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特別取材

第２１回

共育講演会
奇跡の職場のつくり方

〜新幹線清掃の会社は
こうして最強のチームに変わった〜
合同会社おもてなし創造カンパニー

代表

矢部輝夫氏

（元㈱JR東日本テクトハートTESSEIおもてなし創造部長）
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SCHEDULE
MON

３０

先勝

２

友引

川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県南支部幹事会
みらい委員会

９ 先負

体育の日

３１友引

３

2017年10月

TUE

WED

先負

県央支部幹事会
湘南支部幹事会
経営指針作成部会⑤

10仏滅

経営指針作成部会⑥

４

仏滅

11

大安

横浜支部港地区例会

経営指針作成部会⑦

１７大安

１８赤口

２３

２４

２５

赤口

先勝

１２ 赤口

MON

TUE

FRI

WED

１ 先負

１３

１４

友引

１５ 先負

２１ 仏滅

２２ 大安

２８ 大安

２９

先勝

２０ 先負

横浜支部幹事会

２ 仏滅

THU

横浜市大講義⑥

３ 大安

FRI

文化の日
神奈川大学講義⑥

夢を実現するための戦 理事会
略セミナー
経営指針作成部会
相模原支部幹事会
湘南支部幹事会

７ 先負

８ 仏滅

１３ 先負

小田原支部幹事会
人を生かす経営協議会 かなカン実行委員会
か な が わ 女 性 経 営 者 （経営労働・社員教育・
ネットワーク幹事会
共同求人・ダイバーシ
青年部会幹事会
ティ）

１４ 仏滅

１５ 大安

横浜市大講義⑧

たま田園支部新会員歓
迎会
神奈川大学講義⑧

２０

赤口

先勝

川崎支部waigaya会

２１

経営指針作成部会

２２

２３ 先負

かながわ経営カンファ 勤労感謝の日
レンス
横浜市大講義⑨

２４ 仏滅

２７

先勝

２８

友引

２９ 先負

友引

９ 大安

２７ 仏滅

県南支部例会
神奈川大学講義⑤

川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県央支部幹事会
県南支部幹事会
みらい委員会

友引

経営基礎講座⑦
横浜市大講義⑦

１６

赤口

友引

８

１９

２６ 先負

先勝

先勝

県央支部例会
たま田園支部・かなが
経営基礎講座⑤
わ女性経営者ネットワ
横浜市大講義④
ーク合同例会
障害者問題全国交流会

友引

SUN

１

７

神奈川大学講義④
かながわ経営カンファ
レンス成功に向けての
決起集会

先勝

SAT

６ 赤口

横浜支部北地区例会
フォローアップ研修会
広報委員会
神奈川大学講義③

経営基礎講座④
横浜市大講義③

小田原支部例会
同友会を知る為のオリ 雇用創造フォーラム
ダイバーシティ委員会 経営基礎講座⑥
エンテーション
組織委員会
横浜市大講義⑤

１1月

６

５ 大安

045（222）3671

１０

赤口

１７

先勝

広報委員会
政策委員会
神奈川大学講義⑦

神奈川大学講義⑨

経営指針作
成部会１泊
研修会

SAT

赤口

SUN

４

赤口

５

先勝

１１

先勝

１２

友引

１８ 仏滅

１９ 大安

２５ 大安

２６

赤口

３０ 仏滅

経営指針作成部会発表 同友会を知る為のオリ 横浜市大講義⑩
会
エンテーション
組織委員会

▶詳しくはe.doyuへ

神奈川同友会

TOPページからログインして下さい。
ログインID・パスワードをお忘れの方は事務局まで！

切り取って壁などに貼ってご活用ください

川崎支部例会
かながわ女性経営者
ネットワーク幹事会

湘南支部例会

THU

横浜支部中央地区例会 横浜市大講義②
小田原支部幹事会
（昼例会）
横浜支部幹事会
青年部幹事会
県央支部幹事会

理事会

１６ 仏滅

マークの行事はどなたでも参加できます。参加ご希望の方は

事務局までご連絡下さい。Tel

各行事のご案内
１０月４日（水）
ホームページは会社の映し鏡
〜あなたの会社の思い、ちゃんと
届いていますか？〜
報告者：
㈱ハマ企画 取締役 松村千代氏

横浜支部中央地区

●午前１０時から１２時
場所：横浜市健康福祉総合センター
会費：無料（懇親会費別途）

所属以外の支部でも参加できます！！
１０月６日（金）

必聴！東北・宮城からの報告者！
「駆け出し社労士が見た大震災非常時！
中小企業に起こり得ること」

〜私たちは忘れていませんか？あの東北の挑戦！〜

報告者：行政書士・社会保険労務士
ぬまぐち事務所
代表 沼口郁子氏（宮城同友会）

横浜支部北地区

１０月１１日（水）
「新会員さんいらっしゃい！
お互いをもっと知り合う交流会」
〜知識・アイデア・人脈・ビジネス・プ
ライベートを広げよう〜

横浜支部港地区

●午後１８時３０分から２１時
場所：加瀬ビル８８
会費：２，０００円（懇親会費別途）

●午後１８時３０分から２１時
場所：戸塚区総合庁舎
会費：無料（懇親会費別途）

１０月１６日（月）

１０月１９日（木）

１０月２０日（金）

儲かっている元気な社長は、
みんな歯が綺麗！！

社長、それハラスメントでしょ！

「理屈じゃない！
 私の人材採用と育成・管理方法」

〜命を狙う

口の中のバイキン！〜

報告者：おおかめ歯科クリニック
院長 大亀泰久氏

川崎支部

●午後１８時３０分から２１時
場所：川崎市産業振興会館
会費：無料（懇親会費別途）

１０月２３日（月）
「タイアップで業績が飛躍！
…そして失敗も（笑）
」
〜経営者、営業担当者に、ぜひ聞い
てほしい営業ノウハウ！〜
報告者：IHFPサービス
代表 石井尚志氏

湘南支部

●午後１８時３０分から２１時
場所：藤沢商工会館ミナパーク
会費：無料（懇親会費別途）

〜その言動が会社の未来を左右する〜
報告者：堀内れい子社会保険労務士
事務所 所長 堀内れい子氏

県央支部

●午後１８時３０分から２１時
場所：大和市文化創造拠点シリウス
会費：無料（懇親会費別途）

１０月２６日（木）

〜自然にやっていたことが、全て人材育成・
キャリアの理論に適っていた〜

報告者：㈱きよらエデュケーション
代表取締役 荻野 桂氏

たま田園支部・かながわ女性経営者
ネットワーク（女性部会）合同例会
●午後１８時３０分から２０時３０分
場所：中原市民館（視聴覚室）
会費：無料（懇親会費別途）

１０月２７日（金）
「まさか！ウチの会社が！？」
〜度重なる経営危機からの脱却〜

（仮）経営実践報告
報告者：湘南トラベル㈱
代表取締役 木地本健太郎氏

小田原支部

●午後１８時３０分から２１時
場所：おだわら市民交流センター UMECO
会費：無料（懇親会費別途）

報告者：岡村建興㈱
代表取締役 岡村清孝氏

県南支部

●午後１８時３０分から２１時
場所：横須賀市産業交流プラザ
会費：無料（懇親会費別途）

その他のセミナー
●２０１７年度
第 ３ 回雇用創造フォーラム

１０月２５日（水）午後 １ 時３０分〜
場所：神奈川中小企業センタービル１４
階ホール
会費：５００円（懇親会費別途）
テーマ「ホワイト企業大賞《人間力経
営賞》受賞企業から学ぶ多様な人材の
採用と人を生かす経営」
報告者：㈲アップライジング
代表取締役社長 齋藤幸一氏

●同友会を知る為の
オリエンテーション

１０月２４日（火）午後 ６ 時３０分から
場所：横浜市健康福祉総合センター
会費：１，０００円
同友会と私：
㈱CFP 代表取締役 本庄浩義氏

●第 ６ 期経営基礎講座

会費：【スポット １ 回】３，０００円

第 ４ 講 １０月１２日（木）１４：３０〜１６：３０
会社経営の法的リスクと対応策
・知らないと損する会社を取り巻く法律
・中小企業で起こりやすいトラブル事例
と未然に防ぐための対策
・ここだけは押さえたい契約書のチェッ
クポイント
LM総合法律事務所
弁護士 國澤絵里氏

第 ６ 講 １０月２６日（木）１４：３０〜１６：３０
（財務②）
銀行マンに教わる資金調達の手法
・銀行がお金を貸したくなる企業とは！
・明日から始める銀行との上手な付き合
い方
横浜信用金庫 調査役 住吉征雄氏

第 ５ 講 １０月１９日（木）１４：３０〜１６：３０
（財務①）
儲かる社長だけが知っている財務の知識
・経営は総合格闘技、財務のルールとは
・事業拡大するための損益と資金
・これからの財務戦略を考える
ステップアップ税理士法人
代表社員・税理士 小川正人氏
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社員教育委員会主催

第２１回共育講演会

「奇跡の職場のつくり方
〜新幹線清掃チームはこうして最強のチームに変わった〜」より

ハーバードビジネススクールの授業で絶賛

JR東日本の新幹線お掃除劇場
「 ７分間の奇跡」
合同会社おもてなし創造カンパニー
代表 矢部輝夫氏

（元㈱JR東日本テクトハートTESSEIおもてなし創造部長）

世界６０〜７０カ国から優秀な学生が集まるハーバードビジネススクールの学生から大絶賛され、アメリカの
ニュース番組でも紹介されたのが、JR東日本新幹線の清掃の会社「テクノハートTESSEI」です。
紹介されているのは、「新幹線お掃除劇場」が誕生するまでの物語。カフェ店員のようなお洒落な制服に
身を包み、ホームに整列し、一斉に礼をしている姿は、国内外の注目を集めました。驚異的な早さで新幹線
内を掃除する様子は、「seven minutes miracle ７ 分間の奇跡」と呼ばれています。
この奇跡を生み出したのが、
（株）JR東日本テクノハートTESSEIおもてなし創造部長であった矢部輝夫氏。
去る ８ 月２５日、「社長と社員が共に育つ」をテーマにした講演会にお招きし、お話を伺いました。

安全部門から、３ Kの代表のような職場へ
新幹線の清掃は、通常普通車では １ 両
を １ 人が担当します。 １ 両は１００席で、
その全てのテーブルや窓を拭き、椅子の
向きを直し、床を清掃し、ゴミを回収し
ます。それらの行為全てを、わずか ７ 分
でこなしています。新幹線の停車時間は
１２分。その内、お客様の降車に ２ 分、乗
車に ３ 分必要なので、清掃に残された時
間はわずか ７ 分ということになります。
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これが、「 ７ 分間の奇跡」と呼ばれる所
以です。
JR東日本テクノハートは、現在JR東
日本管内の新幹線（東北・上越・長野・
山形・秋田）を担当しています。 １ チー
ム２２名で、現在９００名のスタッフが働い
ています。そのうち４５０名が東京駅で勤
務していますが、４０％はパート社員です。
私が赴任したのは、今から１２年前です。
その頃は ３ K（きつい・汚い・危険）

の職場で、年間５０件あまりのクレームが
お客様から寄せられ、離職率も高い会社
でした。
では、変革のスイッチはどこにあった
のでしょうか？
私は、JR東日本で何十年も安全管理
の専門家として働いてきました。清掃や
メンテナンス事業の経験は皆無でした。
テッセイの取締役企画部長に就任したと
き、テッセイにはオペレーション、人事、

リーダーシップ、組織構造など、多面的
な問題を山ほど抱えていました。
たかが制服、されど制服
新しい制服がもたらしたのは、
プライドと生き甲斐
私は、就任後３０日間かけて、徹底的に
現場を見て回ることにしました。清掃現
場を見て、一緒に仕事をし、スタッフを
知り、スタッフの仕事を体感することか
ら始めたのです。
すると、ある主任から「私たちの仕事
は『お掃除』…。この会社にプライドを
捨てて入ったの。『勉強しないと、あん
な風になるのよ』と面と向かって大きな
声で言われたこともある。親戚にも恥ず
かしくて仕事の話ができなかった。」と
いう話を聞きました。色々な人生経験を
した後、テッセイに行き着いた方々が多
いことに気付かされた瞬間です。
そこで、後日「失礼ながら、皆さんは
社会の川上から流れ着いて、今テッセイ
という川下にいる。でも、卑下しないで
欲しい。新幹線は皆さんがいないと動け
ない。皆さんは世界最高の技術を誇る
JR東日本の新幹線のメンテナンスを清
掃という面から支える『技術者』なので
す」という話をしました。
そして、もう一方で、コメットスーパー
バイザーというポジションを作り、清掃
員らしくない、カフェの店員のような制
服を身に付けてもらいました。これは、
ホームの清掃をしながら、困っているお
客様をサポートするセクションです。
「見
られている」ということは大切で、以前
とは異なるお客様の視線がスタッフの意
識を徐々に変えていきました。その後、
他の清掃員の制服も全てお洒落に変えて
いったのは言うまでもありません。そし
て、このことがスタッフにプライドと生
き甲斐を生みだしていったのです。
マネージメントには、CS（Customer
Satisfactionお客様の満足）だけでな
く、ES（Employee Satisfaction従業
員の満足）も大切です。サービス業は想
い出を提供する仕事です。お客様とス
タッフがシーンを共有するステージ、そ
れが「新幹線劇場」なのです。

その際、会社の体幹作りもポイントに
なってきます。テッセイでは、最初は全
員パートから始めます。そして、 １ 年間
勤務すると社員試験を受けることができ
ます。そして、社員採用後 ２ 年経つと主
任試験、主任採用後 ３ 年経つ現場長の推
薦を受けて管理者試験を受けることがで
きます。チャンスは平等です。生き生き
と働いてもらうためには、生活と身分の
安定は必須だと考えています。
また、様々な状況の変化に対応できるよ
う、一人一人が機動的、自律的に対応出来
る柔軟性を育てることも重視しています。
「安全」というのは、トップダウンに
始まり、ボトムアップで完成すると言わ
れています。マネージメントも同じでは
ないでしょか。
もちろん、ハードな仕事をこなすため
に厳しい規律はありますが、私は、スタッ
フの建設的な意見には、決してNOと言
わないようにしています。「二流、三流
の戦略でもいい。一流の実行力を持とう」
と呼びかけてきました。今では、年間
５０００件ものアイデアが寄せられてきま
す。事業所長に予算を渡し、チーム単位
で企画を実現するようにしています。
＜ハインリッヒの法則＞（労働災害に
おける経験則の一つ。 １ つの重大事故の
背後には２９の軽微な事故があり、その背
景には３００の異常が存在するので、異常
を発見した段階で対処せよという法則）
というのがありますが、テッセイでは
＜ハインリッヒの逆法則＞を採用してい
ます。つまり、
「お客様をおもてなしして、
想い出を提供する」という目的を果たす
ために、あらゆる手を打つ。夏にはアロ
ハを着たり、浴衣を着たり、冬にはサン
タクロースやシロクマの衣装を着たりし
ています。もちろん、最初は本社のOK
が出るはずもないので。報告なしで実行
し、事後報告でした（笑）。モチベーショ
ンを下げないためにも、次々と新しい企
画を実現しています。お子様にポスト
カードを配ったり、団扇を差し上げたり
…。マスコッキャラクターは小さな鳥「ち
りトリ」です（笑）。これも、スタッフ
のデザインです。スタッフ自らの熱い思
いを次々に実践しています。

マネージメントは、
トップダウンに始まり、 地道にコツコツ努力している人こそ
積極的に評価したい
ボトムアップで完成する
さらに、「小さな成功を認め合う」と
スタッフの建設的な意見には、
いうことも大切にしています。＜１００－
決してNOと言わない
１ ＝ ０ ＞という「安全の方程式」または
テッセイでは、「さわやか、あんしん、
あったか」を標語に掲げ、会社が徹底的 「サービスの方程式」と呼ばれているも
のがありますが、これは１００人のうち １
にサポートしています。
（文／（有）マス・クリエイターズ 佐伯和惠）

人がミスをすると全ての成果が ０ になる
というものです。そこで、１ を無くすよう
に必死に努力している経営者が多いので
すが、残りの９９人の日々の努力に光を当
てなければ、９９人のモチベーションはど
んどん下がってしまうのではないでしょ
うか。テッセイでは、９９人の努力を大切
にするために「エンジェルノート」を作っ
ています。毎日地道にコツコツと頑張っ
ている人を評価・リポートするノートで
す。これに合わせ、表彰制度も改正しま
した。チーム表彰から個人表彰に換え、
頑張っている人を表彰するだけでなく、
褒めてくれた人も表彰する制度です。
同時に、「ノリ語」集や、「ノリません
語」集も作りました。こんな言葉をかけ
られたら嬉しくなるのが「ノリ語」で、
逆にテンションが下がる言葉が「ノリま
せん語」です。これもスタッフのアイデ
アで生まれました
感謝・感激・感動の新しい ３ Kを目指して
「風通しの良い会社」とか「明るい職場」
を目標に掲げる会社がありますが、私は、
それは目標ではなく、手段であると考え
ています。
最終目標は、お客様とスタッフが分かち
合う「幸せ」です。お客様と共に新しい
３ K（感謝・感激・感動）を作って行き
たいと思っています。
やれない理由を挙げるのは止めましょ
う。一人一人が努力し、実践し、皆が認
め合い、チームの力として大きくして行
くことが大切です。
＜One for all, all for one＞という言
葉がありますが、これは、「一人は皆の
ために、皆は一つの目標のために」とい
う意味だと、私は解釈しています。そし
て、それは、一人一人に生き甲斐と誇り
を持たせることから、始まるのです。
日時：２０１７年 ８ 月２５日（金）
場所：横浜市西公会堂 人数：５００名

矢部 輝夫氏
１９６６年、日本国有鉄道入
社。以後、電車や乗客の
安全対策の専門家として
４０年以上勤務し、安全対
策部課長代理、運輸車両
部輸送課長、立川駅長、
運輸部長、運輸車両部指
令部長などを歴任。
２００５年、鉄道整備株式会社（２０１２年に株式会社
JR東日本テクノハートTESSEIに社名変更）取
締役経営企画部長に就任。２０１１年専務取締役に
就任。２０１３年に退任後、嘱託としておもてなし
創造部長、２０１４年に同部顧問。２０１５年、合同会
社おもてなし創造カンパニー代表。
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Activity Report

＞＞＞例会報告

３ 年目社員研修会
日時

８ 月 ４ 日（金）

会場

神奈川中小企業センタービル

参加
人数

29名
（１６社）

今回の内容は「入社からの ３ 年間の歩みを客観視し、自分
自身の課題を省みて、どのように改善していくか！」という
テーマでグループ討論形式が行われました。
実行委員のIHFPサービス 代表の石井尚志氏が進行・講
師を務め、午前中のグループ討論では実行委員がグループ長
になり、各グループそれぞれの課題を引き出し、方向性を示
しました。午後はグループでその課題をまとめ、どのように
改善するかをまとめて発表しました。模造紙にプレゼン形式
での発表は各グループ共、個性溢れるものでおおいに刺激あ

るものでした。
３ 年目という事もあり、課題にはコミニュケーション・業務
範囲の責任・積極的な姿勢への取り組みとか、それぞれ具体的
な課題が多くお互いの発表が実りあるものとなっていまし
た。中堅社員としての自覚になる研修になったと思われます。

（文責 ㈲ニューイング 工藤文子）

第 ４ 回ダイバーシティ委員会例会

青年部会勉強会

日時

８ 月23日（水）会場 波止場会館

テーマ

参加
人数

71名

福祉事業経営の苦悩と喜び
〜心が通うキャッチボールとラブレター〜

報告者 ㈱まちふく 代表取締役 田中博士氏
「今日は恥ずかしい話をします！」
という宣言で始まった田中社長の報告。
プロダンサーという異色の経歴を持
つ田中社長は、障害者の就労支援を事
業とする「㈱まちふく」を２０１２年に設
立されました。
「どんぐり」を使った製品の製造と
販売というユニークな事業に取り組む
ものの思ったように売上が伸びなかったこと、運転資金を確
保するために様々な苦労があり、時には社員や利用者に涙を
こらえて謝ることもあった事など、 ５ 年間の苦悩を大変リア
ルにお話し頂きました。
一方で「僕は障害者の人が大好きなんです」と明るく話す
田中社長が続いて語ってくれたのが「キャッチボール理論」。
障害者とのコミュニケーションをキャッチボールに例え、
「相
手がどんなボールを投げようと全部受け止める。これを続け
ることで、相手の投げようとする意識が変化しはじめる」。
障害者に対して、人として正面から向き合ってきたからこそ
生まれた素晴らしい理論だと感じました。
最後には「今後は障害のある人が生きやすい世の中を作り
たい」と語ってくれました。事業への熱い想い、そして誠実
で真摯に取り組む事の大切さを学んだ例会でした。田中社長、
本当にありがとうございました。

（文責 ㈲川田製作所 川田俊介 小田原支部）
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日時

８ 月24日（木）

会場

横浜市健康福祉総合センター

参加
人数

36名

「売上アップのアイデア発想法」

テーマ 〜すぐに実践できる売上アップのアイデアを一
緒に考えませんか？〜

報告者 NPBトレーディング㈱ 代表取締役 深野裕之氏
今回の青年部は、経
営 に 直 結 す る「 売 上
アップ」にフォーカス
した勉強会を行いまし
た。講師の深野さんは、
実際に売上アップのた
めのコンサルタントと
して活躍されていますが、今回の勉強会が一風変わっている
のは、
「勉強会」と銘打っているものの、その実態は「実践会」
というべきものであるというところです。
抽象的に「売上アップするには」という話に終始するので
はなく、①売上アップのために着目すべき要素を ６ つに分解
し、②その ６ つの要素を向上させる具体的なアイディアを参
加者同士の議論を通して生み出す、という、すぐに使える実
践的なアイディアが生まれる勉強会でした。約４０名の参加者
が ５ 名前後の小グループに分かれて議論をしましたが、他業
種からいろいろなアイディアをもらって、熱い議論が交わさ
れていたのが印象的でした。最後にはどのようなアイディア
を実践するか、という発表の時間も設けられ、私自身も １ つ
アイディアを発表しましたので、発表した手前、年内に実践
しようと決意を新たにしました。

（文責 LM総合法律事務所 網野雅広）

川崎支部

８ 月2１日月

私達老舗酒屋の悩みは尽きない…
ここに集結！ 敏腕戦略チームをテーマに
ワークショップを開催します
報告者：㈱久保田酒店

代表取締役

窪田隆太郎氏

会場 川崎市産業振興会館 参加人数 ３７名（内ゲスト ５ 名）
ゲスト：1．三田工機㈱ 三田村宏宣氏
２．フリーランス 森本由希子氏
３．横浜エフエム放送㈱ 富岡政英氏
４．行政書士法人シグマ 阪本浩毅氏
５．大堀・山本法律事務所 山本友也氏

８ 月23日水

新会員歓迎会！！

〜夏だ！例会に参加しよう〜
報告者：相模原支部新会員のみなさま
会場 ソレイユさがみ 参加人数 15名
相模原支部 ８ 月例会は、恒例の新会員自己PR例会。今年
は ３ 名の新会員の方に報告して頂きました。
ハワイアンスタイルの飲食店「LOCO STYLE」を運営す
る㈱クリエイティブパワーの川島社長は２９歳の若き経営者。
前オーナーから店舗を引き継ぎ人気店を更に発展していく将
来の夢を。クマコンサルティング㈱の熊澤社長は、ひと月に、
たった １ 日もらえれば、残りは全て自社業務に専念できる魅

８ 月23日水

「感覚経営からテクニカル経営へ」

〜従業員３００人の会社に育てた渡辺会長のした
驚きの後継指名とは？〜
報告者：㈱クロステック 代表取締役会長 渡邉安好氏
会場 HOTEL PLUMM 横浜 参加人数 ６１名（内ゲスト １ 名）
ゲスト：1.㈱シードプラン

今回の例会では、ワークショップ形式
を採用し、参加者が敏腕戦略チームの一
員となり老舗酒屋の戦略を考えました。
「セールスドライバーの強みを生かした
物流機能の向上」「オリジナル商品の提
案をベースにした拡販」という二つの
テーマのどちらかを議論し、各テーブル
の代表者がプレゼンを行いました。
６５期目を迎え、三代目の老舗酒屋の窪田社長は、商品をた
だ届けるだけのルートドライバーではなく、セールスドライ
バーとして提案営業型に拘りを持っています。ドライバーの
能力、モチベーションを上げて、お客様との信頼関係を気づ
くためにどのような手を打つべきか。ビールなどの粗利が低
い商品よりも、粗利が高い久保田酒店オリジナル商品の販路
拡大をどのように進めるかを議論しました。
誰にでも当てはまりそうなテーマではなく、まさに報告者
の悩みに対して提案をしていくという形は、窪田社長にとっ
てヒントになることが多く出たことと、具体的な戦術を議論
することで、各参加者が自社に持ち帰り参考になることが多
い意義のある例会になりました。（文責 ㈱水口 唐澤昇司）

相模原支部

横浜支部

社長

綱木裕一氏

創業者が会社を自分の財産ではな
く、社会のものと思えるようになるの
には何が必要なんだろうか。クロス
テックの渡辺会長はそれに気づき、事
業承継を本気で考え始める。
特筆すべきは「資本」と「経営」分
けて考えることができた点なのかと思
う。その上で最終的な後継者にバトン
を渡すために、自分自身のやってきたことを整理整頓して引
き継ぐ「中継ぎ」を選んだこと。その選定に当たっては、自
らがずっと貫いてきた「信頼」に基づく様々な人間関係、数
多くの先輩に助けられた恩をこれからの人たちに返してゆく
という思いが生きている。
この渡辺会長の生き様と事業承継に対する取り組みは、
「会
社の継続・維持・発展は経営者の責任」という考え方の究極
の答えかなと思いました。
今回参加された多くの経営者の誰もが同じことをやれるな
どとは考えませんが、将来の事業承継に対するヒントを提供
することはできたかなと思えるような例会報告でした。

（文責 みらいFP研究所 齋藤英夫）

力溢れる経営サポートについ
て、それぞれ熱く報告。そし
て、障がい者事業所のハイク
オリティ商品の販売を展開す
る㈱ROXの白岩社長からは、
ごく親しい人も初めて耳にす
る驚愕の事実が！その思いが
今の事業に繋がっていること
を知り、涙する会員。
同友会は自分をさらけ出しても受け入れてもらえる会だと
感じたと、入会数カ月にしてすでに同友会の本質を捉えた発
言が。すばらしい新会員の方々を迎え、相模原支部ますます
発展の予感！納涼懇親会は、川島社長のLOCO STYLEで北
地区、南地区に分かれての同友会クイズ大会は事務局山本さ
んのセンスあふれる問題で大いに盛り上がり、勝者北地区に
は、㈱ROXのすてきなノートと絵葉書が贈られました。残
暑厳しい ８ 月の相模原は、更に熱い夜になりました。
（文責 ㈱テクニカルエンジニアリングサポート 奥岡 彰）
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＞＞＞例会報告

県央支部

８ 月24日木

８ 月28日月

ボクシングチャンピオンから学ぶ地域戦略

中原区の現状とまちづくり

〜自社のファンづくり〜

〜企業も地域の住民です。〜

報告者：㈲ホープフル 川崎新田ボクシングジム
会長 新田渉世氏

参加人数 ３５名（内ゲスト ２ 名）
ゲスト：１．㈱郷田製作所 郷田元宏氏
２．㈱協同電気研究所 大塚研輔氏

第３２代東洋太平洋バンタム級チャン
ピオンの新田氏は引退後、川崎市でボ
クシングジムを経営します。現在は選
手の育成等のジム運営に加えて興業プ
ロモートも手掛けています。選手の賞
金や会場のレンタル費用などの普段聞
けないような裏のお話しも聞け、ジム
運営は本当に大変なんだと感じました。
ジムを経営する中で数少ないスター選手が出てくるのを待
つのか？待つだけではジムの経営は成り立たない。そして、
新田氏は地域密着に舵をきります。さまざまな取組みをされ
ている中で、同じ川崎に観客動員を ６ 倍に増やした川崎フロ
ンターレがあります。全く同じようにという事ではなく、新
田流にアレンジして地域密着を実践されています。
最後に新田氏が負け続けの選手時代に突然、空から降って
きた「負けに負けるな」という言葉がとても印象的でした。
今後も更なる地域密着で世界に羽ばたいていかれるのだなと
確信致しました。ご報告ありがとうございました。

（文責 ㈱港南サービス 四日市 宏）

小田原支部

８ 月30日水

自社の現状と課題を語る！
報告者：TICS 代表 高崎剣太氏
㈱山本工務店 専務取締役

山本直樹氏

会場 おだわら市民交流センターUMECO
参加人数 １８名（内ゲスト １ 名）
ゲスト：１．㈱ナンメイ

樋渡隆司氏

小田原支部 ８ 月例会ではTICS（新生info．REX㈱）の高崎
さんと、㈱山本工務店の山本さんに「自社の現状と課題を語
る！」というテーマで発表して頂きました。
全く違う人生を歩み、異なるお仕事をされているお二人で
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報告者：川崎市中原区長

向坂光浩氏

会場 ユニオンビル 参加人数 42名

会場 大和市文化創造拠点シリウス
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たま田園支部

７ 月のビジックス
ワ ー ル ド を 経 て、
２ ヶ月ぶりに開催さ
れたたま田園支部の
８ 月例会は、武蔵小
杉駅西側のユニオン
ビルにて開催されま
した。報告者は向坂

光浩中原区長。
冒頭では支部長阿萬社長（東洋社）の挨拶で「またタワー
マンションが立つのですね。どこまで開発が進むのでしょ
う。」の一言に一同が大きく頷きます。それだけでこの地域
の近年の劇的な変化の片鱗が伺えます。
報告では区長より最新の中原区の変化を示す数値的なデー
タや、区としての取り組みなど、普段の実生活や企業経営で
はお目にかかることの出来ない資料を直接ご解説頂きまし
た。とりわけここ２０年の武蔵小杉エリアの鳥瞰図を見たとき
の、工場面積の減少、タワーマンションの乱立には目を見張
るものがありました。グループディスカッションの発表時は
９ 割近くの時間が区長への質問（意見陳情？）時間となりま
した。参加者たちの地域への関心や地域愛が伺える一時とな
りました。

（文責 新井集客事務所 新井翔平 ）

すが、奇しくも目指すも
のは同じでした。それは
どちらも“人”を大切に
する会社つくりをしたい
という思いです。高崎さ
んは「社員全員が幸せに
なれる会社にしたい」と、
山本さんは「この会社に
勤めて自分の人生が幸せだったといってもらえるような組織
にしたい」と言います。
実際に高崎さんは会社の理念を掲げたことで社員の獲得に
成功し、山本さんは社員に権限を委譲し成果に応じた報酬を
支払うことで、生産性の向上に繋げることができました。
会社として社員の幸福を追求することは、決してその個人
だけを豊かにするわけでなく、その恩恵は組織全体に波及す
るのではないでしょうか。お二人を見習い、改めて“人”を
大切にする組織作りを目指していきたいと感じました。

（文責 小田原鉱石㈱ 高橋 淳）

湘南支部

８ 月27日日

「納涼例会（バーベキュー）」〜皆で暑い夏を乗り切ろう〜
湘南支部 ８ 月例会（バーベキュー大会）が
開催されました。今回の例会は、通常の例会
とは異なり、夏に相応しくバーベキュー大会
を企画いたしました。今回より会員である藤
沢Bistroハンバーグの移川さんにご協力をい
ただき、とても美味しいお肉を食べる事がで
きました。参加者は４３名と他支部の方にも多
くご参加いただき大変盛り上がり、親睦を深
める事が出来ました。湘南支部としては、４ 回
目のバーベキュー開催でしたが、来年もぜひ
開催しようとの声が多数あがっていました。
ご参加頂いた皆さん、誠にありがとうござい
ました。

（文責 ㈱BUDDY 宮崎将規）

会場 社会福祉法人ひばりハートピア湘南 参加人数 ４３名

ビジネスセミナー

DVD販売

ビジネスセミナーVol．
１
４０億円完済も見えた。なのに、悩みができた
…波乱万丈の４０億円返済の物語。


（株）湯佐和

代表取締役

湯澤

剛氏

「借金の完済は、決してウルトラCを使ったわけではない」湯澤社長は、本気で
そう語る。ある日突然、４０億円もの借金を抱えた湯澤社長。父から継いだ会社の
実態を知り、愕然とする。社長の目の前で堂々とさぼる社員たち。社長の目の前
で転職を語り合う社員たち。売上の持ち逃げ、喧嘩、飲酒、喫煙、暴言…それで
も４０億円もの借金を完済した彼の戦略は、大変緻密である。しかし、誰も真似で
きないウルトラCではなく、そこに学ぶべきがある。
ただ、それで終わりではなかった。借金完済後に待ち受けていたものとは…？

ビジネスセミナーVol．
２
人間尊重で増収増益経営
第 ６ 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞厚生労働大臣賞受賞企業


（株）エイチ・エス・エー

代表取締役

田中

勉氏

日本全国から注目されている（株）エイチ・エス・エー。田中社長の基本的な考
え方とそれを実現する為の具体的な仕組みの両面から学びます。ともすれば、相
反することにもなりがちな人間尊重経営と事業の収益性。「社員の成長こそが経営
者としての最大の喜びであり、そして、成長のカギは変化と多様性である」と田
中社長は言う。田中社長の徹底した人間尊重が増収増益経営に結びつき、人を生
かす経営こそが競争力の源泉になっている同社。社員が、経営に参加するための
情報共有化、自ら成長していくための共育・研修制度、自分たちで立てた計画を
遂行し達成するための事業計画…等。決して押し付けではなく、社員が自ら問題
解決をする、答えを教えるのではなく自分たちで解決策を掴み取るためのバック
アップをする。
短期的な成果を追うよりも、社員の成長を待つ方が近道であるという田中社長。
各￥８，
０００ ※こちらの価格には消費税が含まれています。
※ １ 回のご注文毎に送料１８０円が掛かります。

右記URLまでお買い求めください https://kanagawadoyu.buyshop.jp/
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＋１

あすから使えるミニ知識

M＆Aで退職金ができる？
LM総合法律事務所

弁護士

網野雅広さん（横浜支部中央地区会）

M＆Aという単語を聞いたことがありますか？M＆A
とはMergers and Acquisitionsの 頭文字をとったも
ので、日本語で言えば「合併と買収」といったところで
す。おそらく事業をやられていて聞いたことがない、と
いう人は少ないのではないでしょうか。でも、中小企業
だと「合併？買収？大手企業の話じゃないの？」という
感想を持つかもしれません。あるいは、「あー、なんか
喧嘩腰で株を買おうとするヤツね」という感想を持つか
もしれません。たしかに、ニュースになるようなM＆A
だと大企業同士で、しかも何かと喧嘩腰のものばかりが
目立ってしまいます。でも、このM＆A、名前がちょっ
と気取っているだけで、実は中小企業でも十分役に立つ
ものなのです。
例えば、中小企業が自社の弱点や伸ばしたいところを
即座に補う、という使い方が考えられます。具体的には、
メーカーが直販をするためにネット通販を得意とする販
売会社を手に入れて自社製品の販売チャンネルにした
り、逆に販売会社が顧客のニーズにより的確に応えられ
るようにメーカーを手に入れて自社製品を製作したり、
ということが考えられます。一から自社で新規事業部を

会社名
㈱シードプラン

NEW FACE

㈱SORA
YEBISU DINING
NPO法人チャレンジド
サポートプロジェクト
㈱サンヨーシステム
㈱郷田製作所
プライベートサロン
vinaka ヴィナカ
かーこの紙芝居事務局
㈱箱根観光旅館協会

社内役職
代表取締役

会員名
綱木 裕一

立ち上げて、人を育てて、なんてやるよりも、ちょっと
高くついてもすぐに実戦投入できるわけですから十分メ
リットがありそうです。これは買いたい側のニーズとい
えますね。逆に、売りたい側のニーズもあります。例え
ば、自社が特定の地域ではマーケット占有率が高いもの
の、後継ぎがいなくてこのままでは廃業になってしまう
ような場合に、その事業を近隣の同業他社に売却する、
ということが考えられます。同業他社からすれば競合を
避けてマーケットを押さえられるメリットがあります
し、売却する側としても、そのまま放っておけば後継者
がいなくて先細っていくだけの事業を、今なら高く売る
ことができるわけで、ある意味では自分の退職金が準備
できるようなものです。これは後継者不足で事業をどう
しようかと考えている社長には一つの解決策になるので
はないでしょうか。
このように、M＆Aは中小企業の発展や終わり方の一
つの方法になります。気取った名前に惑わされることな
く、柔軟に考えると良いでしょう。ただし、実際にM＆
Aをやろうと思ったら法務・税務の問題は避けて通れま
せんので、必ず身近な専門家に相談してくださいね。

新会員紹介

所属支部
入会日
事業概要
横浜 北地区会 ２０１７年 ８ 月２３日 冠婚葬祭用ギフトの卸売
SPトランプを活用した企業研修、講
代表取締役
角本 紗緒理 横浜 港地区会 ２０１７年 ８ 月 ８ 日
演、講師養成、コンテンツ開発
代表
梅田 英樹
横浜 港地区会 ２０１７年 ８ 月１６日 ビアレストラン
障害福祉サービス（グループホーム
副理事長
松岡 泰典
たま田園
２０１７年 ８ 月 ４ 日
運営）
配電・制御・監視システム・各種ファ
取締役営業部長 鈴木 圭祐
たま田園
２０１７年 ８ 月２９日
クトリーオートメーション機器販売
ステンレス製・黄銅製継手の製造販
代表取締役
郷田 元宏
県央
２０１７年 ８ 月２９日
売
エステ、化粧品販売、健康商品販売、
代表
岩崎 恵子
相模原
２０１７年 ８ 月１７日
黄土よもぎ蒸し
さるびあ亭
企業向けオリジナル紙芝居の制作と
代表
相模原
２０１７年 ８ 月２８日
かーこ
口演
専務取締役
桜井 昭弘
小田原
２０１７年 ８ 月３１日 旅行業

２０１７年 ９ 月 １ 日現在会員数：７90名（全国会員数：４６，０110名）

訃
報
10

神奈川同友会元代表理事の石館治良氏（㈱開明製作所・会長）が、
かねてから病気療養中のところ、
８ 月２１日に逝去されました（享年６６歳）。
ご本人の強い希望により、葬儀はご家族と社員で ８ 月２４〜２５日に行われました。
石館元代表理事の生前の同友会運動へのご貢献に心から敬意を表し、
謹んでお知らせ申し上げます。
石館氏は、１９７９年に先代から神奈川同友会を引き継ぎ、青年部会幹事、横浜支部幹事、政策委員長、
副代表理事を歴任され、２００２年から ２ 年間にわたり代表理事、中同協幹事を務め入会直後から役員
として神奈川における同友会運動を牽引してこられました。心からご冥福をお祈りいたします。
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紹介者
新田英通
事務局
室根貴之
榎本重秋
板倉陽三
事務局（HP）
岩崎諭史
白岩 圭
杉本 聡

広報誌
記念誌
… etc
機関紙

会員 information!

〒236-000 横浜市金沢区福浦 2-1-12
（045）784-6902
TEL（045）785-1700 FAX
株式会社 神奈川機関紙印刷所

〜会員皆様からの情報をお待ちしております〜

会社名・住所変更

名義変更

横浜支部 木地本健太郎氏（湘南トラベル㈱ 代表取締役）
（旧）トラベルイノベーションジャパン㈱
〒２２０−００２３横浜市西区平沼 １ − ３ −１３ 大勝ビル ５ F
TEL：０４５−６２４−９２２１／FAX：０４５−３２８−３０９６
（新）湘南トラベル㈱
〒２５４−００５２平塚市平塚 １ −２６−１２
TEL：０４６３−６８−４０３０／FAX：０４６３−５７−２３４４

神奈川県中小企業家同友会

県央支部

㈱ダイシングランド 小泉早苗氏
９ ／ １ より専務取締役から代表取締役社長に就任
（旧）専務取締役
（新）代表取締役社長

2017年度

■日時：２０１７年 ８ 月 ９ 日（水） 理事会：午後 ６ 時３０分〜 ７ 時４５分
暑気払い：午後 ８ 時００分〜１０時００分
■会場：聘珍樓横浜本店 ■議長：宮田総務委員長
■出席者：３１名出席
■開会挨拶：本多副代表理事
■議題
【報告・確認・審議事項】（７５分）（議長進行）
①仲間づくりの進捗状況と７月入退会について
（５分）
（１５〜１９頁）
（加藤委員長）
・２０１５年７月末、
期首７３２名、入会３８名（５．２％）退会２７名（３．７％）７４３名（＋１１）
・２０１６年７月末、
期首７６８名、入会３１名（４．０％）退会２７名（３．５％）７７２名（＋４）
・２０１７年７月末、
期首７６１名、入会４２名（５．５％）退会１９名（２．５％）７８４名（＋２３）
②中同協関係について（ ５ 分）（２０〜２１頁）（水口代表理事他）
③行政・他団体等からの要請や連携等について（ ３ 分）
（２２〜２３頁）
（事務局）
・川崎市経済労働局から依頼の後援名義
・神奈川県産業労働局から依頼の後援名義
④ ７ 月末現在の未収金について（ １ 分）（２４〜２９頁）
⑤第２１回共育講演会の進捗について（ ５ 分）（３０〜３４頁）（中村副委員長）

第４回理事会

⑥役員研修会について（ ５ 分）（３５頁）（田中副代表理事）
⑦２０１７（第２９回）かながわ経営カンファレンスの企画案について（１０分）
（３６〜３９頁）（中筋委員長）
⑧横浜支部分割（独立）について（ ５ 分）（４０頁）（新田支部長）
⑨第 ５ 回関東甲信越青年経営者フォーラムの企画案について（ ５ 分）
（４１〜４３頁）（中島部会長）
⑩その他（ １ 分）（宮田委員長）
・次回理事会は ９ ／１３（水）午後 ６ 時３０分開始、会場は横浜市健康福祉総合
センター ８ F（桜木町）
⑪前回理事会の審議結果の確認（３０分）（４４〜４５頁）（田中副代表理事）
・昨年度は役員選考委員の立候補を募るが該当なしだったので正副代表理
事会選出を一任
・昨年度の委員⇒坂巻委員長、水口氏、高柳氏、宮田氏、岩谷氏、岡村氏、
赤原氏、中島氏、今村氏の ９ 名
・今年度の委員案⇒新田氏、岡村氏、松下氏の ３ 名
■閉会挨拶：水口代表理事

１０月に入りました。１０月は、旬の食べ物が多く、スポーツに最適な季節です。また、学園祭

など色々な行事が多い時期でもあります。そんな中、ここ数年、ハロウィン関係の仮装する行
事が多くなってきていると思われます。今年は、どんな仮装が登場するのか楽しみです。

編集後記
有料



テンプラス社労士事務所

CIサポート行政書士事務所

企業PRコーナー 広告を掲載しませんか？ 詳しくは事務局まで！

代表

鈴﨑

治男
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○○じまん！

10月

㈱Lights Labo

浜田久美子さん
 （横浜支部

赤原宗一郎さん（県央支部）
現在、私のはまっている事は、高校 ２ 年生の長女

神無月

（かんなづき）

北地区会）

渡る風がひんやりしてくると、そこには
もう秋の気配が。待っていました！と、美
味しい素材が沢山出回って秋は味覚の季節
でもありますね。
秋風に揺れる様子が優しくて、とても可
憐なコスモスは、視覚から秋の訪れを感じ
させてくれます。外来種にも関わらず「秋
桜」とも書きます。俳句の季語として用い
られていたものが、昭和のヒット曲からす
っかり定着し、一般化した当て字です。
『 秋 桜 』 な に や ら、 聴 覚 ま で も 秋 に 目 覚
めました。
五感の刺激をゆっくり楽しむ季節がやっ
てきました。

㈱赤原製作所

彩時
季

長女の
応援！

のソフトボールの応援です。今年の夏、念願のイン
ターハイにも初出場し、かつ １ 勝する事ができ、ソ
フト部の歴史を塗りかえました。とは言っても娘は
左ヒザをケガしているため、インターハイ出場には
貢献できませんでした。新チームにとなり、１１月の
新人戦までには、復活を果たし、暴れまくって欲し
いと願っています。

▶皆様の○○自慢、募集中です！ 問い合わせは、同友会事務局
まで！
！

Tsunagatter
会員さんの自己紹介、会社
紹介、商品PR等、なんでも
ありのコーナーです。ただし
１４０文字厳守！
！ 続きは例会
でお話しましょう。

会員のつぶやき

広報委員一覧

こうなん整体院

久保川清文さん（横浜支部 港地区会）
完全手技療法による体に優しい治療
系整体です。西洋医学の解剖学と生理
学を軸に東洋医学の体験医学を取り入
れ「骨格、筋肉、神経、血行、栄養」
の ５ 要素を調整します。
治療系整体として地域の皆様に喜ん
でいただけるように貢献していきます。
体の不調、痛み、悩みは０４５－３５３－
７０７８まで連絡下さい。

横浜支部：飯野貴行、中林正幸、本田新市、網野雅広、鈴木 大、川㟢實智郎、松村千代、堤 由里恵
川崎支部：外木宏明
たま田園支部：鈴㟢治男、佐藤慎治、馬場 宏
県央支部：小林雅人、福岡智子
相模原支部：大井 達
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