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広島東支部
新年互礼会を
オンラインで開催
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2022 年の広島東支部新年互礼会は元広島東洋
カープ・現 TSS 野球解説者の山内泰幸氏を招いて
のオンライン講演会を開催。P１１
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人社員教育委員会の求人委員長を拝命させていただい

ております、安芸地区会　新日本建設（株）の村上です。

　求人社員教育委員会は、「経営指針にもとづいて企業づく

りを実践していくためには、同友会の共同求人活動に参加して人を採用し、共に育つ

精神で社員教育活動などに参加して、人が育つ企業づくりの実践に繋げていくこと」

を掲げて活動を行っています。

　求人活動としては、地域の雇用を支え若者を育てる企業づくりをめざして大学生・

専門学校生を対象とした求人活動である「Jobway」、インターンシップ活動、採用活

動の勉強会、労働問題への取り組み、学校との交流会などの活動を通じて学校や地域

求

境経営委員長の役をいただいている、南④地区会 （株）

プレゼントデザインの川端です。環境経営委員会って、

皆さんどんなイメージがあるでしょうか？　

　「時々、難しいアンケートが届く」「何をしているか分らない」

なんて、思われている方も多いかもしれませんね。

　環境経営は難しい言葉ですが、ＳＤＧｓという言葉は最近よく聞くようになりました

ね。

　ＳＤＧｓの 17 つのゴールの中には、「働きがいも経済成長も (8)、産業と技術革新の

基盤をつくろう (9)、住み続けられるまちづくりを (11)、つくる責任つかう責任 (12)、

海の豊かさを守ろう (14)、陸の豊かさも守ろう (15)、パートナーシップで目標を達成

しよう (17)」など、同友会の活動、私たち中小企業にもキーワードになるような言葉

環

からの信頼をえて、働く魅力を学生や地域に知らせる活動を行っています。

　社員教育委員会としては、４月１日の合同入社式、新入社員研修、中堅社員研修、女性活

躍推進研修など、「共に育ちあう土壌づくり」を大切にして、次世代を担う人材が育つ環境

作りを目指しております。求人社員教育委員会の活動は、学校や労働関係機関とお友達になっ

て地域を盛り上げ、「共に育つ」活動に参加して地域に愛される企業になり、地域を元気に

する活動です。

　人材でお困りであれば、ぜひ求人社員教育委員会で活動をしてみてはいかがでしょうか？

が入っています。

　環境経営委員会では、ＳＤＧｓに取り組む会員に会社訪問をし、県外にも

研修に企画も立てています。

　これからの会社経営には SDGｓの取り組みは大きな意味を持ってくると思

います。ご興味のある方はぜひ一緒に学びましょう！

求人社員教育委員会
求人委員長　村上 真一

環境経営委員会
委員長　川端 順也
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　東地区会組織委員長の神農と申します。東地区会の会員数は、１０
年以上伸び悩んでいましたが、前任の山崎組織委員長の時に増員に
火がつき、今期で目標としていた100名を超す地区会へとなる事がで
きました。
　大幅に増員出来た要因は、大活躍されている平井さんが支部の組
織委員長になられた事で、「平井委員長に恥をかかせてはいけな
い！」と一丸になれた事だと思います。特に迫田地区会長が協力して
下さり、役員会でも積極的に組織委員に想いを話す機会を与えてくれ
ました。
　それから、各班（小グループ）に副組織委員長を配置して、オブザー
バー候補者や新会員さんの情報をすぐに共有できたのも良かったと
思います。拙い旗振りしか出来なかった自分に対して副組織委員長の
西本さん、中島さん、藤田さん、森山さんが俊敏に動いて下さったおか

げで今の結果に繋
がったと思います。
　今期も残すところ
僅かとなりました。最
後まで気を引き締め
て頑張っていきたい
と思います。

東地区会
「東地区会の組織委員会のご紹介」

　記：(株)トスク　神農 徹 （東）

　組織委員に入って増強の難しさを痛感しました。
　どうやったら同友会の魅力が伝わるのか、どうやったら入会に繋
がるか、地区会長と何度も話し合ったのが良い思い出です。
　実践したことは、退会者も少なく横の繋がりが強い点を発信する
ため、オブザーバーを呼んでゴルフコンペを開催したり、会員の企業
訪問をしてオブザーバーに参加してもらったりしました。それをきっ
かけに入会につながった方もいるので良かったです。
　コロナ禍ではありますが、入会した後も孤立させない取り組みに
手ごたえを感じたので、来期以降も継続していきたいと思います。

安芸地区会
「安芸地区会の組織委員会のご紹介」

南①地区会
「南①地区会の組織委員会のご紹介」
　組織委員会の活動を振り返って

　記：久保司法事務所　久保 秀幸（南１） 　記：今田屋（株）　今田 正樹（南2）

南②地区会
「南②地区会の組織委員会のご紹介」

　組織委員会の活動は主に会員を増やすこと及び、地区会の活性化
を軸に活動しています。 
　各地区会で目標人数を設定してそれを目指していくというミッショ
ンになります。 目に見えて成果が表れる委員会ですのでやりがいがあ
ります。 
　難しいところは仲間を増やしていく活動の中で会員全員で仲間を
増やすという形が一番良いと思うのですが、偏った人たちだけで増強
していく流れについついなってしまいます。 
　既存の組織委員会がやっている感じだとノルマにしか感じないた
め、勝手に人が入れる会（入りたくなる会）、組織委員会がいなくても
人が入りたくなって増える会を目指していくのが正解だと感じました。 
役を受けたから増やさなければならないとなると長続きはしません。 
仕事に置き換えても同じようなことが言えると思います。 
　同友会活動を通じて、会社にも落とし込めるようになるのが委員会
活動と思います。 

　2020年４月に南①地区会の組織委員長の任を拝命ました。この年
は、コロナ禍ということもあり、集まっての活動や人と接触する機会が
大幅に減少し、会員増強を担う組織委員会としては非常に苦しい活動
が予想されました。
　この２年を振り返ってみると、当初は私自身の力不足を感じていま
したので上記のこともあいまって、より不安が増大しておりましたが、
Zoomの使用や例会内容の事前の撮影など新しい試みを行うことに
よってコロナ禍においても活動ができたこと、地区会長、組織委員会
の皆さんをはじめ多くの人たちにご助力いただいたおかげで何とか
結果が残ったのではと思います。
　今後とも同友会、そして南①地区会が発展していくために助力でき
ればと考えております。

　記：堀越車体（株）　十川孝行（安芸）

1 地区会報告特別編　組織委員会活動紹介

上 神農さん、西本さん、中島さん　
下 藤田さん、森山さん、平井さん
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　家族のような地区会、それが南④地区会の一番の誇れるところで
す。会員同士が同友会外でこれほどに親密に付き合っている地区会
があるでしょうか？
　誰かが困っていれば、助けようと知恵を出し力を貸し、誰かが悲し
んでいれば、そっとそばに寄り添い、誰かが喜んでいれば、自分事
のようにともに喜び、誰かが楽しんでいれば、一緒に、いやそれ以
上に楽しんじゃう♪
　人の温かみを感じられる南④地区会であると思います。そして、
南④例会などにオブザーバー参加された方や他地区から参加された
方が『南④はみんな仲が良く、地区外の者でも優しく受け入れてくれ
るから楽しい♪』とおっしゃってくれます。とても嬉しいお言葉です！！
そして、そんな南④が私は大好きです！

南④地区会
「南④地区会の組織委員会よりご紹介」
　私たちが大好きな我が地区会を自慢します！

　記：（有）博永    松尾 友美 （南4）

　南３地区組織委員会としては、今期 2021年に会員増強を通して経
験した≪伝わった事≫　≪伝わらなかった事≫を、もっと柔軟に考え
て、みんなで増強を楽しむ事を原点に振り返りました。
　まず取り組んだ事は、南３地区会委員で増強の楽しさを知っても
らう為、毎月！行う南３地区会組織委員会に≪正副会長≫　≪各グ
ループ長≫　そして今期入会した新会員の皆さんに参加してもらい、
同友会の中枢核となる組織委員会の事をもっともっと知ってもらい、
入会に繋がった経緯や入会してみてどうか？などをその新会員さんと
懇親を深めて新しい仲間に繋がる話をして参りました。
　これから、もっと同友会の素晴らしさを浸透させていきたいです。
　
　僕が掲げたい来期！南３地区組織委員会のスローガンです！
【仲間は宝物】～繋がって行こうやぁ～

　そして、この勢いで来期！2023 年には同友会広島県生誕 50 周年
を迎えます。会勢3000 名を達成すべく、邁進してまいります。

南③地区会
「南③地区会の組織委員会のご紹介」
　昨年度の振り返りと次年度への思い　

　記：鉄板焼お好み焼　修竜　大串 修二（南3）

親睦委員会「広島東支部新年互礼会」
日時：1月2８日（金）　場所：Zoom　 参加者164名（e.doyu登録者）
講演：山内　泰幸 氏（元広島東洋カープ・現TSS野球解説者）

　今年も昨年に続きオンラインにて広島東支部の新年互礼会が開催
されました。基調講演は元広島東洋カープでＴＳＳ野球解説者の山
内泰幸氏。カープに入団後、選手として８年、コーチとして１２年
の経歴をお持ちです。
　選手時代にはＵＦＯ投法と言われた独特なスタイルの投球で新人
王獲得、２ケタ１４勝を上げた投手でした。しかし自分に慢心があ
り、チームの仲間の助言も聞かず、体を痛め我慢して投げていたそ
うです。２９歳で戦力外通告、コーチへの道を促され引退を決意。
助言を聞いていれば違った人生だったかもしれないと振返られてい
ました。

　引退後はカープの三軍投手コー
チからスタート、自分の経験を活
かし、現役時代の失敗をコーチン
グしていきたかった。選手にはゴー
ルを明確にする教え方をしていっ
たそうです。二軍コーチでは育成
することがメイン。そんな中、現
在メジャーで活躍している前田健
太投手を育てたそうです。育てた
というよりは自分で育っていった

という感じだったそうです。前田投手は一軍へ早く行きたかったそ
うですが、グっと我慢させ二軍で鍛えて 2年目で一軍へ、今思えば
このやり方が良かったそうです。
　対談の中で、伸びる人の共通点は何ですか？という質問に、素直
な人、継続すること（たまに止める決断も）とにかくやってみると
いう人ではないかと答えられていました。一軍コーチではチームが
勝つために何をするのかを考えることがメイン。精神面、コンディ
ション教育が中心となり選手へ評価を伝える、時には現実を伝える 　記：(株)ムクダ　椋田 幸治（南２）

ことをされたそうです。
　コーチ退任後は解説者の道へ転身。人前でしゃべることに緊張し
たそうです。特に言葉の選び方、伝え方、話し方が難しく、野球を
知らない人にどう説明したら良いか難しかったとのこと。解説者と
して意識して学んだことは、聞く相手によって求めていることが違
うので、番組によって説明の仕方を変えることをしているそうです。
　基調講演放映後は安芸地区会の笹木さんの司会進行で質問タイム
とクイズの企画へ。なんとサプライズで山内氏ご本人に登場してい
ただき、実際に質問にリアルで回答していただきました。またクイ
ズの正解者にはサインボールや色紙などの景品もあり大変盛り上が
りました。野球というカテゴリーで選手、コーチ、解説者という立
場を経験されたお話は非常に有意義な時間となりました。企画、準
備、運営された親睦委員会の皆様ありがとうございました。
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伍永通信（株）　代表取締役　
竹中　光（たけなか　ひかる）　
生年月日：1971年5月15日
血液型：B型
事業内容：情報通信サポート事業

（株）明販広島東　専務取締役 
岡本　昌代（おかもと　まさよ）
生年月日：8月13日
血液型：O型
事業内容：乳製品の宅配業、健康関連
商品の販売
趣味：アロマテラピー、日舞

(株)ヒロコウネットワーク　代表取締役
坂川　博康（さかがわ　ひろやす）
生年月日：1972年1月21日
血液型：O型
事業内容：インターネット設備機器保守
サポート
趣味：バイク

　今秋、創業５５周年を迎える伍永通信（株）
の代表取締役　 竹中 光社長をご紹介します。
社長に就任されて８年が経ちます。
　主な事業内容は、ビジネスホン・ネットワー
ク（ＬＡＮ/Wi-Fi）・セキュリティ・各種電気
通信設備工事を一手にされ、お取引先も官公
庁・学校・病院・施設・企業と多方面でサポー
トされています。
　情報時代と言われ久しいですが、「情報」
とひとことで、言いましても多岐にわたり、そ
れぞれの業種・分野で全く違ってきます。
　お取引様のご要望に応えるため、お客様の
ニーズに沿った、オリジナルの最善システムを
構築され提供されています。この企業努力に
より「安心」と「信頼」を得て、このコロナ
禍におかれても、受注が伸び順調な経営をさ
れている事に繋がっています。

　経営理念をしっかりと掲げ、社員一丸とな
り「お客様からの信頼」と「確かな技術」
を基軸におおいに社会貢献されています。
　これから益々必要とされる分野で、まだま
だ伸びしろのある会社だと感じます。
　社長就任８年目を迎えられ、ご本人様は「も
う８年？」との思いの様です。その間様々な
ご苦労がお有りだったと思います。ひと目見
られただけで品行方正とすぐに分かる竹中社
長です（笑）。
　コロナが終息すれば、ご一緒に少し羽目を
外しましょうね！

　明販広島東は、明治乳業の乳製品だけを
販売していると思っていましたが、今回の岡
本昌代専務の話を聞いて大きな勘違いをして
いたことに気付きました。
　1995 年 東広島市八本松町で高齢者をター
ゲット層として創業しました。
　昌代さんは、地域の方の健康相談にのるう
ちに「心身ともに、おばあちゃんを元気にし
たい」と思うようになりました。そのために
は成長期の子供の段階から牛乳を飲んでもら
う事が一番良いと気づき、子供にちゃんと牛
乳を飲む機会を与える事に取り組んでいます。
“牛乳は自然のサプリメント！ “この子供たち
が日本の健康寿命を延ばすと信じてます。
　また、健康関連（ライオンハート）事業を
していて、キャンピングカーを改造して移動
式の認知症カフェを運営しています。

　そこでは、認知症の方やそれを不安に思っ
ている方を対象に地域包括支援センターとコ
ラボして、健康状態を計測したりリモートで
専門家などに相談しています。
　最近認知症にアロマがよいと聞いて、昌代
さんは、アロマスクールインストラクター資格
を取得して鳥取大学の教授が考案したアロマ
による嗅覚の認知症予防を取り入れています。
　乳製品の宅配業から地域には欠かせない
健康の応援企業として明販広島東は、これか
らも進化して行きます。

【お仕事の内容は？】KDDI のインターネット
設備機器のかけつけサポートをしています。
24 時間 365日、トラブルが発生すると一定時
間内に現場に到着しなければならないため大
変です。先日の地震のときもピザのデリバリー
店からネットワークが繋がらなくなったとのこ
とで夜中にかけつけました。
【起業のきっかけは？】2 年前まで現在と同じ
業務をサラリーマンとしてやっていました。本
来は交代制でその業務に対応するはずでした
が、社内で自分だけが対応している状況でし
た。体力的にもキツくなり、一旦会社を離れ
て他のことをやっていましたが、当時の元請
けさんから直接声がかかり、2021年 1月に起
業し、かけつけサポートの業務を再開するこ
とになりました。サラリーマンの前は PCの補
修作業を個人事業主としてやっていたので、

起業することに躊躇はありませんでした。
【同友会入会のきっかけは？】紹介者は（株）
アイ・エス・シーの三好社長です。去年の 8
月ごろ、KDDI からの依頼でかけつけサポート
対応をさせてもらいました。そこで同じ通信
関係の仕事に携われていることで話もはず
み、起業したばかりで不安が多いことを話し
たところ、同友会というものを紹介いただき
ました。その後、Zoom 等で参加をさせても
らい、自分自身の成長のためとも思い入会い
たしました。
【今後の展望は？】現在は１人ですが、今後は
採用・人材育成し、1 人しかいない、計画的
に休めないという状況を打開したいです。ま
た、安定的な収入の確保、通信関係だけでな
く電気工事にも仕事の幅を広げていきたいで
すね。

記：松橋印刷（株）　浜野 英子（安芸）

記：アイウイングス（株）　相原 亮（東）

記：行政書士法人 ライフ　永戸 康弘（南１）

認知症に効くオーガニックアロマ　昼用・夜用
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(株)ＯＦＦＩＣＥ・ＨＩＴ
代表取締役
澤田　倫郎（さわだ　みちお）
生年月日：1974年7月13日
血液型 ：A型
事業内容：高齢者向け配食サービス
趣味：葉加瀬太郎さんのコンサート
鑑賞

(株)イシカワ　代表取締役
石川　直寛（いしかわ　なおひろ）
生年月日：1978年9月25日
血液型：O型
事業内容：豆菓子などの製造
趣味：写真

(株)広島ビルクリーナー
常務取締役　
菅　祐之 （すが　ゆうし）
生年月日：1980年9月18日
血液型：Ｂ型
事業内容：ビルメンテナンス（清掃業）
好きなこと：アクアリウム・フットサル・
ゲーム（アクションRPG系）

　今月は、（株）ＯＦＦＩＣＥ・ＨＩＴの澤田さ
んをご紹介します。事業内容は、高齢者向け
の配食サービス（高齢者の自宅や施設への
弁当の配達）です。
　澤田さんは、損害保険会社の損害調査課
で２０年ほど勤務して４０歳を過ぎた時、業
界の将来への不安や、井の中の蛙で終わっ
てしまうのではないかとの不安を感じ、会社
の都合ではなく自らの意志で人生を築いて
いきたいと思いから、創業を決意しました。
　同友会には、2021年３月に、南②地区会の
（有）ナックの中山さんの紹介で入会しまし
た。入会してよかったことは、
家族のような温もりのある場
で、経営者としての学びがで
き、かつ人脈を広げられる可能
性を感じられたことだと仰って
います。今後、できるだけ例会

やイベントに参加したいとのことでした。
　自社の強みは、主に自宅で暮らす個人の
高齢者向けの、お弁当の配達時の安否確
認、簡単なお手伝いや服薬確認サービスの
提供です。これらのサービスを通じて、高齢
者本人はもちろん、ご家族にも安心を提供し
ています。コロナ禍の中、自宅療養や自宅待
機中の人への「置き配」にも対応しています。
今後は、仕入れや業務の効率化など、配食
サービス事業の安定に向けた課題に取り組
むとのことです。
　独居の生活者が増加する中、すべての世

代の様々な人が集い、家族の
ように安心して過ごせ、「み
んなの居場所」となるような
空間を具現化することが今
の目標だと仰っていました。

　今月は、（株）イシカワ 石川直寛さんをご紹介
します。
　（株）イシカワは、石川直寛さんの曽祖父により
創業され今年で創業９５年の会社です。豆菓子を
主に、ナッツやドライフルーツなどの食料品を製
造、販売しております。
　元は広島市南区東雲に本社、工場をかまえてお
りましたが会社の倉庫があった段原地区の再開発
により、現在の廿日市市峠に本社、工場を移転し
ました。
　豆菓子の需要が減りつつある中で、豆菓子の製
造を続けながら、会社を発展させるために、イン
ターネット販売の開始など、広い視野をもって様々
な事にチャレンジしております。
　石川さんの取材をするにあたり、製造工場の見
学をさせていただきました。豆の香ばしい香りに
包まれる中、製造中の豆菓子や商品の包装作業な

ど普段見ることのできない貴重な体験をさせてい
ただ き、その中で「物づくり（お菓子づくり）の
楽しさ」を生で実感させていただきました。
　物づくりに対する熱い想いを語っていただいた
石川さんの今後のご活躍を期待しております。
　皆様もスーパーでイシカワの豆菓子を見かけた
際は是非手に取って召し上がってみてはいかがで
しょうか。

【広島ビルクリーナーについて】
　創業67年で、清掃事業を展開しています。
家やオフィス、店舗やマンション清掃に加
え、最近は新型コロナウィルス感染症の除
菌も。3つ上の兄が代表取締役で、社員数10
名、パートさんは5～60名在籍しています。

【ぷらぷらさん、安定を考え広島へ。】
　若い頃東京に出てぷらぷらと派遣やバイ
ト・測量会社勤務をしていた所、母から「人
が足りない、帰ってきて」と言われた菅さん。
かつて小遣い稼ぎで清掃をした程度で、入
社するなんて思ってもいなかったけれども、
安定を考えUターンしたのは5年前でした。

【常に冷静沈着の研究者！】
　営業肌の兄に対して菅さんは現場肌で、
主な仕事は現場管理や現場清掃。そんな今

の仕事を「実験的で楽しい」と菅さんは言い
ます。「常に冷静」をモットーにする菅さんは
本当に常に冷静沈着。汚れを効率的に退治
する方法、トラブル時にテンパることなくど
う対処するか、従業員の話を聞いてよりよく
まわる方法などを常に考えつつ、頭の中であ
らゆる実験結果を組み立てているのです。
それは、さながら研究者のよう…！
　将来の夢は自社ビルを建てる
規模まで、自社を成長させること。
冷静な菅さんの眼が見据える先が
とても楽しみですね！

　

記：（株）ケイスタイル　木梨 貴之（南２）

記：つかさ建設（株）　平井 勇樹（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）

愛する家族でパチリ！　　 はまっているアクアリウムで癒やされる日々。
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1 月度新会員紹介
【1月度退会者１名】

２０２１年度　会員数６２２名（1月末現在）（２０２１年度期首５９７名）
　安芸地区会６８名（７０名）、東地区会１０２名（９３名）、南１地区会１０４名（１０１名）
　南２地区会１３９名（１３２名）、南３地区会１３５名（１２８名）、南４地区会７４名（７３名）

　デルタ株が落ち着き、通常の生活が戻りつつありましたが、
わずか２か月あまりで元の窮屈な生活に戻りました。現在まん
延しているオミクロン株は重症化になりにくいですが、感染力
が以前より強く脅威に感じます。この状況では、３回目のワクチ
ン接種が唯一の頼みの綱です。
　先日、薬品関係のお客様とお話をする機会がありました。コ
ロナでお仕事大変ですねと声をかけたところ、「昨年、製薬業界
の不正が明るみになりとても混乱している。以前の供給体制に
戻るまで２～３年はかかり、欲しい薬が手に入りにくい状況なの
で、健康には十分に注意してください」とのこと。どうやら政府
がジェネリック薬品の供給を増やす方針を打ち出したが、メー
カーの供給体制が整わず、不正が横行していたよう。
　このような状況では、遅れをとっている日本でのコロナワクチ
ンの開発も進まず、まだまだ海外のワクチンに頼らなくてはい
けない状況が続きそうです。皆さんもお気を付けください。
　当初は濃厚接触者の隔離期間が１４日に設定され、会社の運
営に影響が出るかもと心配しましたが、現在７日に短縮されず
いぶん緩和されました。ですがコロナに寛容な世の中になるま
で、引き続き用心しましょう。

　　　　記：（株）広島カートン製作所　金川 慶丈（南１）

　去る1月27日、広島東支部理事会が参加者27名で開催されま
した。
　会員数の動きでは全国45,826名と少しずつ増えています。県
理事会で特記事項についてです。県内では12月末で2,698名と
なり、期首より47名増です。3,000名達成のための横断幕のデザ
インが完成しました。
　企業変革支援プログラムＳＴＥＰ１ の登録のお願いです。東
支部は登録率が低いので、登録推進をお願いしています。政策
委員会では「2021 年度第 2 回 会員企業の経営課題と政策要
望」のアンケート調査を行いました。
　広島エリア支部長連絡協議会の報告です。広島エリア会議に
て各支部の新年互礼会やオープン例会の案内をエリア全体に
案内することになりました。他支部からの案内になりますが、ご
確認下さい。
　支部理事会関係です。討議事項では、役員定数の問題につい
て話し合いました。また、前回からの議論である、県財政部の
「地区会計の見直し資料」への質問とそれに伴う各地区会から
意見交換を行いました。支部理事会の議論を踏まえ、東支部の
意見として県財政部に上程することになりました。

支部理事会報告 e-報編集室より

広島東支部
「名簿アプリダウンロード率の状況 1 月末現在 」

Android 版 DL用 QR　　 iPhone 版 DL 用 QR

東支部では会員名簿アプリの普及に努めております。名簿だけで
なくメッセージの受発信などもできます。
右よりアプリをダウンロードしてお使いください。
ID・PASS は e.doyu と基本、初期設定と同じものになります。



東地区会　（株）森田モータース　代表取締役     森田 晃彰 氏
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特集ページのネタも
募集中です。

面白い企画を待ってます！

広島東支部各地区会の今昔物語
経営者さんのBefore Afterをご紹介！

安芸地区会　（株）晃祐堂  取締役社長  土屋 武美 氏

東地区会　Ｃｒｅｗ　宇根原 美砂　氏
  写真左が 23 歳頃、写真右が去年の誕生日の写真です。

南１地区会　（有）関谷モータース　
　　　　　　　　           代表取締役　下高 賢士 氏

今回の東支部特集ページは各地区会の会員さんのビフォアーアフターを
ご紹介。昔懐かしの写真と今の写真と一緒にe-報に載りませんか♪
お申し出は広報委員、事務局まで。情報もお待ちしています！

南３地区会 ｖｉｒｇｉｎ‐Ｒｏａｄ 代表者  川口 弘美 氏

南２地区会 クリエイティブ工房シエル　代表　向井 啓晃 氏

南
４
地
区
会　

カ
ラ
フ
ル
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リ
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ク
（
株
）

　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役     

島
原 
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子 

氏

写真左がアジア大会（１９９４年）開会式で、
写真右２枚は最近です。今も昔もイベント好き。
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