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スローガン｜同友会の学びを生かし、実践できる会づくり　仲間の絆を深め、時代に負けない会社になろう！
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今年度
目標会員数 現在会員数 【1月入会】90名 81名 ㈱喜楽園　倉田 理恵　氏

次回例会のご案内
三原支部３月例会

三原の中心でビジョンを叫ぶ
三人の支部長経験者による支部の過去・現在・未来を語る
【と　き】3月 25 日（金）19：00～
【ところ】アクションセンターミハラ
【報告者】㈱金光組　　　代表取締役　　　金光 　昇　氏

㈲三愛機工　　代表取締役会長　上中谷 浩　氏
㈱ ITO テクノ　代表取締役　　　伊藤 京三　氏

【会　費】無料
　年度末を迎えるにあたり、支部活動を一年続けてきた中で様々な課題や問題点が見えました。
そこで３月支部例会では３人の支部長経験者がそれぞれの支部長時代の思い、目標、ビジョン、課題、問題点、
支部長になって自分自身、会社がどう変わって行ったか、支部の中期ビジョン等、パネルディスカッション形
式で語ります。

↑伊藤氏 ↑金光氏

来月の支部予定
編集後記

七転び八起き
　オミクロン株が流行して、またもや蔓延防止に
なりましたね。そんな中、中国で開催されている
冬季北京オリンピック。
　３連覇のかかるフィギュアスケート日本代表の
羽生結弦に注目が集まっています。万全を期して
臨んだ男子ショートプログラム。まさかのジャン
プでミス。その原因は、氷の溝にはまり飛び上が
れなかったことです。本人曰く「完璧なフォーム
で、完璧なタイミングで飛んだ瞬間、穴に入った。」
ニュースで見たときは、「そんなこと、ある！」
と思いましたが・・。
　毎日、いろんなことが起きてくれます。中には
今回のように、自分の力が及ばないことまで。「人
事を尽くして天命待つ」起きた結果を受け入れる
しかないですね。できれば、良い天命でお願いし
ます。　　　

㈱共仕販　奥田 浩之

【経営労働】2022 年 3月 3日（木）
東部エリア　経営基礎講座
第 13講・最終講「経営指針発表会！」
【支部行事】2022 年 3月 8日（火）
正副支部長会議
【支部行事】2022 年 3月 23 日（水）
支部理事会
【支部行事】2022 年 3月 25 日（金）
支部例会

広島県中小企業家同友会三原支部

会社名　三陽環境管理（株）
役　職　代表取締役

角張　吉昭氏

広島県中小企業家同友会三原支部　会員紹介
【事業内容】
浄化槽、生活排水、各種水処理の
維持・管理・施工・販売。
産業廃棄物の処理運搬など　　

←
上
中
谷
氏



三原支部新春講演会 グループ活動報告

卒業報告～ 3 月 15 日、最後の日を、最高の日に～
報告者　吉永周平 氏／㈲よしなが
日　時　2022 年 3 月 15 日（水）19 時～
会　場　アクションセンターミハラ（予定）
※コロナの状況を見てリアル orZoom となります。

2022 年の「企業変革支援プログラム STEP1」の登録
をして、今年の自社の健康診断をして、課題を明確化
しましょう。

【とき】2月 8日　【ところ】Zoom
２月８日にグループミーティングをして 17 日に担当
例会のプレ報告をしました。

■D グループ

委員会活動報告

■A グループ

【とき】　【ところ】

【とき】　【ところ】
今月は活動無し

【とき】２月 9日【ところ】Zoom
C 班は 2 月９日に例会のプレ報告会をしました。
2 月 15 日は例会本番です

蔓延防止につき今月は活動なし。

■C グループ

■B グループ

■経営労働委員会

■求人社員教育委員会

■広報部

■環境経営委員会

■障害者問題委員会

■地域内連携推進委員会

■青年部会

■県総会フォーラム委員会

■役員研修大学実行委員会

■増強プロジェクト
次年度の活動案として、①経営フォーラムの基調講演
または分科会の担当　②企業変革支援 PG を参考にし
た SDGs の実践検証としてのレーダーチャート制作　
③改正省エネ法の勉強会　④SDGｓ実践企業の見学…
等検討されています。

2 月 19 日に「共に生きる地域づくりフォーラム
2022」を開催しました。

3 月は福山支部で行われる今年度の振り返りと目標達
成に向けた次年度の方針の計画と策定に参加します
（3 月 10 日開催）

１月 24 日　「広島同友会の法人化について」
2023 年に広島県中小企業家同友会が 50 周年を迎え
るにあたり法人化するであろうという事で５年振りに
法人化について勉強、意見交換をしました。

次回２月委員会：２月 14 日（火）18：00 ～
・2021 年度 12 月末の試算表について
・地区会の会計の整理について：県理事会、地区会長
交流会からの意見について
・2022 年度の県予算案編成に向けて：県内の移動交
通費の見直
・コロナ後の Zoom の費用負担の考え方について

同友ひろしまの改訂に向けて準備を進めています。

県総会は５月 23 日にリアルでの開催を予定していま
す。出欠の回答は e.doyu でお願いします。

来年度は役員研修大学 step2 について、合計 10 講を
ハイブリッド開催で予定しています。

会員増強 3000 名を掲げた横断幕のデザインが決まり
ました。

アンケートにご協力頂きありがとうございました。
残念ながら三原支部は 9 支部中 9 位でした。
伸びしろしかありません！次回宜しくです ( 笑 )

女性活躍推進研修と幹部社員研修が開催されました。

■政策委員会

■中期ビジョン推進プロジェクト

■財政部

新たな地域ビジネスモデルへの挑戦
同友会理念で地域再生
【とき】1月 26 日（水）　【ところ】Zoom
【報告者】　（株）EVENTOS　代表取締役　川中  英章　氏（広島中支部）

■「貪欲」と「経営指針」

　1 月 26 日は、令和４年が始まり最初の中小企業家同友会の例会でした。新春講演会という事で、岡
田三原市長、三原商工会議所の森光会頭など多くのオブザーバーに参加いただき zoom 例会という形式
でありましたが盛大に執り行われました。
　講演では同友会の有名人（株）EVENTOS（イベントス）の川中英章社長の話を初めてお聞きしました。
飲食店の経営、出張ケータリング、町おこし事業の有福温泉事業と過去から現在に至るまでと更に未来
へ向けての取り組みや意思表明とすごく聞きやすい内容でしたし、自身を奮起するのに非常に良かった
です。

■前進あるのみ、現状維持は衰退と同じ！

　貪欲と思った理由は、同友会入会前のレストラ
ン経営が当たってから多店舗経営に舵を切って赤
字になった件や有福温泉事業に踏み出す時にリス
クがある中でもその先には大きなリターンがある
という決断。チャレンジ→成功、チャレンジ→失
敗と成功ばかりの経営者人生ではありません。常
に新しい着眼点と巻き込み力を活かして、社員さ
ん、取引先、時には地域の方々まで一緒になって
自社のできる最大限のサービスを追求しているよ
うに感じました。現在は、前へ前へという気持ち
がありながらもコロナ禍で力と知恵と作戦を貯め
てらっしゃるのが今後の大発展につながりそうな
予感がしました。

■学び続ける・・
　次に経営指針ですが、川中さんほど行動力・巻
き込み力・推進力をもった方でも作成した指針を
全国の同友会の偉人に添削してもらい、その度に
修正、変更されるという点です。
　指針は自社の道しるべと言われていますが、作
成の過程で独りよがりにならず、頭の中に入って
いると怠けず、成文化し、社員と共に進んでいる
一体感が出ている素晴らしい会社です。
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