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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～

INDEX P2：例会報告　P3：グループ活動・委員会活動　P4：次回例会のご案内

今年度
目標会員数 現在会員数90名 86名

次回例会のご案内
広島県中小企業家同友会　三原支部

第 11回定時総会

【と　き】4月 26 日（水）18：00～
【ところ】三原国際ホテル
【報告者】
（株）アイ・エム・シー  ユナイテッド　
代表取締役　今津正彦　氏（広島北支部）
【会　費】8､000 円（懇親会に参加の場合）
18：00　総会の部
18：30　記念講演の部
19：30　懇親会の部

同友会ラジオ

来月の支部予定
編集後記

七転び八起き
　今月の表紙は、新春講演会の開会挨拶で熱く語る我ら
が支部長の林さんです。
　今回の講演は、「今後の三原市の経済展望～地元中小
企業家への期待～」という題目で三原市長の岡田さまに
ご講演頂きました。
　林支部長の冒頭の挨拶でしっかりと会場が温まってい
たので、その後の岡田市長のご講演は非常に熱く盛り上
がったと同時に、地元企業の経営者としての役割を再認
識する時間でもありました。
　最後の金光さんのまとめの挨拶で、自社で起きたこと
のお話があり、経営者としての『在り方』を考えさせら
れるきっかけを頂きました。
　最後に、『子どもたちの目標となりましょう！子ども
たちの未来に希望がもてるように』
　岡田市長からのメッセージです。

（株）トラスト　大出 喜章

【支部行事】2023 年 4月 11 日（火）
正副支部長会議
【支部行事】2023 年 4月 18 日（水）
支部理事会
【支部行事】2023 年 4月 26 日（金）
支部総会
【支部行事】2023 年 8月 11 日（金）
三原支部設立 10周年記念行事
【全国行事】2023 年 9月 14 日（木）15 日（金）
青年経営者全国交流会 in 広島

広島県中小企業家同友会三原支部

広島県中小企業家同友会三原支部　会員紹介

自社の発展のために！

FM みはらで毎月第１月曜 15 時から放送！

中小企業の知恵袋！

【と　き】4月 3日（月）15：00～16：00
【パーソナリティ】
大出喜章（（株）トラスト）
【ゲスト】
林　大作（三平商事（有））
田尻香里（（株）アデーシャン）
同友会のラジオが４月から始まります！
毎回三原支部の会員をお招きし、自社事業や業界
ならではのお役立ち情報を紹介します。プレゼン
ト企画も！？

小さな会社の大きな力

ずばり、 事業承継！ずばり、 事業承継！

■三原支部 2 月例会■三原支部 2 月例会

【2月新会員】
　
２月の入会はありませんでした。

（株）YES
代表取締役

安永 紘輔 氏

【事業内容】
外国人に特化した職業紹介事業



三原支部 2 月例会

グループ活動報告

三原支部青年部会３月例会
『納得できる人生のための経営』
【報告者】（株）KOTOYA　代表取締役　泉 太貴氏
【日時】3/23（木）19：00 ～ 21：00
【場所】アクションセンターミハラ
【内容】ビジョン委員会主催の例会です。
同氏は納得できる人生をおくるために、自身の海外経
験も活かしながら、地域課題や社会課題をテーマに事
業活動されてきました。その活動をいきがいとした先
にビジネスチャンスがあるのか！？をメインテーマと
して報告いただきます。

東部エリア経営基礎講座第 13 講が 3/2 に開催されま
した。
来期も指針講座が開催されますのでご活用ください。

【とき】2月 15 日　【ところ】三和
２月に担当例会を開催しました。
参加者が少なかったことや会場設置の準備不足など反
省点がありましたが、次回の担当例会の課題にしてい
い例会ができるようにグループ内で話し合います。

■D グループ

委員会活動報告

■A グループ

【とき】　【ところ】

【とき】2月 28 日　【ところ】トラスト
・三原支 6 月例会についての打合せ
・近況報告

【とき】　3月 12 日【ところ】
年度納めの班活動を行います。日曜日の日中に牡蠣
パーティーを開催して一年の振り返りをします。

今月の活動はお休みです。

■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

■組織委員会

【共に生きる地域づくりフォーラム 2023】
就労支援事業所の挑戦～共に働き続けるための仕掛け作り～に参加して　　（参加者 53 名）

　年に一回開催される地域づくり
フォーラムが三原支部担当でハイブ
リッド開催。参加企業は○社でした。
　山田さんからは三原だるまを制作
することになったストーリー。三原
観光協会から、張り子のだるまの下
地になる和紙の製作を三原で作れな
いか、という打診が出会いです。障
害者でもできるように道具や工程を
工夫し、必要な道具は、同じ三原支
部会員の助けもあり、できるように
なったことを報告しました。
　今本さんからは、商品作りをして
いても、お客さんに届いていない、
活動を知らせることができていない
状況。ブランドマネジメント部を立
ち上げて、大和町で生産されるハトムギや国産小麦を使用したパンを製造。農福商工連携で「売る努力」をして
いました。
　斎藤さんからは、頼まれごとは試されごとの精神で、パールアクセサリー、マスク、ぬいぐるみなどを作って
いました。最初から最後まで作る。作業を細分化し、障害者にも全行程のどこかで力を発揮できるような工夫を
報告。Farm Designs との出会いから、チーズケーキを主力とするカフェを東尾道にオープン。障害者は接客や
製造、それぞれのプロフェッショナルになることを目指していました。
　グループ討論では、国から補助金をもらってやっているだけだと思っていた。作業を細分化することで、いろ
んな人が活躍できる仕事づくりができる。障がいを持っている人が作っている、ということが商品価値になる時
代は終わった。という意見が聞かれました。
　企業と福祉がタッグを組むと、よりおもしろいコトが起きるように感じました。共に働く環境を作ることは簡
単ではないかもしれません。しかし、環境作りを一緒にすることが、より開かれた企業を作り、共に働くことの
喜びを得られるのだ、と感じました。　　　　　　　　　　　　　　　若者活動スペースちゃんくす　西上忠臣

2/27（月）開催。
①すごろくシートを活用した事例報告
②経営指針に取り組めない ( 取り組まない ) のはなぜ
か？どうやって取り組んでもらうかを討議しました。

地区会会計のルール（案）を財政部で確認し、２月の
県理事会で提案しました。

2/27（月）に広報部が開催されました。
2023 年度に三原支部はラジオ放送を始めます。

2/10（金）開催。先月に引き続き 50 周年記念行事に
ついて協議しました。

2023 年度の役員オリエンテーションは全講座終了し
ました。

三原支部例会や三原青年部例会。他支部の例会も素敵
な企画がたくさんあります！ e.doyu 活用しましょ
う！次回の県組織員会は 4/4（火）18:00 ～広島同友
会事務局内で開催予定。参加してみたい方は森塚まで。

中同協からの政策要望（一部）です。1. 給与収入 130
万円の壁の改善、2. 賃上げ税制の見直し（黒字法人し
かメリットがないため）、3.M＆A 仲介業者の双方代
理という利益相反取引問題の改善、4. 電子取引におけ
るデータ保存の義務化　再度検討

福山エリア合同入社式、4/3（月）開催。
福山エリア新入社員研修、4/4-5（火・水）開催。

■政策委員会

■中期ビジョン推進プロジェクト

■財政部

ずばり、事業承継！
～あなたの会社、事業承継について真剣に考えていますか？～
【とき】2月 15 日（水）　【ところ】イマトスペース
【講師】広島県事業承継・引継支援センター　酒井健次　氏

　2 月の三原支部例会は、ずばり、事業継承！あなたの会社、事
業継承について真剣に、考えていますか？というテーマで、広島
県事業継承・引継支援センターの酒井健次さんにご報告いただき
ました。広島県における中小企業経営者の事業継承時の平均年齢
は 60.2 歳だそうです。しかもコロナ禍以降は、今まで通りの経
営が出来なくなったために、もっと若くなっているそうです。そ
して後継者不在率は 59.0％と、かなり高くなっています。自分
の会社は後継者候補がいるので大丈夫だと思っていても、意思疎
通が出来てなくて、あわてることもあるそうです。
　イノセントのお客様の中にも、後継者に指定されて事業継承し
た人や M&A で後継者になった人も、たくさんいらっしゃいます。
お話しを伺うと、それぞれにたいへんな思いをされていますが、聞いていて特にたいへんだなと思うのが、
先代が思いもよらずに亡くなられて、心も身の周りの準備も出来ずに、いきなり後継者になられた人です。
また計画的にされた人でも株の譲渡などの理由で、問題を解決するまでに長い年月が必要な人もいらっしゃ
います。転ばぬ先の杖で、事業継承計画は、商工会議所や商工会、金融機関、県の事業継承支援相談などを
活用して、自社の状況の把握、課題を、一刻も早く気づき決断して、スピーディに準備することが必要ですね。
　とはいえ一番重要なのは、継ぎたくなる会社なのかだと思います。儲かっている事業なのか、代替わりし
てもしっかり協力してもらえる社内の人間関係が出来ているのか、事業継承が頭によぎった時は、自社の魅
力の磨き上げを見つめ直す、よい機会になると思います。
　私のグループでは、事業継承した、真っ只中、したいけど難しい、絶対しなければならないなど、色々な
人の意見が聞けました。私は事業継承など全く考えていなかったのですが、話しを聞いている内に、出来た
らいいなに変わりました。また、継承真っ只中の人に、どうして継承する気になったのか？と質問したら、
中小企業家同友会で勉強して、経営指針を作ったら心が決まったと言われていました。例会前は事業継承な
どあまり関係ない話しだと思っていましたが、参加後いろんな意見が聞けて、とても勉強になりました。

イノセント　三好有美

 【支部理事会に声を聞かせてください～ご意見はグループ長か支部理事にお伝えください～】
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