、
IT Boar 猪 氏、アイエーアイ(株) 藤本 氏 （全て西地区会）

広産（株） 羽根朋代

今月は西地区会の例会に参加して、デジタル活用につ

いて一緒に学びました。新型コロナの影響で、デジタル活
用が多方面で進んだと言われますが、実際中小企業でど

う活用できるのかを知ることができるいいきっかけになり
ました。報告者の皆さん、ありがとうございました！
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青 年部会

Zoom

参加者
約2500名

第49回青年経営者全国交流会from岐阜
とき：9月9日（木）13:00〜

ところ：オンライン

主催：中小企業家同友会全国協議会

設営担当：岐阜同友会

9 月 9 日にオンラインにて第 49 回青年経営者全国交
流会 from 岐阜が開催されました。19 の分科会と記念講
演＆全体会があり、記念講演では、FinTech によって貧
困を、そして社会を変えるという壮大で貴重なご講演を
聞かせて頂きました。
また、私が参加させて頂いた第１２分科会では、群馬
同友会の（有）山﨑製作所 山﨑将臣氏にご報告頂きま
した。
山﨑氏の会社は内にこもった親族経営の下請け製造業
でしたが、同友会に入会して尊敬する経営者に出会い、
人との繋がりを深め、どんな依頼も応えるということを繰
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り返していき、今ではアパレル業界
からの依 頼、行政 案件、新聞のコ
ラム、デザイナーとのコラボなど多
様な業界から依頼が来ているそうで
す。
報告の後、「自社が生み出す付加
価値とは？」をテーマにグループ討
論を行いましたが、皆さん付加価値
についての重要性は理 解されてお
り、現状での自社の付加価値は何かというお話から、こ
れからどうやって更に付加価値を出していけるかなど長時
間の討論で深くお話を聞くことが出来ました。
今回の青全交は残念ながらオンラインという形でした
が、その分普段参加出来ない方も多く参加されており、
とても良い青全交だったと思います。
記：（株）島村製作所 島村知恵

9月の新会員紹介

今後の行事案内

【西地区会】
広島ファイナンシャルプランニング ( 株 )
取締役 麻生 佳孝 氏
会社概要：将来のライフプラン設計や
保険の見直し 投資信託等の資産運用
推薦者：勝矢 珠容子 氏

【11 月支部オープン例会】
共に学びたい経営者仲間をお誘いください！

編

頼まれごとは試されごと。
価値創造企業をめざして、実践中！
報告者：( 有 ) 広島金具製作所
代表取締役 水ノ上 貴史 氏（福山支部）
https://hirokane-m.co.jp/recruit/
とき :11 月 26 日（金）18:30 〜 20:40
ところ :Zoom・西区民センター（予定）

集

気が付くと10月。本当に月日が経つのが早いです。
ただ、暑い日が続きすぎて 10 月って感じではない
のですが。
今年はオリンピックが無観客で開催され、テレビ
で見ることしかできなかったのですが、それ以外に

後

記

「心を燃やせ」
という言葉を発します。
なんか、こんな時だからこそ、
この言葉がとても沁みました。
そう、こんな時だからこそ、同友会のみなさま、

も本当にコロナでたくさんの影響が出て、大変な年

そして私も、自分の仕事に対して、責務を全うし心

となってしまいました。

を燃やして頑張って、乗り越えていければと思いま

あと、2 ヶ月弱で 1 年が終わってしまいますが、
それでも前向きに、そしてひたむきに頑張っていく
しかない、と思うこの頃です。
急ですが鬼滅の刃の煉獄氏が
「俺は俺の責務を全うする！ ここにいる者は誰も死
なせない！！」

す。

カープも(;’∀’)

最後に毎度ですが、同友会の仲間とみんなで集
まって、楽しく会話することができるようになること
を祈ってさらに

全集中

同友会の呼吸

で頑張っ

ていこうと思います。
（広報委員

猪

博文）

