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　１月 20 日、中支部はスモールサンの山口義行さん
の講演で新年互例会を開催しました。年明けコロナの
急増を受けて会場は急遽 Zoom に。VUCA と呼ばれて
いる時代の 2022 年の動きを山口さん的な予測と共に
語っていただきました。

消費者の消費行動に変化が
　コロナの影響もあって消費者の消費行動にも変化が
生まれ、選別的消費・自覚的消費・共感型消費のよう
な消費行動になっていくので、今後は自社の商品や
サービスについてのこだわりをしっかりと持ち、共感
を呼びよせるような情報発信・ウェブサイト活用が大
切とのことでした。
金融とインフレーション
　グリーンフレーションと呼ばれるインフレーション
や、その他原材料の価格高騰の理由と、今後の予測。
そして、それらに対しての日本や日銀がとるであろう
行動についてもたっぷりとご講演頂きました。価格変
動の理由や金利がどう決まるのか、日銀の動き等基本
的な金融経済の実態についても学べることが多かった
と思います。
経営者と会社の在り方
　今回の講演では、今後経営者としてどんな備えをし
ていく必要があるのか、どのような方向に会社の舵を
切るべきなのかのヒントになったのではないかと思い
ます。

　山口さんは、経営者には必要な３つの力（読む力・
問う力・つなぎ、つなぐ力）を身につけて欲しいとの
ことでした。また、「これまで以上に価格決定権を持
てる会社になることが大事になってくる」ともおっ
しゃられていました。
福男・福女
　講演のあと、今年も抽選で年男・年女の景品がプレ
ゼントされました。講演が終わってすぐに退席された
方が多かったようで、今回は景品の数が非常に多かっ
たにも関わらず、当選者はことごとく退席済みという
ハプニング。退席者全員が当選していたのではないか
と思われるほどでした。

　現在はまだ混沌が続いている状態。今後の変化も大
きなものが予想されますが、今までとは違う新しい時
代を感じさせる 2022 年、非常に楽しみです。

文：（株）TomTak　毛利 武雄　

- ２ -

■広島中支部新春講演会＆互礼会■広島中支部新春講演会＆互礼会
今後の経済動向と中小企業経営今後の経済動向と中小企業経営

～ ”with コロナ ” 時代を生きぬくために～～ ”with コロナ ” 時代を生きぬくために～
講師：立教大学名誉教授 / スモールサン主宰 山口 義行 氏講師：立教大学名誉教授 / スモールサン主宰 山口 義行 氏



全体をみての専門家に関わっていただくことはとて
も心強く、より広い視野でみることができるかと思
いました。色んな変化に対応できるように柔軟性を
もって取り組み、そして用心をしておくことは必要
かと思いますが恐れず進みたいと思います。

• コロナ禍に対応できる会社になるには共有力が必要
とのこと。従業員に会社の課題を伝えていくべきと
いうこと。

• 日本の物価上昇率の現実を知った。コロナ禍が生ん
だ消費の変化（自覚的・こだわり・共感型）を活か
した商品開発・マーケティングを行いたい。

• 社会にどんな貢献をしていくのかを明確な会社にし
ていく。

• 学ぶ姿勢と学ぶ気持ちを持つことの大切さを教わり
ました。ありがとうございました。

• 新たな方との面談をはじめます。
• 最後に投げかけられた 3 つの課題について、できる

対策を具現化し実行していきたい。
• 正直レベルの高いお話でノートに書き写すのが精一

杯だったので自分なりにまとめて理解していくこと
をしていきます。

• 将来の金融情勢など知れて良かった。
• 消費者ニーズの本音を探り出す動きをします。自社

商品の協力会社の拡大を模索します。早々に未来空
想を描いてみます。

• 読む力　問う力　つなぐ力。
• 読む力　・問う力　・つなぐ力　を勉強していく。
• 経済の大きな流れを学び、自社の事業に活かす。
• 先を読み、将来を予測して、本当にこれで良いのか

と考えることを意識し続け、習慣としていきたい。
• 丸山先生の講演も、今回の山口先生の講演も、いま

時代の大きな転換点というのは同じです。自社のこ
とを考えるとき、時代を読む力、現状を問う力、他
社をつなぐ力が大切と言うのは同感で、つなぐ力を
養おうとすれば、井の中の蛙ではだめで、外へ向
いてアンテナを張りポジティブに活動、情報収集す
る必要があります。山口先生のような専門家の意見
を聞く事が出来て、今日は大変良かったと思いま
す。現在小集団活動を社内でしておりますが、共有
力という意味では、間違えてないと自信がつきま
した。また SDGs についてはカーボンオフセットを
２０３０年までに C Ｏ２ゼロにすると社内で発表し
ておりますがずんずん推し進めたいと思います。
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• 投資知識として活かします。
• グリーンフレーション
• 共感型消費を意識した戦略を打つ。
• 「読む力・問う力・つなぐ力」自問自答型でゴール

の無い自己研鑽できる情報をいただきました！毎日
の終わりにできたか？自問自答していきます。

• 経済のことを把握しなければならないということ。
• 政治や経済と自分の仕事の繋がりをもっと意識し、

情報量を増やしていく。
• DX と、価格転嫁。
• スモールサンに入ります。
• 社会情勢を知ることの大切さを感じることができた
• 経済動向を常に注視する。
• 金融の流れを勉強できました。
• 経営者として読む力の大切さを教えていただきまし

た。
• 会社内にて共有します。
• 共有力について。
• 情報を共有することです。
• 選別消費への対応を考えていきたいと思います。
• 正しいものの見方、自社の見直し。
• アンテナを張って情報を収集し、先を読む力が必要

だと思いました。これからもっと勉強しようと思い
ます。

• 読む力、問う力、つなぐ力を実践していきたいです。
• 物事を問う事を止めない。
• 先を読む力。同友会でも言われていましたが、全国

　参加者の皆さんにアンケートをお願いしました。「本日学んだこと、明日から活かしたいことは何
ですか」に寄せられた声をご紹介します。
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広島中支部は、広島エリアの中心に位置する支部です。私
たちは、地理的にも、活動の豊かさでも、広島エリアの中
心になりたいと思います。
　会の目的は、企業の維持発展と中小企業の社会的地位の
向上です。この目的を追求するために、私たちは上記のス
ローガンを掲げ、以下の取組みを進めていきます。

【会社づくりのビジョン】
• 経営指針作りと実践を軸に、活動を進め、「儲かる会社」

をめざします。
• そのために経営理念の成文化率 70％、経営指針の成

文化率 50％、企業変革支援プログラムの登録率 50％
をめざします。

【会づくりのビジョン】
• 経営問題をリードする「お手本企業」の育成を図りま

す。
• 情勢の変化に応じて、情報を発信し、また会員の切実

な要望に応える勉強会づくりを進めます。

• 役員オリエンテーションの終了率 30％をめざします。
• 「同友ベストプロ」などの活動をさらに進め、会員間交

流の促進を行います。
• 地区会・小組の活動を見直し、会員が本音・本気で語り

合える、楽しい組織にします。
• 会員全員が主体者となり、お客様をつくらないよう取り

組みます。
• 会のすべての活動が、会の隅々に伝わる組織づくりと活

動を行います。
• 2023 年 10 月、会員数 400 名をめざします。

【地域づくりのビジョン】
• 地域にあてにされる企業づくりを通じて、地域の発展に

貢献します。
• 広島エリアの活動を通じて、広島市との関係強化を図り

ます。
• 広島信用金庫との連携活動を強化します。
• 産学官金の連携を模索します。

広島中支部　2025 年度末をめざす中期ビジョン広島中支部　2025 年度末をめざす中期ビジョン
「広島の中心で経営を叫ぶ！「広島の中心で経営を叫ぶ！

～本気・本音で全社黒字経営をめざそう～」～本気・本音で全社黒字経営をめざそう～」



　

　この度は昨年の９月に入会した西さんをご紹介致し
ます。
　19 歳（30 年前）から大工で修行をして、25 歳か
ら独立し自営業を始め、2020 年に株式会社にされた
そうです。
　仕事は住宅がメインで注文住宅をしてお客様を紹介
していただく機会も多いので、株式会社にした理由は、
より信頼してもらうためだそうです。

　他者との違いは、間を挟まず自分自身で行動するの
が多いので、お客様も安心していただけるし経費も削
減できるので安く提供することができ、5 人の専属大
工もいるので早く竣工できることが自社の強みだそう
です。
　ただ裏を返せば一人で動いているので毎日が大変忙
しいらしく、株式会社にもしたので今後どのようにし
ていくかを課題にされているようです。
　先ずは現場を任せれる監督を入れ、自身がそうだっ
たように若い大工を入れ育てていきたいそうです。

文：富士興産（株）　藤澤 正治

（株）西工務店
広島市安佐南区山本 9-27-50-4-15
TEL：090-1184-7396
FAX： 082-836-3824
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　会社はアフラック生命保険の代理店で、昨年（令和

２年 4 月）に法人化しました。今年 4 月より吉元氏

が社長になられ、前の社長、奥様と３人でされていま

す。吉元氏の想いは、会社を大きくしたい、社員を増

やしたいとのこと。

　同友会にはデイ・リンクの川口康之氏の紹介でご入

会されました。支部例会に会場で参加され、そのとき

初めて字室地区会長に会い、「保険業界の仕事は、一

匹狼でやっていける」といった話が出て、まさに自分

の事だなと衝撃を受けたそうです。一人で仕事して、

一人で稼いで、給料ももらって、という生活一色で、

会社の事も、社員の事も、これからの事も何にも考え

ていない自分にあらためて気付かされたとのことで

す。もっと勉強してよい経営者にならなくてはと痛感

され、恥ずかしいような、悔しいような、悲しいよう

な、そんな感じを受けたそうです。

　以後は例会などに参加され、身近に社長に会って話

ができ、大変な思いで

経営されていると肌身

で感じるとともに、勉

強になると言われる吉

元氏。今後例会にはで

きるだけ参加してさら

に学びを深めたいとの

思いを新たに持たれて

います。

　アフラック商品にご

興味・ご関心の方は是

■会員紹介コーナー

　（株）西工務店　代表取締役　西 博之　（にし ひろゆき）　氏（中①）

■会員紹介コーナー

　（株）広島オフィス　代表取締役　吉元幹雄　（よしもと みきお）　氏（中②）

現場風景現場風景

非吉元氏にご相談されてみると良いと思います。

文：勁草法律事務所　片島 由賀

（株）広島オフィス

広島市中区上八丁掘 7-1 ハイオス広島ビル５F

TEL：082-222-9141



愛車でツーリング ! ！
（株）TSUJI　代表取締役　松岡 啓汰（まつおか けいた）氏（中⑨）
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　今日は（株）TSUJI の代表取締役 松岡 啓汰さんに

お話を伺いました。

　松岡さんの趣味はドライブです。よく大学の友達な

どと一緒にドライブに出て、カフェや温泉、新しいお

店などに行きます。

　最初、車はあまり好きではありませんでしたが大学

の頃、友達が BMW のオープンカーに乗っており、そ

の友達の誘いでいろいろなスポーツカーが集まる集会

に誘われ、段々と車が好きになっていきました。

　社会人になって一発目の車はドイツ製アウディーを

買いました。( 白い車 )

　社会人になった今ではゴルフもするようになり、い

ろいろなお誘いがあれば行きます。最高スコアは 84。

今ではコースが主ですが、最初はかなり練習したよう

です。

　多趣味で土日 ( どにち ) の度にいろいろな所に出か

ける松岡さんでありました。

文：あさがお乳食　三上 良晃

社会人一発目の車社会人一発目の車 車の集まり車の集まり

新春特集フォトコンテスト　投票結果発表！新春特集フォトコンテスト　投票結果発表！
投票結果がまとまりましたので、発表します。ご協力ありがとうございました。投票結果がまとまりましたので、発表します。ご協力ありがとうございました。

【２席】
（株）プラス・ココ　
代表取締役
沖村	和美　氏
（中③④）

【３席】
（株）菊貞　
代表取締役
菊崎	伊久江			氏
（中③④）

【１席】
ＰＣＴＳ
代表　原 純二　氏

（中②地区会）

「霧の海」にトライし続け、やっと納
得の 1 枚が撮れました。

キャットトンネルから身近な景色を見つめる猫キャットトンネルから身近な景色を見つめる猫 雨で溢れそうな太田川、会社の屋上で息災を祈ると虹出現！雨で溢れそうな太田川、会社の屋上で息災を祈ると虹出現！



広島県中小企業家同友会 広島中支部発行
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TEL.082-241-6006　FAX.082-241-6007
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202２年１月　中支部理事会のご報告202２年１月　中支部理事会のご報告

中① 中② 中③④ 中⑨
会員数 28人 99人 109人 105人
e.doyuログイン数 19人 54人 59人 40人
例会参加数 11人 17人 24人 23人
例会オブザーバー数 2人 0人 2人 1人
年間入会者数 2人 4人 11人 10人

●2022年1月末の各地区会データ

とき：2022 年 1月 26 日　　ところ：Zoom　
議長：石井副支部長　　　　出席者：22 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
中期ビジョン推進委員会…来期は、各支部とも役員改選が行
われるので、第 1回支部理事会では、第 7次中期ビジョン

の「チェックシート」の活用について取り上げてほしい。

広島エリア連協…今回から、次期の支部長候補者を交えて、
10年ビジョンの進捗状況・今後の展開について意見交換を

している。

仲間づくり委員会…支部例会に向けて、オブザーバー参加の
促進に全力を傾ける。「目標」を「ノルマ」にしたい。中①

は 10名、中②、③④、⑨はそれぞれ 20名。

支部総会例会実行委員会…支部例会は、リアルにこだわりた
いという仲間づくり委員会からの提案を受けて、3月に延期。

活性化委員会…4月 11 日または 13 日に、新会員オリエン
テーションを予定。

地域内連携委員会…同友ベストプロの登録が40社になった。
目標は 50社です。まだ未登録の理事の方は、ぜひ登録を。

支部活動費執行状況…基準値は 75％。執行率は 54.9％。大
きな問題は起きていない。

役員選考…新年度の役員広報者名簿がおおむね固まった。新
年度方針を検討する 2月 3月の正副支部長会議・支部理事

会は、現・新合同で進めていきたい。

■承認事項
①入退会の承認
■入会希望者 3名

中②	 （株）Ｔｕｒｎ	 代表取締役　	羽白　浩樹　氏

中③④	 ひとつ麦	 代表	 					　𠮷原　幸子　氏

中⑨	 （株）藤田工業	 代表取締役					藤田　慎也

※以上、承認。会員数は 341 名に。

②広島エリア報の改訂…広島エリア報「ひろしまねっと」の
改訂について提案があり、これを承認しました。

③支部の PR ビデオの作成…仲間づくり委員会の予算の範囲
内で、支部の PRビデオ作成をすることを、承認しました。

④支部例会の対外 PR…3月の支部例会を経済紙に掲載する

のはどうか、との提案があり、これを承認。また、今後はこ

うした行事の発信を積極的に行う事を申し合わせた。

■討議事項
テーマ：「今年度の振り返り」
グループ討論「方針の実現度合、次年度に活かすこと」
討論の発表…以下のような意見が寄せられました。
•	 この２年で Zoomの運用が定着した。リアルの方が良い

という意見もあるが、参加しやすくなったという感想も

ある。今後はハイブリッドを前提にしての運用になると

思われる。

•	 オープン例会をルーティン化し、取り組みや成果をレ

ポート化する。50周年までに、あと60名の純増が必要。

外部への発信に力を入れることが大事。

•	 小組の活性化が急務だが、そのイメージが共有されてい

ない。事例を学ぶ必要がある。

•	 ある地区会では、新会員に基礎講座に参加してもらうよ

うにした。こうした伝える、フォローする活動を広げて

いこう。

•	 リアルで会えないことがコミュニケーション不足を生ん

でいる。

•	 基礎講座の参加数や企業変革支援プログラムの登録数は

増えている。地区会よる支部方針の後押しはある程度で

きている。

•	 増強に関しては、退会者が減ったこととオブザーバー参

加はリアルにこだわったことが要因。

•	 会を活性化するには、会を様々に活用してもらうことが

大事。

•	 ある地区会では、独自に会を作って、OBやベテラン会

員の交流を行っている。退会防止策として参考に。

まとめと確認
•	 いただいたご意見は、今後の議案のまとめに活かしてい

く。

•	 来月からは現・新交えて、方針を考えていこう。

以上、文責：事務局　橋本

- 7 -
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　現在広報委員会では広報誌の一部をウェブ化してい

くことを検討しています。その際、紙面にちらっと目

を通すだけで続きが読みたくなるよう、タイトルと

リード文の書き方勉強会を行ないました。中国新聞社

の経済部長である寿山さんを講師にお招きし、１月

１２日に Zoom メインのハイブリッド形式で開催しま

した。

■１月のコロナの影響
　本来事務局で開催し、その後は寿山さんと一緒に委

員みんなで懇親会の予定でした。しかしながら１月に

入るとオミクロン株のコロナ感染者が急増したため

に、運営メンバー以外は Zoom 参加という形での勉強

会を行なうことになりました。

■タイトルと本文の書き方テクニック
　タイトルは最も重要な部分。キーワードを必ず入れ、

意味がダブる言葉は避ける。本文は時系列でなくても

よく、全部読まれないつもりで重要なことから逆三角

形で書くといったテクニックを学びました。実際新聞

社では、文字数調整が起こったら本文の後ろから削ら

れていくことが多いそうです。

■実際に記事を書いてみよう！
　講義のあとは、実際に記事を書くワークショップが

ありました。

　県広報誌『同友ひろしま』にあったインボイス制度

についての記事の事実情報だけが羅列されたものを基

に記事を作るというもの。短時間でタイトルとリード

文のみ作りましたが十人十色で非常に面白く、全員の

発表に対して、寿山さんが細かく評価して下さいまし

た。

■ヒアリング時のメモの仕方
　各人の発表に対して評価するために、寿山さんはみ

んなの発表内容をすごい勢いでメモされていました。

　その事に気が付いた人がヒアリング時のメモの仕方

を質問として投げかけたところ、数字・固有名詞は必

ずメモすること、帰社したらすぐにメモを思い出して

より質の高いメモにし、極力その日のうちに記事にす

るとよいとのことでした。

　中支部による勉強会でしたが、広島エリアの他支部

の方々にもご参加いただくことができ、「めちゃおも

ろかった」と嬉しいお声を頂くとともに、この勉強会

の事を、学んだばかりの方法でタイトルとリード文を

作り、東支部広報委員会の島原さんは委員会のグルー

プ LINE で展開されていました。参加者 10 名程度と

いう小さな会でしたが、今後このメンバーがより良い

広報誌を作れるようになり、会社の広報活動にも生か

していただければと思います。

文：（株）TomTak　毛利 武雄

■広島中支部広報委員会勉強会■広島中支部広報委員会勉強会

「読んでもらえる紙面をつくろう〜タイトルとリードの作り方」「読んでもらえる紙面をつくろう〜タイトルとリードの作り方」
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