「ピンチの時こそ学びを実践につなげて」〜会員 企業、及びその社 員の成長につながる活動をしよう！〜
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営労働委員会とは、「良い会社をつくろう」「良い経営者になろう」「良い
経営環境をつくろう」という同友会の３つの目的を達成するために、会

員の皆さんが「経営指針書」をつくるお手伝いをする委員会です。
広島県の経営労働委員会は、
「経営指針書」を１年間かけてキチンと作成する「ひ
ろしま経営指針塾」を開催しています。東支部経営労働委員会は、「ひろしま経
営指針塾」に行く前の基礎知識を身に付けるための経営基礎講座「基本のキシリー
ズ」を開催、運営しています。
「基本のキシリーズ」は、全６講座（企業変革支援ＰＧ、経営理念、経営ビジョン、
経営戦略、決算書の読み方、働く環境ガイドライン）あり、広島の４支部（西支部、
中支部、安佐支部、東支部）が合同で行っています。そのうち、東支部は経営戦
略と働く環境ガイドラインを担当してます。「経営指針書」をつくることは、同
友会活動の一丁目一番地といわれ、同友会にとって非常に重要な役割です。しか
しながら、「経営指針書」を作っている会員が少ないのも現状です。
また、中同協は、「経営指針書」をつくるための優れたテキスト、ツールを豊富に用意していますし、各
支部の経営労働委員会は活発に活動しています。まだ「経営指針書」を作成していない会員の方は、まずは「基
本のキシリーズ」から参加してみてはいかがでしょうか。同友会に入ったからには、ぜひ、
「経営指針書」を作っ
て、同友会３つの目的を達成しましょう。

ビ

ジョン委員長を仰せつかっています、南４地区会（株）ヒューマックスの
澤田です。前支部委員長で南２地区会の（株）ハートボイスの吉本さんに副

委員長として全面的にサポートを務めていただいています。
今回はビジョン委員会の役割について支部の皆様にご案内させていただきます。委
員会では、県の「中期ビジョン推進プロジェクト」と連携を図りながら広島県中小企
業家同友会の「２０２３年に実現をめざす第７次中期ビジョン」に基づく広島東支部
中期ビジョン「新しい時代に挑む、会員の為の同友会活動！！」を策定しています。
支部における６つの重点項目である会員増強目標（２０２３年までに７００名）や
経営基礎講座などの「学びの実践と会の目的を達成するビジョン」などの重点活動の
案内推進役を担っています。また、その一環として毎年２月に開催されます支部役員
研修会では支部や地区の役員の皆さんの情報共有や連携などを目的とした研修会の企
画・設営を行っています。
最後に、ちょうど時期となりましたが１期２年任期の支部理事の選考を担当する「支
部

役員選考委員会」を担わせていただいています。
同友会での学びを、自社の経営に生かすことを推進していくことが、ビジョン委員

会のミッションです。
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10 地区会報告
１０月６日
（水）
／安芸地区会例会「経営フォーラム参加」
「かけがえのない地域になくてはならない会社へ！」
〜「女性活躍推進」と「もっと近くて便利に！」〜

報告者：
（株）ジェイ・スマイル
会場：Zoom ※第２分科会

代表取締役

松下 仁 氏

「家族と自分の幸せ」だけを考
え、がむしゃらに働いていた独立
当初、同 友 会 会 員 から「あなた
の店で働く社員は幸せなん？」の
問いが心に刺さった松下社長は、
翌日、個 人事 業 主 から法 人化の
手続きに取りかかったそうです。
その 後 は、社 員を活 かす 経営
に注 力され、家 族 経営からの脱
却を図ったとの経緯がとても印象に残りました。今では、２店舗の
店長を女性に託し、ご自身は「黒子」として気遣いやサポートをして
いるご様子。画面に映し出される、店舗に貼ってある手作り POP や
社員旅行の写真、そして女性店長やスタッフから掛けられたという言
葉などから「あなたの店で働く社員は幸せなん？」と聞かれることは、
二度とないと感じるほど従 業員の皆さんの楽しそうな雰囲気が伝
わってきました。
全てに お いて、行 動 力と
決断力が備わっているからこ
そ、今があるんだと感じるお
話で、松下社長のメッセージ
「学 んだら即 実 行」。この 言
葉を繰り返し自分に言い聞か
せようと誓った報告でした。
ありがとうございました。
記：
（株）みらいキャリア

大川 明美（安芸）

１０月６日
（水）／ 南①地区会例会「経営フォーラム参加」
「ヤミ金一億からのベストセラー」
〜人生逃げなきゃ何とかなる！〜
報告者：
（株）タイ・アンド・ギー 代表取締役 板坂 裕治郎 氏
会場：Zoom ※第１分科会

経営フォーラムの中で
も熱い語りは間違いなく
一番だと思います。22才
で 一 般 人が絶 対に着な
い洋 服 屋さん を市 内 の
ど真ん中ではなくあえて
東区牛田 本 町 で 開 店さ
れたところも、かなりの
度胸を感じました。
1995年には坪単価売上げが全国で8位という快挙を打ち立てると
いう飛ぶ鳥を落とす勢いで順調に事業は大きくなり、飲み屋さん飲食
店と拡大していた中、平成15年から洋服メーカーや縫製工場が次々と
倒産し商品が入らず売りたくても物がない状態になり売上げが見る見
るうちに激減していったそうです。
一時はヤミ金などから1億を超える負債を抱え自殺まで考えたが多
くの経営者仲間が借金苦で亡くなるのを目の当たりにしてお金の事で
死んだらダメと一念発
起。
実体験からくる言葉
はまさに経営者の心に
刺さり全国に受講者を
多く抱えるまでになっ
たのは必然だと感じま
した。
記：ニシムラハウス（株） 西村 嘉純（南１）

１０月６日
（水）／東地区会例会
「経営フォーラム参加」
「会社や社員の成長は経営者の姿勢次第
〜外部環境？いや、問題は経営者です！〜」
報告者：映クラ（株） 代表取締役 山西 健三 氏
会場：Zoom ※第６分科会

報告者である山西さんとは同
い年であり、飲食業もされてい
ることから 共通項が多く、是非
報告を聞いてみたいと思い参加
させて頂きました。報告を聞い
てみて思ったことは、同い年で
ありながら自分よりも10 歩 も
100歩も 先をいかれているなと
思い刺激を受けると同時に焦り
も感じました。
飲食業である私はこのコロナ禍で「今、変化するリスク」
「変化しな
いリスク」を考え、前者を意識しすぎて出血を抑えることだけに注力し
てきたように思います。その時、私がそう決断したことは全てが間違っ
ているとは思いませんが、今回の報告で 沢山の気づき・ヒントを得るこ
とが出来ました。
この苦難を前に山西さんが仰られていた『生き残ることが出来たと
き、それは強い。そのために
は自分達が変わらないとダ
メ』。この言葉を胸に、変化
し、その方針を示し、経営者
としての責務を見つめなおし
ていきたいと思います。

記：
（株）フクダ・グローバル

福田 信太郎（東）

１０月６日
（水）／南②地区会例会
「経営フォーラム参加」
「社員が夢を叶えることができる会社をめざして」

〜福山支部の「経営者大賞受賞者」が語る経営指針書の実践による変革！〜

報告者：(有)シャルダン商会 代表取締役 藤田 哲也 氏
会場：Zoom ※第３分科会

福山支部のシャルダン商会の藤田
哲也社長の報告に参加しました。
福山支部の経営者大賞を受賞さ
れた藤田社長の、経営指針に基づく
社内での実 践 の報告でした。代 表
取締役就任後、トラブルや社員との
関係に悩んでいた中、2017 年に同
友会に入会されたこと、その後経営
指針を作成・発表し、社内で共有し
ていることの報告でした。
経営指針や計画を立てて会社の力を伸ばし、それを市場に投入し、
市場からの情報をフィードバックするという PDCA の仕組みを作り、
また、社員をはじめとする人との関わりを大切にし、面談や社内活
動を通じて社員と想いや方向性を共有されています。
私と違 い 経営 規
模 が大 きい 会 社 の
報 告 で し た が、経
営 指 針 の 活 用、仕
事 を 楽し む 前 向 き
な 姿 勢、実 行 力 な
ど、学 び の 多 い 例
会でした。

記：中根・車元法律事務所

車元 晋（南2）
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１０月６日
（水）
／南③地区会例会「経営フォーラム参加」
「今だから問う、
経営指針書はなぜ必要なのか！！」
〜共に理解し、
より良い人間関係を築く〜
報告者：華ごころ
（(株)エムエイチ）
代表取締役 宮岡 睦尚 氏
会場：Zoom ※第５分科会

東広島支部の宮岡さんの体
験 報 告を 聞 か せ て 頂 きまし
た。一言で言うと波乱万丈な
人生経験、お店愛を感じまし
た。ヤンチャ時代に雇われで
スタートした飲食店、店舗展
開の難しさ、人生の敗北、尊
敬する先輩との出会い、そし
て諦めかけていた経営と人生の楽しさを取り戻すことが出来た。
今では、つぶれそうな 2 店舗分の売上を 1 店舗で売り上げ、業績
を伸ばしている。そして、高齢者向けの食育やキッチンカー事業で
食に繋がるこれからの新しい取り組みをされている。
従業員と勉強会を重ねながら笑顔を忘れず、人間関係を大事にし
て共に笑い合える経営指針書作りの大切さを感じました。まさしく経
営理念でもある「元気と笑顔と喜び」を実践されている宮岡さんに
対して、同じ飲食店経営の私も尊敬し、改めて支部の垣根を越えて
話を聞けたことが嬉しかったです。

記：鉄板焼お好み焼 修竜

大串 修二（南3）
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１０月６日
（水）／南④地区会例会「経営フォーラム参加」
「ＢＩＧ勝つ！〜「食」で、人の生活や心を豊かに〜」
報告者：(株)スグル食品 専務取締役 大塩 和孝 氏
会場：Zoom
※第４分科会

第 4 分科会は若き後継者
が自社を見つめ直し、時 流
に乗って広報戦 略をどのよ
う に実行したかを主軸とし
た報告でした。
ロングセラー商品「ビッグ
カツ」「カープカツ」を生み
出した 会 社「スグル 食 品」
は駄 菓子から惣 菜まで多く
の商品を生み出し世に流通
させてきたのに、その会社
名を知られていない。だったらいっそ、全国的に知られている「ビッ
グカツ」を前面に打ち出したブランディングを展開して、そこから会
社名を知ってもらえれば…。
twitter 等の SNS 以外に、テ
レビ取材等のメディア露出、コ
ロナ禍で 親子が在宅で 楽しめ
るビッグカツを使ったレシピの
展 開、書 籍 出 版 か ら の
Wikipedia 戦 略 な ど、報 告 者
が 考えた広報は、若い 視 点 満
載でした。参加者の目から落ち
たウロコ はさて何枚か！大変参
考になりました。

記：カラフルブリック（株） 島原 智子（南4）

求人社員教育委員会「社員と共に学び共に育ちあう社風作り」
〜社員が辞めない魅力的な企業作りをして定着率を上げた秘密公開〜

日時：１０月７日（木） 場所：Zoom 参加者33名
パネラー：（有）保崎組 代表取締役 保崎 伸一 氏、専務取締役 妹尾 康史 氏
コーディネーター：新日本建設（株）村上 真一（広島東支部求人委員長）
東支部求人社員教育委員会より社員と共に学び共に育ちあう社風作り
で保崎組の保崎社長と妹尾専務による社員が辞めない魅力的な企業作り
をして定着率を上げた秘密を大公開させていただきました。
妹尾専務は、２３歳で保崎社長と出会い、長年苦楽を共にしていくな
かで保崎社長が同友会に入会して社訓や経営理念を作成し始め、社内で
の定例会議や内容も変わってきて入会前の保崎社長からは想像も出来な
いくらい社長の見る目が変わっていき経営者感を出すようになっていか
れたそうです。社長が成長する姿を見て今度は自分が会社内や部下を切
り盛りし社長が苦手な部分や別の道で頑張って見ようと決められまし
た。
保崎社長からの言葉で「頼まれごとは、試されごと」が一番印象に残っ
ているそうです。そしてその言葉が自分を成長させてくれる言葉と思う
ようになったそうです。保崎社長には、社長業に専念してもらうために
「社長を現場に出させるな！」と妹尾専務は言っておられます。

道が離れて進んでいてもゴールは一緒と考え、妹尾専務が保崎社長と
社員さんの間に立ってそれぞれの通訳を図り、常に社長に対してどう行
動をとれば人は喜ぶのだろうか？と考える内に自然と保崎社長の考え方
が分かるようになられたそうです。保崎社長と妹尾専務の話を伺い経営
者と№２とがあうんの呼吸で協力し合って初めて人が育つ風土が育つの
だと学ぶことが出来ました。
初めてのコーディネーターとしての大役をいただきましたが、不慣れ
な事も多くて保崎社長と妹尾専務様そして運営していただいた皆様のご
協力により無事に終わることが出来ました。

記：求人委員長

村上 真一
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今年で１３年目を迎えられた、ＲＵ経営コ
ンサルタントの後 迫良平所長をご紹介しま
す。２年半前にもご紹介しましたが、８月に
事務所を海田町から西区小河内町に移転さ
れ心機一転との思いと、新型コロナウイルス
でお困りの方を少しでも何かのお役に立て
ればとの思いで、今回お願い致しました。
弊 社も数年前からのご縁で、後 迫さんに
依頼しており、３年前の西日本豪雨災害・新
型コロナウイルスの時には 、雇 用調 整 等 で
大変お世話になりました。
ＲＵ経営コンサルタント 所長
後 迫さんのお人柄と知識の深さ。何かご
後迫 良平（うしろざこ りょうへい）
相談するとじっくり話を聞いて下さり、様々
生年月日：1976年9月22日
な角度から、的 確な御意 見とご提 案をして
血液型：A型
下さり、いつも助かっております。年々お取
事業内容：社会保険労務士業
引先が増えているのも納得です。
趣味：読書
会社を経営する上で、会社・社員を守って
いく義務として、後 迫さんがいらっしゃる事

は心強いですし、支えになっています。
お忙しく趣味の読書もなかなか出来ない
そうですが、お身体には留意され、いつまで
も私たちの味方でいて下さる事を願ってま
す。
西区に変わられてもず〜と安芸地区の会
員でいらして下さい！

記：松橋印刷（株） 浜野 英子（安芸）

（有）小尻商会 代表取締役
小尻 晋也（こじり しんや）
生年月日：1958年1月14日
血液型：O型
事業内容：自転車小売業
趣味：無趣味

今回のポジティブさんは、レジェンド会員
の小尻さんです。入会は 1991 年 11 月で、会
歴は約 30 年、禁煙歴は 3 年になります。
広島市東区愛宕町に店を構えており、カー
プファンが集う愛宕神社の世話役も務めてい
らっしゃいます。大型店の影響で販売が伸び
悩んでいる昨今、車いすの修理依頼が増え、
老人保健施設等からの相談も増えてきている
とのことです。しかし、全体的には先行き不
透明な部分も多くて、事業承継も方針を決め
かねているとのお話でした。
「最近は同友会で姿をお見掛けすることが
少なくなっていますが」との問いかけには、
「コ
ロナの影響もあるけれども、それよりもベテ
ラン会員の影響力を考えると、新しい人材の
育成のため敢えて会への参加を控え気味にし
てきた」との返事をいただきました。

東地区会はここ数年でたくさんの会員さん
が増えました。ベテラン会員さんと新しい会
員さんとの交流を図っていけるような地区会
を目指して、環境を整えていければとの思い
を新たにしました。

記：
（有）アイ・エンジ

迫田 和正（東）

【同友会には】 建築関係の方などのお知り合
はあまりなく、それ以外のところからの浸水
いから誘われていたそうです。入会するか迷っ
だったことが多々あるそうです。特に最近の
ている所、サッカーつながりの先輩、「広島
異常な豪雨には悩まされているそうです。
のペレ」と呼んでリスペクトしていた下高さん 【悩みは？】 社員が定着するようになってき
に勧められて入会を決めたそうです。
たが、互いに向上し会う、一歩踏み込んだ関
【お仕事は】 建 物の防 水 工事、新 築 工事、 係になりたい、そうなるにはどうしたらいい
リフォーム工事をされています。防水工事は
のだろうかとのこと。
建物の中に水が入ってこないように、屋根部、 【趣味は？】特にないけど、映画鑑賞かな、と。
屋上部、バルコニー部に樹脂を塗布するのだ
心に残る映画は？「アバター」。世界観に惹
そうです。昔はアスファルトを溶かして塗布し
かれたそうです。趣味ではないけどゴルフも
(有)石川工業 代表取締役
ていたそうですが、匂いがある、施工の大変
されるそうなので、同友会仲間と行くゴルフ
石川 稔（いしかわ みのる）
さ、重い等のマイナス面があることから、今
にもぜひ参加してください。
生年月日：1969年8月20日
は樹脂を塗布するように変わったのだそうで
事業内容：建物の防水工事、新築工事、リ
す。
フォーム工事
防水工事業は、浸水が発生すると真っ先に
趣味：映画鑑賞、ゴルフ
防水工事不良だと連絡が入ってくるそうです。
防水技術は進んでいて防水施工部からの浸水
記：
（株）スギコー広島

植田 浩之（南１）
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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！
（０８２２４１６００６／info@hiroshima.doyu.jp）

事業内容は、氷の製造、加工、冷蔵冷凍倉
庫の保管事業、氷エンターテイメント事業で
す。池田さんは氷アーティストとしても大活
躍中です（実演の様子はYouTube動画（ＱＲ
コード参照）でご覧ください！）。
入 会 は２０１７年 。南 ② 地 区 会 の 今 田 屋
（株）の今田正樹さんに「経営者になったん
だから経営の勉強をしなさい」と言われた
のがきっか けでした 。青 年 部 で は 昨 年 、グ
ループ長を務め、今年は副グループ長、そし
て広報委員を務めています。広報委員として
青 年部の良さを前面に出せるよう努力して
己斐製氷(株) 常務取締役
います（「草莽崛起」もご覧ください）。
池田 誠（いけだ まこと）
社業での困り事や課題に対して同友会の
生年月日：1986年1月21日
仲間が色々なアドバイスや協力をして
血液型：AB型
事業内容：凍氷製造及び販売、冷蔵倉 くれ助かっているとのことです。
自社の強みは、同業他社が広島に
庫業、氷彫刻、氷イベント事業
いないことや、仲間・スタッフに恵ま
趣味：アウトドア、ソフトボール
音楽

れ 状 況 に 応じて 軌 道 修 正 が 柔
軟にできるところ。
コロナ禍で、製氷事業部は大
きく打 撃を受けました が 、仕事
が減っている状況下でも腐るこ
となく色々な取り組みを行いました。 ウィ
ズコロナの 生 活 様 式 に合わ せ た商品 開 発
（バラエティセット）や、スタッフ総出で発 信
にも力を入れ、YoutubeをはじめSNSを利用
し、様々な企画を配信。なかでも氷のからく
り装置は大きく話 題を集 めました 。同 友会
の 仲 間にも仕事 をシェアしてもらうなど大
いに助けてもらいました。
今後は、今社業で取り組んでいる【食を支
える氷】
【 魅せる氷】
【 遊ぶ氷】を通し
て、氷屋さんがつくる【氷屋純氷】が
身近にある生活、純氷文化を作って
いきたいとのことです。
記：中根・車元法律事務所

【事業】・人事・労務に関するアドバイス、各手続
き代行・給与の計算、就業 規則・賃金規定等の
各規定の作成・労務問題のご相談の対応
【社 訓】・感 謝 「人」と「人」との「間」を 取り
持つ職務に従事できることに感謝の心を持ち、顧
客と向き合っていきます。・謙虚 「人」に関する
様々な問題に対して、謙虚な姿勢で事情を把握し、
一方的なバランスを欠いた対応を行わないよう戒
めます。・向上心 顧客の求めるニーズに対して、
常に一歩先の知識・知見に基づき対応できるよう、
日々、社会保険労務士としての研鑽・向上に努め
スリーアローズ 人事労務管理事務所 ます。
小笠原 昭夫（おがさはら あきお） 【スリーアローズの強み】社名の由来は、毛利元就
の「三本の矢」＝「スリーアローズ」です。
生年月日：1973年7月18日
和合の精神を尊び、一人では対応できない事柄
血液型：B型
事業内容：社会保険労務士
を、プロフェッショナルとしての複数名の社労士で
年金アドバイザー
対応することにより、年々複雑・難題化する様々
趣味：珈琲・野球

なニーズにお応えすることができます。まさに「三
本の矢」を具現化したような事務所がスリーアロー
ズです。
【小笠原さんという方】社労士になられて 9 年目。
社労士になられる前は、地元製造業の会社に就職
されたご経験や、派遣会社の派遣先責任者の経
験もあり、労使間の問題や課題に実体験からサポー
トができることが小笠原さんの一番の強みと感じ
ました。
また第一印象は朗らかでソフトな感じなのです
が、こと仕事の話しになると鋭い目になるところも
すごく印象的でした。今はコロナ
禍にあり、懇親会等開催できませ
んが、お酒が大 好きとのことでし
たのでコロナが明けたら、食事を
しながらお話しを伺いたい……そ
んな小笠原さんでした。
記：
（同）サーカス

【謎多き行政書士、其の実は…】
堅い仕事をされているイメージの中間谷
さんですが、其の実は、想像出来ないほどの
ポテンシャルの持ち主です。行政書士として
活躍されている傍ら、高校・大学受験用の塾
「 スクール真 塾 」と結 婚 相 談 所「 ブライダル
真」も経営されているとお聞きしびっくり！
もはや何でもあり！その他にもテニスサーク
ルを主催し、地 域 貢献として近 所の公民 館
で健 康麻雀の会も主催。その行動力は留ま
るところを知りません。
真 行政書士事務所 代表
【頼りたくなる、繋がりたくなるお人柄】
中間谷 誠人（なかまや まこと）
10年前に行政書士として開業した当初は
生年月日：1975年8月17日
本当に苦労したんだ…とおっしゃる中間谷
血液型：O型
好きなこと：テニスサークルの主催 健 さんですが 、今では地 域で 頼られる存 在に
なられていることがお話をしただけで想像
康麻雀の主催 姓名判断 ゴルフ

車元 晋（南２）

川上 和夫（南３）

この人は役所への許可や届出、会社設立、相
続手続きなどで困った時、きっと親身になっ
て相談に乗ってくれる人だな…」と、安心で
きる感覚が伝わってくるのです。
衝撃スタートの取材でしたが、お話を深く
聞けば聞くほど、その根底には中間谷さんが
人との繋がりを大 切にしている方なのだと
気付かされました。お名前の通り、そのお人
柄で、お仲間と支え・支えられての関係性を
築いていらっしゃるようです。
そんな中間谷さんを仲間に迎えた南4地
区会、ますます面白くなりそうな予感です！

できます。その声には温かみがあり「ああ、
記：
（株）アトラクト

古廣 聡（南４）
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この度、広島東青年部から共同開発案件が始動し

ました！！当部会に所属するウェブサイト制作
のネットマーケットジャパンコーポレーション

の河口氏、広告代理業のセレクトワークスの沖田
氏で、小売店、飲食店、美容院など中、ＢtoＣ市場

向けに販促業務を効率化するマー ケティングシ
ステム【DIG】を来春事業化に向けて開発してい
る。

特徴として、顧客管理しているユーザーのウェ

ブ上での行動を分析することでユー ザーの興味関心度合を計測し、優先的に営業販促活動（メール、
LINE、ＤＭ、はがき等）ができる。また、システム内にランディングペー ジ（販促用 WEB ペー ジ）、Ｄ

Ｍはがき、画像（ランディングページ、メール、LINE、ＤＭはがきに使用する画像）などこれまで外注

していた制作を導入企業が簡単に制作できるよう複数テンプレートが用意されており、制作を内製化す
ることができるのも特徴であることから、マー ケティング活動を効率的に内製化することができる。

このシステムを通して、このコロナ禍の厳しい経済状況が続くという過程で、時間的コスト、販促にか
かる外注費などを削減しながら、DIG 導入企業がマーケティング活動を内製化し、より効率的に売上•
利益を残してもらえるようにと願って開発している。

このシステム【DIG】は来春の事業化に向けて進んでおり、繊細な部分を扱う契約書などには同じく広
島東青年部の中根・車元法律事務所の車元弁護士も関わって開発に取り組んでいるそうだ。

会内の仲間同士の新たな取り組みは、いい経営環境が構築できている証なのではないだろうか。
今後の動向が楽しみだ。
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広島東支部

「同好会活動で新たなつながりを作ってみよう！」
広島東支部には地区会の垣根を超えた同好会活動がたくさん♪
ここでご紹介できるのは一部ですが、こんな活動がありますよ！
健康になろう同好会 南４地区会中心で結成された同好会。他地区、
会員候補、オブザーバーを迎え入れ、カラオケ・ゴルフ・遠足系など
で交流を深める。直近の遠足はカヤックで宮島に渡り、穴子の定食を
食べて秋の宮島を楽しむもの で 22 名が参加！
釣り部

地区会縦断系の釣り好きなメンバーが集まっている同好会。

登山部

東地区会中心の登山好きによる、ひたすら登山を楽しむ会。

読書部 毎月１回開催される安芸地区会の朝活。課題の本を読み、そ
の感想や意見の交換、おすすめ図書の紹介などで交流を深める会。
ゴルフ同好会

その名の通り！ゴルフを楽しむ経営者たちの集いです。

IT 同好会 南４地区会 IT チーム発、IT に慣れて行きたい経営者のため
の朝活勉強会。コピペ・アカウントなどのよく聞くけどイマイチわか
らない用語の解説、WEB カメラの使い方など。

10 月度新会員紹介

２０２１年度

会員数５９９名（10 月末現在）（２０２１年度期首５９７名）

安芸地区会６６名（７０名）、東地区会９４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１２７名（１２８名）、南４地区会７４名（７３名）
【10 月度退会者 7 名】

支部理事会報告

e-報編集室より

去る10月27日、広島東支部理事会が参加者26名で開催され
ました。
まずは県理事会報告です。会員数の動きでは全国45,464名
と少しずつ増えています。県内では9月末で2,673名となり、期首
より22名増です。2023年度会勢3,000名達成に向けたキャッチ
フレーズについて募集を9月末まで募集していました。
「集え、燦
然(3000)と輝く広島同友会。全ては行動することから始まる」に
決定しました。
来期は3,000名に向けた本格的な動きになるので、各支部で
組織委員長と副委員長2名、計3名体制を整え、このプロジェク
トを支えてもらいたいという要望があります。
続いて、広島エリア関係の報告です。広島エリアでは支部の
広報誌を発行していますが、発行費が支部の予算の4分の１くら
いを占めています。これを縮小するために、IT化していく予定で
す。紙媒体も残しながらHPに繋げられる仕組みをつくっていく
ようです。飲食部会では9/30に流川エリア一斉清掃活動を行い
ました。部会として正式に発足し、10/19に例会を開催しました。
最後に支部関係の報告です。新年互礼会を会場とオンライン
併用またはオールオンラインで開催予定です。1/28（金）で開催
を調整中です。

全国的に緊急事態宣言はあけたが、まだまだ余談を許さな
い状況だ。コロナ禍で対応せざるを得なかった「新しい生活様
式」は「普通」になりつつある。Zoomの使い方がわからないと
いった声も最近は少なく、本誌でもZoom取材は増えた。
そんな中、マイク付きのヘッドホンやワイヤレスイヤホンの売
れ行きが好調なのだそうだ。専門店でのコロナ禍前とその1年
後を比較した結果、ゲーミングヘッドホンが1300％、骨伝導イヤ
ホンが920％、片耳ヘッドセットが85％の売上増とのこと。日本
全体では一体どれほど流通したのか。
かくいう私も、その流通の波に乗り、新しく骨伝導イヤホンを
取り入れた。長時間の装着でも痛くなく、想像よりもクリアに聞
こえる。その上、耳が塞がれないので周りを把握することもでき
るものだ。
「コロナ禍のせいの出費」ととるか「コロナ禍のおかげで知
ることができた」とするか。同じ結果なら、ポジティブに後者と
捉えたい。コロナ禍でどう考え何を知ったか、どう柔軟に生き延
びてきたか。アフターコロナにたどり着いた我々がどのように羽
ばたけるのかは今のポジティブの積み重ねによる。もう少し先
が、本当に楽しみだ。

記：カラフルブリック（株） 島原 智子（南4）

