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2023年（令和5年）3月20日号【第342号】

広島県中小企業家同友会福山支部の皆様
　この度は、来期のBATPOSTについてのアンケートご
協力ありがとうございました。
　来期の支部報『BATPOST』についてのご報告です。
来期の『BATPOST』は、皆様のアンケートの結果（下記）を
もとに、2月の広報委員会で討議をして、従来の紙媒体か
ら、7月からオンラインのみで配信することになりました。
オンライン配信にする理由は、会員の皆様のWEB配信の
要望が81％（132名）である事、そして、支部の経費の削
減にすることができる事などです。
ただし、広報委員会の討議の結果、移行期間として、４月か
ら６月は紙媒体とオンラインで配信していきます。
来年度から、『BATPOST』も新たな一歩を踏み出します。
至らぬところがあるかもしれませんが、よろしくお願い致
します。

広島県中小企業家同友会  福山支部  広報委員長  北村太郎

アンケートの結果
WEB配信　　１３２名
紙媒体配信　　 ３１名

BATPOSTの配信方法
のアンケート

● WEB　　　● 紙媒体
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企  業  訪  問

第 342 号 ＜企業訪問＞

■日時：2月21日（火）
■会場：イシケン株式会社
■報告者／イシケン株式会社　代表取締役　石川倫之 氏
■参加者数：石川社長含め4名

　今回の企業訪問先は「イシケン株式会社」にお邪魔し、代表取締役の石川倫之さんにお話を伺いました。
　まず急な日程調整にも関わらず、柔和な笑顔で迎えてくれた石川さん。優しい人柄が垣間見え、我々取
材班に安心感を与えて下さり、お話をしてくれました。
　イシケン株式会社は 1925 年 3 月に創業し福山市駅家町に本社、工場を構える寝具メーカーです。現在
は寝具だけでなくアウトドア領域である寝袋などを企画・製造・販売しております。また工場地内での直
販店では、布団のレンタルやリペアサービスも行っております。
　石川さんは 2000 年に社長に就任し、大きな危機に直面します。2003 年、新型鳥インフルエンザ大
流行です。羽毛が入って来なくなり、原料価格が高騰、会社は大打撃を受けてしまします。「このまま羽毛
や販売先に依存していては生き残る事は出来ない」、生き残るには価格決定権を手に入れる事が必要。その
為に羽毛に変わる新たな素材を開発する事と、自らが販売できる場所を持つ事が必要と考え、会社は「人
工羽毛開発」と「自社販売」に舵を切ります。
　人工羽毛開発から 10 年、改良に改良を重ねやっと完成し、特許も取得。しかし自社製品はなかなか売
れません。問屋さんに持って行っても全く相手にされなかったそうです。
　そんな中、売上と利益を同時に得る為に選んだ場所が「ふるさと納税返礼品の市場」と「クラウドファ
ンディング」でした。
　返礼品として出品する為、2019 年、福山ブランドに申請、無事認定されました。今まで自社販売で苦
戦していた人工羽毛布団。エシカルダウンという名に変更し出品、見事満足のいく売上を達成。B to C へ
の足掛かりにもなりました。
　返礼品市場とクラウドファンディングを行った事で、「必要とされている」「応援されている事」を社員
さんも感じることができ、少しずつモノを作ること、届ける責任に対する社員さんの意識が変化していっ
た様に思えたそうです。
　現在では、B to C 市場であるクラウドファンディングで自社、商品の事を知ってもらい、開発メーカー
として B to B へと繋げていく動きもしています。
キャンピングカーとのコラボの寝袋、フットボールクラブとのコラボのネックウォーマー……新
たなチャレンジを続けていくイシケン株式会社から目が離せません！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィルムポケット 笹田良平 (E)
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第 342 号＜企業訪問＞

イシケンさんといえば、共同開発した「人工羽毛」
この人工羽毛を各種布団に使用していまして、人工羽毛
ならではの特徴がいくつかありますのでご紹介させてい
ただきますね。
①福山ブランドに認定されています。これにより、ふる
さと納税の商品として出品する事が可能となっていま
す。
②商品化された布団は、そのまま洗濯機に入れて丸洗い
する事が出来ます。
③繊維がちぎれないので、中身が偏ったりしませんし、
ホコリも出ません。よってダストアレルギー対策として
有効です。
④原材料は回収されたペットボトル。環境や社会課題に
配慮されたサスティナブル素材です。
上記の特徴と羽毛並みの軽さと温かさを備えています。

その素材によって生み出される各種商品は右のオンライ
ンショップ（QR コード）から購入できますので、是非
一度見てみてくださいね。
ちなみに店頭では受注生産形式で販売していまして、買
う前にちょっと試してみたいという人には有料レンタル
制度もあります。その他にも仕立て直しやクリーニング
の要望にもお応えしています。
法人さん向け布団レンタルのサービスもありますので、
内容が気になる人や「イシケンさんの人工羽毛をウチの
商品に入れて新商品を開発したい」という人
は、会員名簿アプリより直接お問い合わせく
ださいませ。
　　　　　　　　　　　㈱タカハシ　高橋克直（I）

商品紹介について

◆自社ＨＰオンラインショップ
 

◆楽天市場
　ベビー布団専門店 SUKUSUKU

◆クラウドファンディング  Makuake
　※プロジェクトが終了している場合もあります。

 

◆楽天市場　ふるさと納税
　※福山市民は購入できません。
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第 342 号

Ａ地区会 B 地区会
「 経営指針から始まった社長の
階段 ～運から実力へ～ 」
　■日時：2月17日(金)
　■会場：市民参画センタ―
　■報告者：SPECTER合同会社  代表  本原侑治 氏
　■参加者数：22名
　A地 区2月 例 会 で は 今 年 度A地 区 に 入 会 さ れ た
SPECTER合同会社の本原氏より、今期地区スローガン

「会員の売上・利益向上を図り財務内容強化を目指す！」
をテーマに体験報告いただきました。
　本原氏は現在パーソナルジムや24時間フィットネス
ジム、フィットネス機器販売代理等の様々なフィットネ
ス事業を営んでおります。持ち前の人柄や行動力で良い
縁や良い運が巡って、26歳でパーソナルトレーナーと
して事業を開始してから3年間で事業を拡大してきま
した。そして「挑戦」を自身の年間テーマとしていた昨年
10月に29歳で同友会へ入会し、そこで経営者としてこ
の人のもとで学べばもっと成長できるという人に出会い
ます。そこから怒涛の4 ヵ月間で支部内だけでなく他
支部や県外の経営者へも会いに行き、色んな方の価値観
を吸収しながら自分自身と向き合い、この2月に経営指
針書を完成させました。

「全ての人が健康で笑顔あふれる社会を目指す企業」とい
うビジョンを掲げ、経営理念・経営方針・中期経営計画
に基づきながら、人を強みとする経営や新たなビジネス
モデルに自分の力で挑戦する今後の事業展開を熱く語っ
ていただきました。
　グループ討論では「新規顧客の開拓、事業展開で自社が
やってきたことはなんですか？その中で成功事例・失敗
事例はなんですか？」をテーマに意見交換しました。様々
な業種の経営者の方から、実体験からの学びやなぜその
選択をしたのかの背景・考え方などの貴重なお話を共有
いただけました。海外へ事業展開した会社さんが地政学
的なリスクにより損失を被ったという話の中で、事業を
拡げれば拡げるほど考えなければならないリスクも増え
るという言葉も印象的でした。
　本原氏の熱量や同友会の学びが凝縮された、
刺激と気づきが溢れる例会となりました。
ありがとうございました。
　　　　　　　　　　 早間金属㈲　早間一隆（A）

やっちゃえ崇義！
　■日時：2月20日（金）
　■会場：市民参画センター　
　■報告者：福山中央スズキ㈱　塚本崇義 氏
　■参加者数 ：48名

　B地区2月例会は福山中央スズキ（株）代表取締役　塚
本崇義氏の発表でした。
昨年に先代のお父様から会社を引き継ぎ二代目の新体制
になってまず改革をした事は給料のベースアップ、1分
単位での残業代の支給など多岐にわたるもので、そして
この1年は過去最高の業績を記録するなど最高のスター
トでした。
　このように順風満帆の様な塚本氏にも悩みがあり約
10年近く働いている社員2人の態度や行動が会社の空
気を悪くしているのではないかと。しかし優秀な人材で
辞められたら困るのであまり強く注意や意見を言えずに
いたのですが、みんなで楽しく働ける会社にするために
この問題は解決しないとダメだと決意し、想いが伝わら
なければ辞めてしまっても仕方ないという気持ちで個人
面談を実施し経営者としての考え等を全て伝えて相手の
思いも聞き、今ではその社員とも想いを共有でき理想の
会社に近づいているようです。
　自動車業界は少子高齢化社会や昨今のウクライナ情勢
100年に一度の大変革の時代を迎えている事もあり新
車及び中古車市場、整備業態の変化と先が読めませんが

「坊ちゃん」を卒業して？日々進化していく塚本氏を見て
いると福山中央スズキの未来は明るいものになると感じ
ました。
　討論のテーマ「経営者の想いを社員とどの様に共有し
ていますか」で、アルバイトの人にも面談で理念や考えを
伝える、SWOT分析を社員全員で考える、理念などをス
タッフの目に付く場所に掲げる、思いを伝えきる事が出
来ずに社員が離れてしまったなど想いを伝える事や共有
するには様々なやり方があるのだと学びになりました。
　懇親会ではサプライズで福山中央スズキスタッフから
のビデオメッセージの上映会があり塚本氏がいかに皆さ
んに愛されているかが伝わると同時に、皆で楽しく愛し
愛されながら想いを共有して働ける環境を私も築いてい
きたいという思いになった例会でした。
　最後にこの例会をまとめ上げた近藤組長と
子分の皆様お疲れ様でした。
　　　　　　　　   ㈲神田鉄工所　吉岡知広（B）

＜地区会だより＞
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第 342 号

懇親会
　■日時：2月21日（火）
　■会場：フジヤマドラゴン福山
　■参加者数：16名

　今月の例会予定は　株式会社馬呆 代表取締役社長　
鈴木宏泰さんの体験発表でした。残念なことに鈴木さん
のご母堂様が数日前に他界され例会での発表ができない
状況となり急遽、懇親会となりました。食事の前にグルー
プ討論を行いました。テーマは「福山が今後活性化して
いくために必要なモノ、あったらいいモノは何ですか?」
グループ討論では福山駅前の活性化。幅広い世代が気軽
に参加でき何十年も続けられる催しがいいのでは。また、
市内に数多くあるスポーツ会場を活用し週末に家族や団
体が気軽に参加できるイベントはどうか。道路渋滞など
社会インフラをもっと整備して市民が住みやすい街、企
業誘致がしやすい街にしてほしい。福山の未来を良くす
るために子どもたちに身近なところで文化活動、スポー
ツ、ボランティアなどが体験できる環境を整え心豊かな
若者に育ってもらい将来福山で生活したいと思える街づ
くりを行政・町内・企業が力を合わせて作ることが重要
だ。そのほか様々意見がでましたがとても難しいテーマ
を突然言われても中々深い討論にはなりません。しかし
今回あえてこのテーマにしたのは本来の体験発表の内容
が福山を少しでも良くするため、鈴木さんが行っている
活動の話がメインとなっており次回(日程未定)鈴木さ
んの体験発表の時、少しでも深い討論をするた
めの準備が目的でありました。
　　　　　　　　 タニモト企画㈱　谷本　学（E）

同友会活用塾＃18
～求人社員教育委員会のホントのところ～
　■日時：２月１５日（水）
　■会場：市民参画センター・ZOOM
　■報告者：求人社員教育委員会 社員教育部門委員長
　　　　　　　　   福山ステンレス鋳工㈱   森川弘基 氏
　　　　　　　　 求人部門委員長  ㈱ケンユー　占部克明 氏
　■参加者数：22名
　2月例会は同友会活用塾＃１８として、求人社員教育
委員会の委員長お二人を講師としてお迎えして、委員会
のホントのところのお話をしていただきました。名前に
釣られて委員会に入ってみて、思っていたのと違う等の
話はよく聞きますが、求人・社員教育とは結局、よい会社
にしないと人もやめるし、選ばれる会社にならないとい
う事を学ぶことが出来ました。他の委員会についても委
員長の熱い思いと委員会活動について聞いて
みたいと思いました。
　　　　　　　　　　 福山電業㈱　佐藤宣志（D）

D 地区会 E 地区会

＜地区会だより＞
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第 342 号

F 地区会
同友会活動って何すればいいの？
～ベテラン会員に活用法を聞いてみる～
　■日時：令和５年２月１５日（水）
　■会場：市民参画センター
　■報告者・司会者：橘高 氏
　　　　　　パネラー：水ノ上 支部長・藤井大聖 氏
　■参加者数：26名
　Ｆ地区２月例会は、グループ長の橘高氏が司会者とし
て、現支部長の水ノ上氏と現組織委員長の藤井氏をパネ
リストに迎えてディスカッションを開催しました。今回
の例会の目的は、パネリストの方々から、同友会の活用方
法や体験談を聞き、例会参加者の同友会活動を活発にさ
せるためでした。その背景には、橘高氏が同友会に入会
してから疑問に感じていたことから始まりました。橘高
氏曰く、「近年、Ｆ地区には多くの新会員さんが入会した。
地区内の例会では素晴らしい盛り上がりになっている。
しかしながら、委員会活動については地区内で活動され
ている方としてない方とで大きな差があると思う。私自
身も委員会が運営する勉強会は参加したことがあるが、
委員会にまで手を出せていないのが現状。そこで委員会
活動に積極的なパネリストの方々から体験談を聞き、委
員会の在り方や活用方法、これまで得た知識を聞いてみ
たい」というものでした。運営として、参加者全員にレ
ジュメ・パネリスト紹介・質問リスト・各委員会の任務
詳細・同友会組織図を配布し、４グループとzoomでわ
かれました。そして各グループには発表者として、今年
入会した方を振り分けました。ディスカッションでは、
質問リストからの「Q １委員会や役をやって何がよかっ
たか？」から始まり、「Q ２Ｆ地区以外の人と活動して具
体的に何が変わったか？」最後に「これから同友会を活用
していこうと思っている方に一言」を軸にやり取りをし
ました。グループ討論では、新会員さんの悩みを聞きだ
し、アドバイスや悩みの内容によって「どの委員会に行け
ば良いか」などを話し合いました。最後に、パネリストか
らのアドバイスも頂きました。新会員さまに
とって良い例会になったのではないでしょう
かと願います。
　　 　　　 　スズキオート福山㈱　橋本尚人（F）

あたなのしらないメタバースの世界
　■日時：２月15日（水）
　■会場：ローズコム・ＺＯＯＭ
　■講師：㈱川﨑建設　川崎龍也 氏
　■参加者数：15名
　Ｇ地区の２月例会は(株)川﨑建設の川崎龍也氏を講
師に招いて、メタバースの世界についてお話して頂きま
した。そもそもメタバースとは何か？から始まり、現状
におけるテクノロジーの浸透の順番、国の計画している
ことなど、様々な情報を解説して頂きました。そして現
在のメタバースのビジネス活用法についての解説をして
頂きました。個人的に感銘を受けたのがインターネット
の本質は「知識の拡張」という言葉でした。個人的にイン
ターネットは使ってはいますが、自分の業種にどう活用
すれば良いか、よい案が浮かんできませんでした。「知識
の拡張」が出来ていないなぁ、頭が固いなぁと再認識させ
られました。今後メタバースの活用次第で会社の形態が
変わっていくんだなと思いました。現在いろんな情報が
多数あり情報の選択をしていかないといけない時代で
す。改めて「知識の拡張」と頭を柔らかくして柔軟に対応
して経営に結びつけるように精進していこう
と思います。
　　　　　　　　　　 ㈱コウゼン　杉原航也（G）　

G 地区会

＜地区会だより＞
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第 342 号

I地区に新しい風が吹く
■日時：２月２１日（火）
■会場：タカハシセミナールーム
■報告者：㈱サンヨーエム　槌井　要 氏　
■参加者数：11名
　Ｉ地区２月例会は、「Ｉ地区に新しい風が吹く」の」テー
マで槌井氏に報告して頂きました。
　槌井氏は６年前に先代の社長より仕方なしに社長を引
き受け今に至ってます。
その事によって、経営はしているけど何かうまくいかな
い、セミナーを受けたけど社員には社長の意図している
ことが伝わらない等の問題山積みの発表となりました。
　槌井氏自身大変実直に経営には挑んでいる姿がかいま
みれますが、若い社員は急にやめると言い出し、又賞与も
平等に出すも何で俺の額とあいつの額が同じなんだな
ど、社員間の軋轢も発生しているようです。（平等と公平
を勘違いしてるのでは）会社の看板を変えても、顧客から
は全然認知もされない、事務所内のフリースペースも改
装するが、何か違う。とどめには、入社32年のベテラン
営業店長が突然退社し独立するなど、どの様にすれば、何
をすれば解らなくなり、前述記したセミナー、はたまたは
バンジージャンプに挑み自身を奮い立たせたようですが
上手くいかず。そんな折、同友会を知り入会されたとい
うことです。
　今回の槌井氏の定休日は作るべきか、自社を知っても
らえる方法、特別化、様々な判断・タイミングなどの問題
定義に対しての小手先のアドバイスは今のところ必要な
いように見受けられました。
本人は方法を知りたがっているかも知れませんが、先ず
自分の会社の具体的な分析や、出来れば月次決算、前年対
比、目標値などの設定が必要なのではと思いました。
もちろん定休日は社員の士気向上の為必要であり早急に
された方がが良いとは思います。
　又自社を知ってもらう為には、活用してないせっかく
の顧客カードや来店者の情報があるのだから槌井氏自ら
後追いをすれば他の営業社員にも良い影響が与えられる
し、顧客に対しても認知度が広まり口込みも必ず広まる
はずです。
　まず出来ることから一歩ずつ前進し、改革していけば
必ず社内にも新しい風が吹いてくると思います。槌井氏
自身にはかなりの負担となるとは思いますが、必ず良い
結果が伴うと思います。
　そして悩みがある時は同友会メンバーに問いかければ
みんなウエルカムで対応してくれます。
槌井氏、一人で頑張らず社員など巻き込んで邁
進してください。今後の良い報告待ってます。
　　　　　　　　　瀬戸保険事務所　瀬戸敏之（I）

I 地区会 J 地区会
同友会での成人式
～同友会活動と自社の軌跡～
　■日時：2月15日（水）
　■会場：福山会議室　
　■報告者：㈱備後鈑金　中川寛之 氏
　■参加者数：11名
　２月のＪ地区例会は、２月１５日(水)にエストパルク
にて行われました。｢同友会での成人式～同友会活動と
自社の軌跡～｣をテーマに㈱備後鈑金　取締役　中川寛
之氏に報告していただきました。
　㈱備後鈑金は３１年前に現会長が入会され、２０年前
に現会長に代わって中川氏の同友会活動が始まりまし
た。現在、㈱備後鈑金は、ビンゴグループとして、市内に
１３拠点あり、社員数は７７名です。板金・塗装会社か
ら始まり、新車・中古車販売など、トータルカーサービス
をお客様へ提供しており、業界地域トップクラスの中小
企業へと成長しています。また、コロナ禍の状況下にお
いても右肩上がりの成長を見せています。
　中川氏が同友会での学びが必要と感じたのは、家業か
ら企業へと言う思いがあったからだということです。そ
のような経営の悩みを同友会の先輩方に相談し、教えを
請い、真似る（学ぶ）を実践し、毎年、年に一回の事業発展
計画を発表されています。
　発表会を始めた当初は、会社の変化に戸惑い社員が減
る事もあったそうです。しかし、計画発表を通じて社員
と共有すること、また、それを続けていく中で、経営指針
成文化がいかなる環境の変化にも対応し、会社の成長に
つながる事を体現されています。
　参加された方は、経営指針成文化の必要性を改めて感
じたのではないかと思います。同友会での「縁」を大切に
され、外国人実習生を受け入れる協同組合を立ち上げて
おり、同友会メンバーにて構成もされています。また、業
界内外を問わず、など多岐に渡り要職を務められ、忙しく
されている中川氏から常々「感謝」の言葉が出てこられ
たのは印象的でした。
　報告して頂いた中川氏、また、参加して頂い
た多数の皆様ありがとうございました。
　　　　　　松原登記測量事務所　松原圭祐（Ｊ）

＜地区会だより＞
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P 地区会K 地区会
マネジメントには正解がある
　■日時：2月16日（木）
　■会場：ローズコム
　■講師：㈱識学　有井　崇 氏
　■参加者数：20名
　「マネジメントのやり方は十人十色だ」「信じられるの
は自分の経験だけだ」そんな思い込みにとらわれてる経
営の考えの中で意外なシンプルな答えを考えていこうと
いう内容でした。私は書店によく行くのですが「リーダー
の仮面」「数値化の鬼」などのベストセラー書籍も発刊さ
れており、そのせいかいつもよりはオブザーバー参加も
多かったです。
　有井氏の報告内容は、組織の中で誤解や錯覚が複雑化
して会社の生産能力を低下させている。その誤解や錯覚
を解き一人ひとりが全力で取り組める環境を作っていく
ことが大事なことというお話がメインで、いろいろなズ
レを具体的に分かりやすく説明いただきました。　
　たくさん事例を教えていただきましたがその一例を言
いますと例えばある人に「甲子園いったことある？」と聞
くとほとんどの人は「甲子園に高校野球や阪神戦を見に
行く」を想像されますが、野球を高校時代に本気でやった
人にとっては「甲子園に出場したことある」に聞こえるわ
けです。過去のその人の経験により認識が異なるのです。
　会社内にはそのようなお互いの認識のズレ、事実の仕
組みに対する認識のズレがある中で「位置」「結果」「変化」

「恐怖」「目標」の各領域で誤解、錯覚の最小化にするため
の事例を勉強しました。
　グループ討論では「自社で何を変えるか？位置・結果・
変化のズレは自社に何があるか？それをふまえて自社で
何を実践するか？」として各自が会社のズレを確認し、そ
のズレを今後どうして行くかの討論をしました。皆さん
社員に対しても、お客さんに対してもズレはあらゆると
ころで発生している。そのズレを直すためには社員との
コミュニケーションを密に行ったり、文章化した経営指
針を社員にしっかりと落としこんでいく必要性があるな
どそれぞれのズレを最小化するための報告がありまし
た。
　終始みなさん「うんうん」「そーだよな。そーだよな。」
事例をたくさん出していただいてわかりやすい説明にう
なづいていました。しっかり理解してあとは
自社での実践ですね。どのように変わったか
また報告しあいたいです。有井さんありがと
うございました。
　　　　　　　 ㈲大下木型製作所　大下真司（P）

自社の課題を見つめ直し、どう取り込んでいくか
　■日時：2月15日（水）
　■会場：福山市民参画センター
　■報告者:①㈱ニューヴィークル　助友洋子 氏
　　　　　　②㈱石の彩聖　藤井和幸 氏
　お二人の課題と、課題に対する対応についてご報告い
ただき、同テーマでグループ討論に入るという内容でし
た。
　車業界では慢性的な「整備士不足」という課題に対し
て、福利厚生の充実や自社ブランディングという話。そ
して石材業界の「リピーター皆無」という課題に対して、
口コミ紹介への全振りという話でした。自社に活かせる
内容も多く、タメになる報告でした。
　その後のグループ討論も、自社の課題と対応について
大白熱し、業界の慣習違い等で参考になる話も多かった
し、各業界共通の「少子化」について、各々の業界観に違い
が大きく、飛躍。維持。衰退。と、意見が割れたのが印象
的でした。
　どの意見も深い考えあっての事で、一概に
正解や誤り等と、答えが出ないなと。「自分だ
けの意見を正解だと思う危うさ」に気付けた、
良いグループ討論、例会になりました。
　　　　　　　　　　　 ㈱サード　三島　進（K） 

＜地区会だより＞
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S 地区会
社員と社員の働き方改革を
実現のものにする！
　■日時：2月15日(水)　
　■会場：府中文化センター
　■報告者：㈱POST　山中友貴 氏
　S地区2月例会では、「社長と社員の働き方改革を現
実のものにする！」～今、話題の“RPA”が改善に導く～
をテーマに山中氏に報告をしていただきました。
　実際に改善をした企業さんの事例や使っているソフト
を画像で紹介され、とても分かりやすく、報告を聞けまし
た。
　また、その企業さんでは、業務の進捗を各々で管理し情
報共有がされていないために、問い合わせに迅速に対応
ができない、報告書の作成に時間を取られ残業が当たり
前、売り上げなどが把握しづらい、状況でした。
そして、山中氏が業務をRPA化し、年間約600時間を業
務効率に成功、年間600時間をさらに使うことができれ
ば、社員さんとのコミュニケーションや、さらなる業務改
善に時間を使うことができる。ネットなどではなく、私
たちの身近な所で、ITやRPAといった自動化で改善す
るお話を肌で感じることができました。
　また、報告の冒頭では、ITを専門とし経営されていま
すが、将来はヒッピーやホームレスといった、ITとはか
け離れたライフスタイルをしたいと話された
のも印象的でした。
　　　㈲小森カッテイングセンター 小森　学（S）

【お名前】　水ノ上 貴史
【会社名】　㈲広島金具製作所
【業務内容】　建築金具メーカー、オリジナル
　金具の開発・製造・販売

【同友会に入ってよかった事】
　多くの経営者から気づきを頂きながら同友会で学んだ
ことを実践することで、お先真っ暗な町工場が多様な人
が生き生きと働く中小企業へ変革出来た事。

【お名前】　豊田克浩
【会社名】　㈱豊田工業所
【業務内容】　給排水衛生設備、空調換気設
　備、消防設備の設計・施工・メンテナンス
　住宅改修工事（リフォーム）

【同友会に入ってよかった事】
　良い会社を目指して共に励む経営者仲間や経営の師匠
と多く知り合うことができ、会社の方向性を磨くことが
できた。

＜地区会だより・福山支部公式 Face Book ＞

公式 Face Book
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「七転八倒は自分磨き」
～経験が未来の扉を拓く～
　■日時：2月7日（火）
　■会場：TKPガーデンシティ Premium広島駅北口
　■報告者：㈱文華堂　取締役会長　伊東 由美子 氏
　■参加者数：8名
　伊東さんは21歳から71歳までの50年間、文華堂に
関わって来られました。事業拡大に伴い、社員数が増え
ると社員との考え方の違いに悩まれ、苦しい時期を過ご
されました。会社に求心力が必要だと感じられ、経営指
針書と経営理念を社員と共に１年かけて作成されます。
　そんな中、前社長であるご主人が突然、病に倒れ、闘病
生活が始まると同時に社長に就任されます。ご主人の闘
病を支えながら社長業に邁進されている時にリーマン
ショックが起こり、事業縮小を余儀なくされます。自ら
経営計画書・決算書を持参し金融機関へ挨拶周りをする
ことで会社の方向性を示し、円滑な関係を維持されまし
た。新商品開発などで業績は回復し、70歳で現社長で
ある息子さんへ事業継承をされました。
　また、働き方改革が叫ばれだす前から、働きやすい職場
環境を整備し、社員教育にも力を入れられてこられまし
た。理念を共有できる大事な社員を一時の環境変化で失
うことが無いようにとの思いから尽力されました。「仕
事とはお金をもらいながら学びを得られる場であり、挑
戦を続けることで、自身の成長につながる。」と仰る、伊東
さんは71歳で、株式会社華苑を創業されました。社員
や家族、周囲の人々との繋がりを大事にし、チャレンジを
続けられています。私が特に印象に残ったことは、「大
変な事が度々起こるが、経営者は七転八倒でなんとかや
り切るしかない。そして、ただ起き上がるのではなく、な
にかを掴んで起き上がる」という言葉です。失敗しても
タダでは起き上がらない、何か一つでも掴んで起き上が
ることで、失敗がプラスに働くことがある。また、それを
乗り越えた自分に自信がつく。ということでした。経営
者、人としての常に前進する生き様に感銘を受
けると共に、勇気を頂ける講演でした。
　　　　　　　　　　 協同精機㈱　新川貴子(B)　　

今の自分の環境って当たり前ですか？
　■日時：2月6日(月)
　■会場：スマイルホテル米子
　■報告者：パネリスト：㈱ウッドライフ　川上 氏
　　　㈱BrightFuture　阿吹 氏／㈱きれい品質　宮崎 氏
　　　㈲ひらの屋　平野 氏
　　　コーディネーター：㈱景観グリーンライフ　田中 氏
　■参加者数：65名
　福山支部青年部２月例会では、環境や立場の違いから
学び、他を知り己を知ることを目的に、福山支部青年部会
を主催とし、鳥取同友会青年部、島根同友会青年部に協力
頂き、鳥取県米子市にて開催しました。例会はパネルディ
スカッションを行い、コーディネーターに田中氏（鳥取）、
パネラーに川上氏（福山）、阿吹氏（福山）、宮崎氏（鳥取）、
平野氏（島根）に登壇頂き行いました。
　パネルディスカッションでは、まず「同友会活動によっ
て会社がどのように変わったのか？」をテーマに意見交
換がされました。具体的な数字の開示、自身の考えの変
化、自社での活動など、過去と現在を比較しながらディス
カッションが行われました。
その後、次のテーマとして「自社を伸ばすために今、自分
に何が求められているか？」をテーマに話しが進みまし
た。パネラーの皆さんは、全てうまくいったという話し
ではなく、うまくいかなかったことも含めて話されてお
り、率先した自己開示の場づくりをしてくれていました。
その後の討論は、福山・鳥取・島根が交わる形でグルー
プ分けを行っており、普段と違うメンバーで行われる討
論は、自分たちの置かれている環境の違いを知る工夫が
されていました。その上で、討論テーマはパネルディス
カッションと同様の内容で行いました。
　各地域による同友会活動の違いや、自社がどう変わっ
たのか、なにが足りないのか、忌憚なく意見のやり取りが
できたと思います。この例会を通じて感じた、具体的な
ことをひとつだけお伝えします。それは、パネルディス
カッションのなかで、「学びを主体的に取りに行くこと
が大事だ。」というやり取りがありました。
自分のモノサシではかり、是か非かを判断するのではな
く、実践者の意見を素直に受け入れて自分も実践するこ
と。人から与えられる学びだけでなく、自身が与えるこ
とによって、結果的に自分自身が得る学びの方が大きい
ことを改めて認識させられるやり取りでした。
これからも自分事として捉えて、実践していき
たいと思います。
　　　　　   つなぐをつくる（合） 原田 祐一郎(K)

青年部
　だより

女性部
　だより

青年部青年部
　だより　だより

女性部女性部
　だより　だより

青年部だより 女性部だより＜部会だより＞
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福山オートサービス株式会社
取締役副社長　土井麻未 （B）

「笑顔になろう」の理念のもと、ガソリン
スタンド・自動車整備・販売・リース・
貸切バス運行など、車に関わる事業に取

り組んでいます。
　肩書もない従業員の立場から一転、今月より事業継承
に向け会社経営の一端を担う立場となりました。同友会
の皆さまの豊かな知識・ご経験に触れて自身に活かせれ
ばと思っております。よろしくお願いします。

healing space Ay-Salon ～アイサロン～
飯堂 友季子 (E)

福山市沖野上町で、フェイシャルトリー
トメント、脱毛、ベリーペイント（マタニ
ティアート）開運手相、トータル個性診断

などしています。
　良いお店、良い経営者になりたいと思い、今年の一月に
同友会に入会させて頂きました。
皆さまの知識や、経験を沢山聞いて、沢山学んで吸収して
いきたいと思っておりますので、ご指導ご鞭撻の程宜し
くお願い致します。

株式会社福創
代表取締役　阿部　功 （Ｇ）

2022年10月に、修理工房白牡丹㈱の
高田さんの紹介で入会致しました。

「文具家オレンジ」で、文房具・事務用品
の小売、各種工房サービスを行っております。
　時代に合わせた商品や販売方法等、企業のあり方が
日々変化していく中、スピード感をもって、経営者の方々
から学ばせて頂きたく入会致しました。ご指導ご鞭撻の
程宜しくお願い致します。

ヒロタニ工業㈱
代表取締役　貝原広邦 （S）

2022年７月に入会しました。ヒロタ
ニ工業株式会社　貝原広邦です。
紹介者は株式会社タテイシ広美社、会長

の立石さんです。
　社長就任して３年目になります。経営者側になったば
かりですが、これから同友会でしっかり勉強し、よい経営
者になれるよう日々精進してまいりますので、ご指導の
程宜しくお願いします。

ホリスティックブレイン学院株式会社
取締役専務　藤原留衣 （B）

心理学理論に基づいた実践的なメンタル
トレーニングを主にスクール経営をして
おります。

　メンタルヘルスに関わる企業研修が増えているタイミ
ングで同友会へのお誘いをいただき、他企業様との繋が
りの中で、個としても企業としても成長していきたいと
入会を決意しました。皆さまのご指導、ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。

組織委員会
＜入会しました＞

入会しました
2月3日（金）にローズコムで新会員オリエンテーション（入会式）を開催しました。
当日は総勢40名の新会員と会員が参加しました。当日参加した新会員の内、原稿
を寄稿いただいた5名の方をご紹介します。

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

〜新会員オリエンテーション〜
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経営基礎講座第６講
「働く環境づくりガイドライン勉強会」

　■日時：2月2日（木）
　■会場：Zoom
　■講師：中同協経営労働副委員長
　　藤浦隆英 氏（レイバーセクション　所長　東京同友会）

　■参加者数：68名

　今月の経営労働委員会では、テキスト「働く環境づくり

の手引き」についての勉強会として、テキストの作成に関

わられた、中同協経営労働副委員長の藤浦氏に自社の現

状も交え解説頂きました。

　まずは雇用契約と就業規則の必要性について。これに

ついては問題社員に対応するために作るのではなく、社

員からの信用を得るものとして作るべきであるというお

話でした。

　次に働く環境づくりのお話で、後半では実際どう改善

していくのかについてお話し下さいました。

改善となると、労働時間の短縮や賃金のUPという事に

なるのですが、伴って必要となるのが生産性の向上です。

それについては経営側だけで考えるものだと思っている

社員も多いようです。そこで大切なのは社員自らが考え

実践を繰り返すことで結果につながれば、労働環境は改

善していく事を理解してもらう事と、それができる社内

の体制を作ることであるというお話でした。

　社員に丁寧に話す事と社内にそのような仕組みを作る

には何が必要なのかを考えていきたいと思い

ます。
　　　　　　　 ㈱エムズワークス　道下克巳(S)

若手・新入社員フォロー研修
　■日時：1月24日（火）
　■会場：福山ニューキャッスルホテル
　■参加者：研修生4社5名、スタッフ4名

　バリアフリー委員会恒例の若手・新入社員フォロー研
修が1/24（火）に福山ニューキャッスルホテルで開催
されました。この研修は特別支援学校を卒業した社員が
参加対象で、今年は４社５名の社員と経営者が参加しま
した。
　研修の前には希望者でホテルのランチブッフェに行く
のが定番になっています。社員の中には他社の社員との
再会だけでなく、このランチ会が楽しみになっている人
もいるようです。
　お腹も満たされた後は、フォロー研修のスタートです。
最初のカリキュラムでは社員と経営者がペアになって、
自分の仕事や会社について1社ずつ発表します。発表は
経営者によるインタビュー形式で進められ、今の仕事の
内容や会社に入ってびっくりしたこと、最近うれしかっ
たことなどを自分の言葉で話していきます。時には予定
していなかった質問が経営者から飛び出すこともあり、
冷静に答える社員やびっくりして答えに困る社員など、
それぞれの個性が垣間見えました。
発表の最後には自社にまつわるクイズを1問出題しま
す。「この道具は何に使われるでしょうか」など、他社の
経営者も一緒になって答えますが、なかなか正解が出ま
せん。正解の発表と解説は社員自ら行うこともあり、会
社の戦力として立派に活躍する姿が伺えました。
　今回、初めて研修に参加した経営者からは「研修の翌日
から社員の態度が変わった。今まで参加出来ていなかっ
たけれど、今後は継続して参加したい」という後日談が寄
せられました。今後、ますますの成長と次の研修での再
会を願って、今年度のフォロー研修は幕を閉じました。

事務局　本田

経営労働委員会 バリアフリー委員会
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第 342 号＜委員会だより＞

地域内連携推進委員会　2月勉強会
　2月2日（木）に『福山の歴史・産業・企業を知ろう～
繊維産業　デニム編ツアー』に参加しました。福山駅9
時集合で先ずは福山城博物館で備後地方の干拓により始
まった綿花栽培、繊維産業の歴史を学びました。リニュー
アルして初めて入る福山城。今どきの中々凝った作りで
すね。城好きの方には向かないと思いますが、福山の歴
史を学ぶには充分解りやすかったと思います。次に駅家
町の篠原テキスタイル（株）さんにバスで移動。移動中は
漆川さんが備後の繊維業の話を聞かせてくれました。篠
原テキスタイルさんは明治創業でかすり織物製造から始
まったデニム織布製造業です。糸からデニム生地が出来
上がるところを見学させていただきました。年配の熟練
女性が職人技披露してくださり感動しました。府中焼き

（お好み焼き）の昼食後は戸手の㈱NSGさんを見学させ
て頂きました。生地から裁断、縫製、デニム製品の販売ま
でがお仕事です。こだわり抜いたビンテージジーンズな
感じでした。最後は加茂町の（株）四川さんの見学です。
繊維製品の染色、加工、仕上げの会社です。製品として出
来上がったばかりのデニムはカチカチで着にくく又、色
も均一なので、柔らかく着やすいように、色を抜いたり、
ダメージ加工したりしてお客様のオーダー通りに仕上げ
ます。
具体的には生地を削ったり、洗濯、乾燥を繰り返したり。
時には洗濯機の中に石を入れてデニムを洗ったり。製品
の完成までの最終段階の為、納期がタイトでとても神経
を使うそうです。
江戸時代から始まった綿花栽培・繊維業、備後絣から時
代と共にデニムへと変わっていきました。時代の変化に
対応し変化していくことと、必要な企業と連携すること
が生き残る策なのだと実感しました。備後の歴史良い勉
強になりました。
企画・お世話をしていただいた福山観光旅行
株式会社 漆川さん。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　 ㈲村上特機　村上　元(E)

　今期条例プロジェクト長を拝命した島田です。 この
度、条例プロジェクトのこれまでの動きについてお伝え
する機会を頂き、感謝申し上げます。 
　最初に、条例プロジェクトとは何か？についてお話し
しましょう。 以前より、中小企業振興基本条例を福山市
にも制定しようと有志が集まり、 プロジェクトチームと
して条例制定に向けた様々な取り組みを行っていまし
た。 今年度からは支部組織の一部として活動を行うこ
とが出来るようになり、 今まで以上に各委員会等とも連
携を取ることが可能となりました。大きな活動としては

「福山市の経済と地域の活性化を考える会」を開催し、 地
域と中小企業がどの様に係わっていけるか・いくか、を
考える機会としています。
 その第1回は、福山市立大学の前山教授にご登壇頂き、
あるべき会社組織や地域との関わり方、アメリカの事例
から、 人と地域と会社組織との関係性について学ぶこと
が出来ました。 
　第2回は、福山電業株式会社 島田社長から、若者を中
心とした〝想い″のある者が集まり、自らが楽しみながら 
地域と関わる取り組みについてお話しを伺いました。 
　第3回は、福山市経済環境局 池田局長より、ＳＮＳ
ツールの活用などによる情報発信の強化など、市政運営
の基本について説明を受け、我々が今後市の産業振興と
どの様に関わっていけるのか、を考えるヒントを頂戴し
ました。 
もう一つの重要な活動として、福山市経済環境局経済部
と同友会福山支部幹部との懇談会があり、先日もリアル
とZoom併用ではありましたが開催する事が出来まし
た。今後も継続して行政との関係維持、強化に努めて参
ります。 
このように、他の経済団体や行政との関りを強めながら、
福山市に中小企業振興基本条例を出来る限り早く 制定
するべく、チーム一丸となって取り組んでいるところで
す。 会員の皆様におかれましては今後とも、条例プロ
ジェクトへのご支援、ご協力を賜りますよう、
お願い申し上げます。

　　 島田正美社会保険労務士事務所 島田正美(A)

地域内連携推進委員会 条例プロジェクト
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第 342 号 ＜名簿アプリのご紹介＞

●会員検索ができる！

　支部や地区会などを絞りこんで会員検索ができます。
　例えば自分の所属している地区会にどんな人がいるのかがわかります。

●会員情報がわかる！
　会社住所をタップすれば、地図アプリと連動して訪問も簡単。
　電話番号をタップすれば、通話もらくらく。
　ホームページに移動してより詳細な会社情報を調べることもできます。

●業種別検索ができる！
　「どうせ仕事を頼むなら同友会の仲間にお願いしたい」
　そんな時は業種別検索で広島同友会 2800 名の中から繋がりたい会員さんを
簡単に探すことができます。

●メッセージ機能も搭載！
　メッセージ機能を使ってＳＮＳなどで繋がっていない人にも連絡が取れます。
　グループチャット機能を使えば地区会や小組会の共通連絡ツールとして活用
できます。

●ｅ・ｄｏｙｕe へ簡単アクセス！
　アプリ内で会活動支援ツールｅ・ｄｏｙｕにログインすれば、アプリからイ
ベントの出欠回答もでき、掲示板の情報もチェックできます。

●アプリをもっと使いやすく！
　アプリには自分の顔写真や携帯電話の番号なども追加で登録できます。
　事業内容も修正できるので、自社のことを知ってもらうチャンス！

STEP １）ログインしよう
アプリをダウンロードしたらＩＤとパス
ワードを入力して、ログインしてください。
ＩＤはｅ・ｄｏｙｕのユーザーＩＤと一緒。
パスワードは自社の電話番号下４ケタにな
ります。

STEP ２）パスコードを入力しよう
　ログインをしたら、次は
パスコード（数字４ケタ）
を登録します。登録後はパ
スコードを入力することで
アプリのホーム画面に移動
するようになります。

どう使う？名簿アプリ
～まずはダウンロードしよう！～

～会員名簿アプリの機能紹介～

Android 版 iOS 版
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■【討議事項】
　 テーマ：福山支部40周年記念事業の成功に向けて　
 • 当日はエフピコアリーナの体育館内に様々なブースを出します。
　同友会ブースや会員企業各社が出店する企業ブース等を企画し　
　ています（館内は飲食禁止、水道は利用不可、電気は可能）。
 • ブースでは子どもを対象とした場合は仕事体験、学生の企業研究
　の発表の場、パネルディスカッション企画、企業紹介ブース（対象
　は大人、就活生等）、同友会ブースでは地区会や委員会ごとの出店
　も考えられます。
 • 本日は各グループのKJ法を行います。付箋にどんどんアイデア
　を書き、各グループで模造紙にまとめていただきます。
※グループワーク「ＫＪ法～地区会・同友会紹介ブースについて自
　由な意見出し」を行いました。

■【報告・連絡】
●専門・委員会
① 総務委員会  　
   • 各委員会から出された予算案が大幅にオーバーしております。
　  各委員会に予算調整の協力をお願いします。

② 組織委員会　   
   • 退会希望が7名出ています。年度末目標までに25名足りませ
　   ん。難しい目標ですが、達成めざしてご協力お願いします。

③ 広報委員会　   
   • BATPOSTの編集を外注しています。２月号から横書きに変
　 更しています。BATPOSTのアンケート結果は２月の広報委員
　 会で検討し、今後の方針を決めます。
   • BATPOSTに委員会報告を載せる場合は、2か月前の広報委
　 員会にご連絡ください。報告があった委員会のみ掲載します。

④ 求人社員教育委員会　 　　　　［占部委員長・森川委員長］
   • 現在、合同入社式は36名の申込、新入社員研修は34名の申込
　  です。共に育つ、経営者手作りの研修です。4/1付けで入社予
　  定の社員さんがいらっしゃる方は、ぜひお申込みください。

■県関係の報告
■県理事会の報告、各支部の動き・県の動き　
   • 中同協障害者問題委員会が福山で開催されました。懇親会に
　  参加しましたが、とても盛り上がっていました。翌日は日鐵鋼
　  業とメタルワーク福山の企業訪問でした。
   • 青全交の報告が藤岡実行委員長からありました。支部の参加目
　  標について訂正があり、各支部で自主的に目標を出すことにな
　  りました。正副で相談の上、ご報告します。
   • その他の報告事項、地区会会計のルール、経営フォーラムの収支
　  報告等がありました。詳細は県理事会の報告書をご確認くださ
　  い。
   • 広島東支部、東広島支部が年度の会員増強の目標を達成しまし
　  た。福山支部も目的をもってしっかりと増強を進めていきたい
　  です。

■青全交in広島の準備状況
   • 記念講演は八天堂の森社長、特別企画はかわのマリーエイドの
　  川野氏に決まりました。
   • 分科会の報告者が決まりました。見学分科会は㈱EVENTOS
　  の川中社長、㈱NIIZAWAの新沢社長の2社・2分科会です。
　  広島担当の分科会は、西日本環境開発の岸本氏（福山支部）が報
　  告者です。
   • 5月の県総会は青全交のグループ長育成も一つの目的に、グ
　  ループ討論を行います。ご参加よろしくお願いします。

第 10 回　福山支部理事会報告　　　　2023 年 2 月 22 日（出席者：29/32）

■その他の報告
① 2022年度第2回経営課題と政策要望アンケート
   • 1月末まで県のアンケートを行い、福山支部は243名の回答
　  （回答率38.3％）でした。前回より微減となり目標には達成で
　  きませんでした。多くの声が集まることで、政策に反映してい
　  ただける可能性があります。
   • 現在の経営状況ですが、前回よりもやや好転を見せています
　  が、まだ厳しい状況は続いています。県と比較すると福山の方
　  がまだいいようですが、半年後の見通しは県と比較すると厳し
　  い見通しのようです。本当に困っている人の声を拾うことも重
　  要ということが、県委員会で確認されました。ご協力ありがと
　  うございました。

② 支部活動費執行状況　
   • 1月末で執行の目安83.3％に対し、71.0％の執行率です。
　  条例プロジェクトが129％とオーバーしています。相談しな
  　がら解決していきます。

【承認事項】
1. 「リーダーズクラブ」廃部の際の残金の活用について
   • リーダーズクラブは、青年部の入会資格が変更したことに伴い、

青年部に入会できない幹部社員等の受け皿として発足しまし
た。運営費は参加企業の参加費で賄われ、年間で収支報告もさ
れていました。ただ運営が社員主体という背景もあり、次第に
運営が難しくなり数年前に廃部となりました。通帳にある残金
は333,212円です。経年の積み重ねもあり、最終年度の参加
企業での案分も難しい状況です。これから広島同友会が法人化
を迎えるまでには、処理処分されることが望ましいと思います。
この残金を広く有効活用いただきたいという思いから、周年行
事で活用してはどうかというご提案です。

⇒質疑応答の後、承認されました。

2. 役員選考委員会の設置　　　
   • 来期は青年部のみ役員交代です。今期は正副で役員選考委員会

を行い、選考委員長が互選で行います。
　
⇒承認されました。

③ 入退会の承認
■入会希望者（1名）
　　  福山オートサービス㈱　取締役副社長　土井　麻未（Ｂ）
　　  事業概要　車両販売・カーリース・車検/点検/整備・バス
　　  輸送/観光・石油製品販売

■退会希望者（4名）
　㈱因島スーパー　取締役総務部長　石川将貴（A）
　游遊　代表　明賀健太郎（A）
　三谷一弘税理士事務所　所長　三谷一弘（D）
　松浦デザイン事務所　代表　松浦初美（Ｉ）

以上承認されました。
これにより福山支部の会員数は636名となりました。

（文責　事務局　本田）

第 342 号＜支部理事会報告＞
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