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支部例会のチェックや
参加可否のご連絡は
e-doyuのスマホ版が便利 !
QRコードから簡単ログイン!

スローガン｜自社の発展のために！～まずは自社、いきつくところも自社の為～
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今年度
目標会員数 現在会員数 【8月末会員数】90名 85名

次回例会のご案内

【と　き】10月 7日（金）13:00～20:30
【ところ】リーガロイヤルホテル広島もしくは ZOOM
【基調講演】( 株 )Honki　代表取締役　石川 朋之 氏（滋賀同友会副代表理事 大津支部長）
【会　費】11,000 円（リアル全参加）、2,000 円（リアル参加・講演＆分科会のみ）
　　　　  2,000 円（オンライン参加・講演＆分科会のみ）
　　　

来月の支部予定
編集後記

七転び八起き
今月の表紙は新会員『ここから / いまここ』代表の浮田
明子さん。
心と身体 / 今を、ここを、感じて生きて行けるように、
という想いを込めています。
ご自身の幼少期からの環境が大きく影響を与え、導かれ
るように現在の職業に就きました。
一時は組織で活動していましたが、管理職になったこと
でやりたいことと求められることが一致せず、悩んだ末
に独立という道を選ばれました。
浮田さんには『トラウマを抱えて生きる人が安心できる
場所を提供したい』という強い想いがあり、それを実現
するために同友会で学びたいとのことです。
こういった熱い想いのある方が入会されると、どんどん
活性化されますね。

㈱トラスト　大出 喜章

【経営労働】2022 年 10 月 6日（木）
東部エリア　経営基礎講座
第 7講「ＳＷＯＴ分析の活用で環境分析を行う」
【支部行事】2022 年 10 月 11 日（火）
正副支部長会議
【支部行事】2022 年 10 月 18 日（火）
支部理事会
【支部行事】2022 年 10 月 7日（金）
支部例会（経営フォーラム 2022 に参加しよう）

広島県中小企業家同友会三原支部

ここから / いまここ
代表

浮田　明子氏

広島県中小企業家同友会三原支部　会員紹介
【事業内容】
公認心理士　臨床心理士　カウンセ
リング　心理療法　産業カウンセリ
ング　講師

三原支部 10 月例会

経営フォーラムに参加しよう！
集え！学べ！挑め！逆境の中でも真価を発揮
～人は人によってこそ磨かれる～

　今年の経営フォーラムは、2 年ぶりにリアルで開催されます。
　基調講演では「新時代に立ち向かう企業づくり～人を生かす経営の実践～」のテーマで逆境の中で石
川氏が気がついた人を生かす経営の実践から学びます。
　分科会では「経営指針の実践」「中小企業を取り巻く情勢」など 6 つのテーマで学びを深めます。

　
会社を良くしたいお知り合いの経営者を
ご紹介ください！

納涼例会～経営のつまみになる話～納涼例会～経営のつまみになる話～

■三原支部 8 月例会■三原支部 8 月例会
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三原支部 8 月例会 グループ活動報告

【タイトル】『三原支部青年部へ！～人はひとでしか
磨かれない～』
【報告者】（有）小倉建設　代表取締役　小倉一弥氏
【日時】2022 年 9 月 20 日（火）19 時～21 時
【場所】アクションセンターミハラ

東部エリア経営基礎講座が 9 月 1 日に開催されまし
た。次回の講座は 10 月 6 日に Zoom にて開催されま
す。内容：基本のキ！講座⑤「ＳＷＯＴ分析の活用で
環境分析を行う」

8 月 7 日にリアルで開催しました。林支部も参加され 8 名で開
催し近況報告とグループ会の参加者と例会の参加者がどうした
ら増えるかについて話しあいました。今回は思考を変えゴルフ
コンペとプレー後に懇親会をかねてグループ会を開催し皆さん
とコミュニケーションもとれ良いグループ会が出来ました。

■D グループ

委員会活動報告

■A グループ
8 月 5 日（金）19:00 ～
場所：セトウチベース＆ZOOM
6 月例会の振返り。
前回の近況報告からの進展状況を報告。

今月は三原のコロナ感染状況も多いので、個別に最近
の近況と興味のある例会や内容の聞き取りをしまし
た。9 月 8 日（木）に 11 月例会の報告者と打ち合わ
せを行いました。

8/26（金）19:00 ～　7 月例会振り返りグループ会
グループ会の中で離職者が増えているがどうしてい
る？という話が出てきたため、今後の例会やグループ
会等で学んでいけたらと思います。

■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

■障害者問題委員会

■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

■仲間づくり委員会

9月 29日（木）13時 30分から 15時 30分まで zoomで「第
６回障がい者雇用特別セミナー」（主催：公益社団法人全
国障害者雇用事業所協会）がオンラインにて開催されます。
このセミナーは、障がい者雇用に関心のある経営者・管理
者の皆さまを中心に、どなたでも、どの地域からでも無料
で参加いただけます。よろしければご参加ください。
https://www.zenjukyo.or.jp/news/r04_kyushu_okinawa_s
eminar.html

８月２２日 ( 月 ) 開催されました。

次回開催：10 月 11 日（火）18:30～
・８月末試算表、会員数について
・地区会会計の見直しについて
・積立金規程の整備と見直しについて

次回開催：9 月 22 日（木）18:30～
名簿アプリの打ち合わせの報告と今後について、(3) 
HP スライドショーの変更について、「同友ひろしま」
改訂についてなど意見交換しました。

　８月５日（金）に開催。　
内容は、１０月７日（金）経営フォーラムについて。
開催方法は、コロナ感染者急増のためハイブリッドに
変更されました。
三原支部の目標参加者数は、20 名です。リアルでの
参加者数が先着 400 名になっておりますので早めの
申し込みをお願いします。

2022 年度の役員オリエンテーションは、第 1 講
（10/7 経営フォーラム）をかわきりに開講します。第
2 講は 10 月 31 日（月）18:00～。報告者は、（株）
タテイシ広美社 立石氏（代表理事）です。

燦然増強プロジェクト次回 10/4（火）18 時 ~　呉開
催予定。ご参加希望あれば森塚まで。10/6（木）経
営フォーラム　声かけ合って広島へ行きましょう！

6/30（木）に「中小企業憲章」閣議決定 12 周年記念
行事を京都大学名誉教授　岡田和弘氏をお招きして開
催出来ました。
9/1（木）広島県商工労働局と ZOOM で懇談会を行い
ました。

県の委員会は 8 月 25 日（木）開催。求人活動では、
Jobway2024 募集について。社員教育活動では、県
委員会共通研修について 22 年度の開催の確認と担当
支部について意見交換しました。

■政策委員会

■中期ビジョン推進プロジェクト

■財政部

納涼例会
～経営のつまみになる話～
【とき】８月 22日（月）　【ところ】サカナザ
【内容】１つのお題についてあなたならどう対応するかをグループで話しあう。

　去る 8 月 22 日（月）に 8 月例会が行われました。
　8 月は例年であれば納涼例会として盛大に行われていましたが、本年はコロナ禍もあり比較的少数精鋭に
て「サカナザ」にて開催されました。
　テーマは「納涼例会～経営者のつまみになる話～」具体的な事例を元にあなた（そこの経営者）ならどう
考えどうアクションをおこすか？お酒の力もあり参加された会員さんは皆さん白熱した自論を展開されてい
ました。白熱しすぎ全てのテーマを消化できなかった熱量が三原支部のパワーなんだと思いました。たぶん
（笑）
　コロナ禍はまだまだ続きますが「やまない雨はない」精神にてこの困難な時代を謳歌する。悩んだ時には
同友会の仲間がいます。納涼例会、最高でした。次は忘年会の前のプレ忘年会ですね（笑）

記　テクノス三原㈱　向田　尊俊　

　「つまみの話のテーマ」を一部ご紹介します。

※すべてにおいて就業規則、入社時の説明、労働条件等は法定を守っているものとしてお考えください。

1、ここ 3 年確実に利益が確保できている状態が続いています。（経常利益率 7％）直接ではないですが、社
員から給料のアップ等の要望がちらほら聞こえてきています。定期昇給は 4000 円程度していましたが、こ
の不況の中ベースアップは 5 年間していませんでした。あなたなら会社の状況がどうなったら社員の給料を
上げていきますか。

2、入社 8 年目の社員が半年後に退社したいといううわさ話を耳にしました。その部門はようやく軌道に乗っ
た部門でこれから大きな利益を生むところです。代わりの社員を配置替えしても技術を習得するのに２年程
度かかります。（IT 関連業：役員２名社員２つの部門に３人づつの計６名、経常利益とんとん）あなたなら
どう対応しますか。
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