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特別取材

①電子部品等の精密プレス加工と
　金型製作会社
　有限会社　川田製作所
②介護・福祉のトータルサポート
　社会的企業
　株式会社エイチ・エス・エー

十河孝男会長への
密着取材でひも解く
「モノづくり」の心と
経営の心得　

徳武産業株式会社
（香川県中小企業家同友会）

十河会長が行く、会社訪問
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MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先負 ２ 仏滅 ３ 大安 ４ 赤口 ５ 先勝 ６ 友引 ７ 先負
県南支部幹事会
小田原支部幹事会

相模原支部幹事会 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

８ 仏滅 ９ 大安 １０ 大安 １１ 先勝 １２ 友引 １３ 先負 １４ 仏滅
青年部会幹事会
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会

湘南支部幹事会
県央支部幹事会
組織・政策・広報委員会
関東④

理事会 横浜支部幹事会
経営指針⑤
経営基礎講座③

かながわ経営カンファ
レンス実行委員会

１５ 大安 １６ 大安 １７ 先勝 １８ 友引 １９ 先負 ２０ 仏滅 ２１ 大安
人を生かす経営協議会

（経営労働・社員教育・
共同求人・ダイバーシ
ティ）

関東⑤ 経営指針⑥
経営基礎講座④

２２ 大安 ２３ 先勝 ２４ 友引 ２５ 先負 ２６ 大安 ２７ 大安 ２８ 先勝
川崎支部総会  関東⑥ 横浜支部総会 

湘南支部総会 
経営指針⑦
経営基礎講座⑤

県南支部総会  相模原支
部総会 

２９ 友引 ３０ 先負 ３１ 仏滅
ものづくり広場
青年部例会

同友会を知る為のオリ
エンテーション 
関東⑦

▶ 詳しくはe.doyuへ 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！

 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 045（222）3671

神奈川同友会

SCHEDULE　2017年４月

2017年５月

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先勝 ２ 友引

３ 先負 ４ 仏滅 ５ 大安 ６ 赤口 ７ 先勝 ８ 友引 ９ 先負
川崎支部幹事会
合同入社式
小田原支部幹事会

相模原支部幹事会
政策・広報・組織委員会

県南支部幹事会 経営指針①
湘南支部幹事会
新入社員研修会

青年部幹事会 横浜支部幹
事会

１０ 仏滅 １１ 大安 １２ 赤口 １３ 先勝 １４ 友引 １５ 先負 １６ 仏滅
かながわ女性経営者
ネットワーク幹事会
県央支部幹事会

関東① 理事会 経営指針②
経営基礎講座①

同友会を知る為のオリ
エンテーション 

１７ 大安 １８ 赤口 １９ 先勝 ２０ 友引 ２１ 先負 ２２ 仏滅 ２３ 大安
 関東② 経営指針③

経営基礎講座②

２４ 赤口 ２５ 先勝 ２６ 仏滅 ２７ 大安 ２８ 赤口 ２９ 先勝 ３０ 友引
関東③ 全県例会・第５４回定時

総会 
共同求人WG会議（共
同求人委員会主催）委
員会

経営指針④ 県南支部新会員歓迎会 昭和の日
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PICK UP

徳武産業株式会社（香川県中小企業家同友会）

十河孝男会長への密着取材でひも解く

「モノづくり」の心と、経営の心得

　２０１２年「日本でいちばん大切にしたい会
社大賞」審査委員会特別賞を受賞。高齢者
向けケアシューズの分野で、業界第 １位を
誇る企業が徳武産業株式会社（香川県）で
ある。その徳武産業会長の十河孝男氏が、
１月２７日、神奈川県中小企業家同友会県南
支部の招聘に応え、県南支部新春例会を訪
れた。そこで、小田原同友会会員企業 ２社
を訪問見学する十河会長に同行し、お話を
伺った。

「あゆみシューズ」が生んだ

奇跡のストーリー

感謝の気持ちが、会社を変え、

お客様を思う心が、
ケアシューズ「あゆみ」を生んだ

突然、徳武産業を継ぐこ
とになった！

　十河氏は、１９４７年 ４ 月１１日、香川県木
田郡三木町の農家に、 ４人兄弟の長男と
して生まれた。高校卒業と同時に、地元
の銀行に入行し、 ５年間銀行員として働
いていたが、２１才の時に母が急逝し、２２
才で徳武産業の長女と結婚。当時の徳武
産業は、香川県の地場産業である小さな
手袋工場で、娘の夫には堅実な仕事の人
を望んでいたという。
　やがて、叔父が経営する手袋縫製会社
が韓国に工場を建設することになる。叔

父から工場の立ち上げと運営を一任され
た十河氏は、銀行を辞め、韓国に夫婦で
赴任した。やがて、十河氏は社員５０人ほ
どだった工場を社員４００人の会社に成長
させていく。そして、帰国後 ９年間は手
袋縫製会社の専務として、その経営手腕
を振るっていた。
　だが、１９８４年の正月、突然義父が十河
夫婦の元を訪れる。事業継承を望んでの
ことだった。十河氏は徳武産業を継ぐこ
とを決意する。

危機を救ったのは、菩提
寺の住職の言葉

　ところが、引っ越しをした１０日後に、
義父が突然心筋梗塞で倒れ、その ５日後
には亡くなってしまう。その時、義父は
まだ５９才であった。
　当時、徳武産業は季節変動が激しい手
袋縫製から、学童用上履き靴の縫製と旅
行用スリッパに事業を転じていた。地域
７社で、 １か月に１０万足もの学童用上履
き靴の縫製をアキレス株式会社から請け
負っていたが、徳武産業はそのリーダー
的存在になっていた。
　先代が急逝後、まだ３７才の十河氏は、
先代に負けない実績を残そうと、躍起に
なって働いた。だが、その気負いが大き

徳武産業株式会社　会長　十河孝男氏

特別取材
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いほど、年配の古参社員や義母との軋轢
は深まったという。気持ちだけが、むな
しく空回りした。
　そんな時に、義父の ３回忌法要があっ
た。その時、菩提寺の住職が十河氏に語
りかけた。
　「先代に負けまいと、競争なんかした
らあかん。先代はあなたを信用して、死
という形で事業継承し、あなたに事業を
託したんや。感謝の気持ちを忘れたらあ
かん」
　その日から、毎朝先代の仏前に手を合
わせ、周囲に対しても感謝の気持ちで接
する日々が始まった。すると、不思議な
ことに、徐々に会社の業績も改善して
いったのである。

次々に襲い掛かる試練
　ところが、またも十河氏に試練が襲い
かかる。徳武産業の売上の９５％を占め、
１６年間続いたアキレスからの発注が、海
外生産への移行のため、なくなってし
まったのである。
　そこで十河氏が新たに手掛けたのが、
トラベルポーチ、ルームシューズの生産

である。しかも、当時は地元の通信販売
会社が業績を拡大している時期でもあっ
た。徳武産業の業績は順調に伸びていっ
たという。
　だが、それも長くは続かなかった。取
引先の通信販売会社の人事異動により、
新しい担当課長からいきなり取引縮小を
告げられる。
「OEMビジネス（他社の商品を製造する
こと）の限界を感じました」

高齢者が転ばない靴づくり
に挑み続け、ついに「あゆ
みシューズ」が誕生した！

　その頃、十河氏は、特別養護老人施設
を運営している友人から、「高齢者が転
ばないような靴を作ってくれないか」と
いう相談をもちかけられる。聞けば、平
らなところで躓いたり転倒したりする老
人が多く、その原因はどうやら靴にある
らしいというのである。当時、ルーム
シューズを作ってはいたが、ミシンで縫
うルームシューズと靴とでは、根本的に
違っていた。
　その後、夫婦で高齢者施設に通いつめ、
観察し、話を聞き、何度も試作を繰り返
す日々が続いた。神戸から靴職人を招き、
靴づくりの技術も学んだ。そして、およ
そ ２ 年かけて、５００人ものお年寄りに歩
行の悩みを聞いた。
　「かかとがしっかりしていて、明るい

色で、軽くて安価な靴が
欲しい」「できれば、左
右サイズ違いを購入した
い」
　高齢者の足は、外反母
趾やリウマチ、むくみな
どで、両足の大きさや幅
が異なることが多かった。
　「何とか商品化して、
困っている人々を助けて
あげたい」

　そして、１９９５年、ついに高齢者のため
のケアシューズ「あゆみシューズ」が誕
生した。つま先は、躓きをなくすために
緩やかにカーブし、開口部を大きく広げ
て履きやすくした。そして、靴業界では
非常識と言われた、片足販売も実施した
のである。

今度は、一転赤字決算
に！

　だが、ようやくケアシューズの開発を
終えた十河氏を待ち受けていたのは、売
り上げ ３割減、創業以来初の２０００万円の
赤字決算だった。その結果、金融機関か
らの信頼と、将来を嘱望していた ３名の
社員を失うことになる。
　赤字の理由は単純なものではないが、
大きな理由の一つはお客様の変化に対応
できなかったことだと、十河氏は分析す
る。市場環境の変化を見極め、それに対
応した商品を供給することがとても重要
だという。
　「経営者の最大のライバルは『時流』。
時流に合わせてビジネスを変化させてい
く事が大切」だと語る。

「死ぬまでに赤い靴が履
いてみたかった」

　しかし、その苦境を今度は「あゆみ
シューズ」が救う。実は、その年に阪神
大震災が発生した。ところが、神戸に発
注していた「あゆみ」製造機械は、奇跡
的に難を逃れたのである。その僥倖に運
命的な力を得て、翌年には対前年比
１５０％近くまで業績はV字回復していく。
その後、徳武産業はOEMビジネスを縮
小させ、ケアシューズメーカーとしての
道を歩み始めていった。
　十河氏が目指したのは、従来のリハビ
リシューズとは一線を画した「施設用ケ
アシューズ」である。軽くて、ファッショ
ン性のある明るい色で、しかも転倒しな
い機能性を備え、左右別サイズをリーズ
ナブルな同一価格で販売した。徹底的に、
使う人の立場に立った商品開発を実施し
たのである。
　実は、その頃、十河氏には忘れられな
い出来事があったという。
　「あゆみシューズ」の生産を開始した
年の夏のことである。友人の老人施設で
夏祭りの手伝いをしていると、９０才過ぎ
のおばあさんが近寄ってきて十河夫妻に
話しかけた。県南支部新春例会にて、十河会長の講演会が開催された。

「あゆみシューズ」を手に講演する十河氏。

アンケートはがきを返送してくださった方に
は、誕生日プレゼントを贈っている。

4　doyu kanagawa 2017 April



　「私は死ぬまでに赤い靴が履いてみた
かったの。今は毎日歩くことが楽しい。
いつもこの靴を枕元に置いて寝ていま
す」と。
　それは、まさに ２年間の開発の苦労が
報われた瞬間であった。

カタログ販売から電話営業
に変えて、売り上げ倍増

　では、当時はメーカーだった徳武産業
は、どのように製品販売を展開していっ
たのであろうか。
　実は、香川県は大手通信販売会社が多
くあり、通販のメッカだった。そこで、
十河氏は、まずは友人から通販に関する
ノウハウを教えてもらい、カタログを老
人ホームや特別養護施設に送ることから
始めた。すると ３パーセントの施設から
返事が来た。それをもっと伸ばせないか
思案した十河氏は、電話セールスをする
ことを思い付く。テレマーケティングの
会社に自分で書いた文章を渡し、電話を
してもらった。すると、レスポンス率は
何と５０パーセントまで伸びた。
　そこで、今度は郵便局の着払い伝票を
同封し、 ５足まとめて送るようにした。
そして、その中に気に入ったものがあれ
ば、半額で購入できるようにし、不要な
場合には送り返せるよう工夫した。する
と、好奇心旺盛な人が買いやすくなり、
その人から評判を聞きつけた人々が、ど
んどん注文するようになった。その結果、
「あゆみシューズ」はわずか ２ 年で全国
１万施設から注文が入り、生産が追い付
かない商品になったのである。

パーツオーダーで市場調
査をして、定番化

　そこで、次に十河氏が手掛けたのが、
「パーツオーダーシステム」である。
　左右の足の長さが違う人には、靴底の
高さを ５ mm単位で調整し、靴幅も ９ E

まで定番で用意した。着脱用ベルトは、
片手が不自由な人のために両足同じ向き
につけることもできるなど、細やかな対
応を可能にした。
　２００１年に始めた「パーツオーダーシス
テム」は、手間も時間もかかる。それで
も、リーズナブルな価格設定での販売を
実施した。そして、オーダーの多いもの
を次々に定番化していった。そんな「お
客様の気持ちに寄り添う経営」が人々の
心を動かしていく。
　 ３年近く歩けなかった９０才過ぎのお年
寄りが、歩けるようになったこともある
という。
　ところで、徳武産業では、靴と一緒に
「まごころはがき」という社員手書きの
はがきを商品に同封している。身内や知
人と会う機会が少ないお年寄りに、子供
や孫のような気持で、社員が心を込めて
書くはがきである。さらに、アンケート
はがきを返送してくれたお客様には、誕
生日メッセージとささやかなプレゼント
を贈っている。老人ホームに入居してい
る高齢者を親族が訪ねる頻度は、 ２年目
には初年度の半分、 ３年目にはさらに半
減していく。そんな寂しい思いをしてい
る高齢者を何とか励ましたいとの思いか
ら始めたものである。それに対する礼状
が、毎日のように徳武産業に届く。そこ
には、徳武産業の「思い」を受け止めた、
高齢者やその家族からの熱い思いがあふ
れている。
　十河氏は「当社の経営の判断基準は、
損得ではなく善悪です」と、語る。会社
の利益より、困った人を助け、お客様の
心に寄り添い、笑顔を届ける「モノづく
り」を実践しているのである。

たくさんの「ありがとう」を
いただける会社になりたい

　十河氏が気遣うのは、お客様だけでは
ない。地域の人々や社員を思い、人々が
憩える２５０坪の公園を作った。さらに
５４００坪の山林の南面に４０００本の桜を、北
面に３０００本のヒノキを植え、里山づくり
もしている。社員のお誕生日にはメッ
セージカード付きの花束を贈る。しかも、
それらの費用は、何と十河氏の私費や助
成金で賄われている。社員の物心両面の
幸福を追求する会社でありたいと、日々
心を砕く。
　そんな十河会長に、経営方針を尋ねる
と、次のように語ってくれた。

●徳武産業株式会社
１９５７年設立　資本金／１０００万円　
従業員／６８名
事業内容／ケアシューズ、ルームシュー
ズ、旅行用スリッパ等の企画・製造・販売
２０１２年　�四国でいちばん大切にしたい会

社大賞「四国経済産業局長賞」
　　　　�日本でいちばん大切にしたい会

社大賞「審査委員会特別賞」受賞
２０１３年　�グッドカンパニー大賞「特別賞」

受賞

●十
そごう
河　孝

たか
男
お
会長

１９４７年　香川県木田郡三木町生まれ。
１９６６年　�香川県立志度商業高校（現：志

度高校）卒業
　　　　香川相互銀行（現香川銀行）入行
１９７１年　手袋製造会社入社　韓国工場勤務
１９８４年　�徳武産業入社　急逝した義父の

後を継いで社長に就任
１９９５年　�高齢者の歩行をサポートするケ

アシューズ「あゆみシリーズ」を
発売

２０１１年　紫綬褒章を受章
２０１５年　会長就任

　「私はニッチな分野にしか参入しない。
その業界で日本一になれるかどうかが、
私の判断の基準です。中小企業が成功す
るためには、将来性のある『すき間』を
見つけることが大切だと考えています」
　徳武産業は、この２０年間で ２桁成長を
達成し、今期決算では売上２５億円を達成
し、 １億６７００万円の利益を得た。二人三
脚で歩んできた奥様との間に三女を儲
け、次女の婿がアメリカ留学や他社メー
カーでの修行後、徳武産業を事業継承し、
現在社長となっている。

足の長さが左右異なる人のために、靴底の厚
さも変えられる。

障害のため靴が履けなかった青年に、初めて
の靴を作ったお礼にいただいた絵を手に話す
十河氏。
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　十河氏が、神奈川県同友会会員と共に
最初に訪問したのは、昭和４４年創業、神
奈川県小田原市にある電子部品等の精密
プレス加工と金型製作を行う会社「有限
会社川田製作所」である。
　到着すると、川田俊介副社長が出迎え
てくれた。最初に案内された会議室には
４ Kテレビがあり、その画面に資料が
次々と映し出される。さすが、元IT企
業のSE（システムエンジニア）だった
副社長らしいプレゼンテーションである。
　川田製作所では、創業当時は順送加工

（大量生産）が主体で、 １ 日１０万個の製
品を生産していたが、現在は多品種化が
進み １ 機種につき ２ 〜 ３ 千個が生産され
ているにすぎない。１９９０年代から時代の
流れが海外生産にシフトしていき、量産
品の生産は減少して、付加価値のあるも
のへ、少量多品種の製造に切り替えてき
たという。現在１２社と取引し、廃業する
同業者の仕事をも引き継いで、事業を拡
大している。

十河（敬称略）　後継者がいるというこ
とは、ものすごい財産です。後継者にな
ろうと、決断した理由は？
川田（敬称略）　会社の財産をこのまま
終わらせていいのか、という使命感です
ね。
　川田製作所は、金型と加工の両方がで
きる会社で、 １台 ５〜 ６千万円する機械
が現在２６台あります。今年で４７年目を迎
えますが、１００年企業を目指したいと思っ
ています。モノづくり補助金をうまく使
いながら、ITを使い倒そうかと…（笑）
現在、「エバーノート」というクラウド
ソフトを月額９００円で使い、会社の書類
を電子保管しています。書類をスキャン
するだけで保管でき、パソコンで検索可
能になります。タイトルも自動判別して
くれて、A ３ まで対応しているので、書

類の保管場所が必要なくなり、事務所が
すっきりしました。しかも、クラウドを
使って管理できる利便性もあり、従来の
紙の書類と比べると、家庭用の金庫と銀
行の金庫ほどの違いがあります。
工場長　ものを作っていると、管理面が
おろそかになりがちですが、現在はパソ
コンで製品情報をすぐに見られるので、
納期確認も即答できるようになりました。
川田　プレスの仕事は、意外と女性の方
がむいています。根気がありますから。
当社では外国人研修生も積極的に受け入
れています。
　また、地域の方向けに、３ Dプリンター
を使い、イベント出張もしています。子
供たちの絵を ３ Dプリンターで立体化し
て楽しんでいただいています。
　この他にも「町工場ツアー」を開催し
地域の方に、当社の事業内容を知って頂
く努力もしています。
十河　後継者が若いと、発注側も安心で
す。広いスペースを整えて、本社を頭脳
化し、外注化していく事も検討されては
いかがでしょう。うちの会社は、私が社
長就任時は２５０坪でしたが、今は３０００坪
です。中国で生産していて、３００〜４００人
がラインで働いていますが、社員ではあ
りません。固定費になるものをどれぐら
い抑えていくかが大切です。
　私は、４６才で自社ブランドを作りたい
と思い、４８才で「あゆみ」を販売開始し、
６９才の現在、売り上げは１０倍の２５億円に
なりました。「そうしたい」「そうありた
い」と思うことがとても大切です。そう
すると、情報が入ってくるようになりま
す。私は日本一になる商売しかしません。
そこには、夢とロマンがあるでしょう？
　社員は変化を嫌いますが、具体的なイ
メージを持つことが有効だと思います。
地域NO．１でもいいですよ。まず、NO．
１を証明するのは何かを考えます。例え

●有限会社川田製作所
創業：１９６９年　社員数：２０名　資本金：
９００万円
事業内容：精密プレス加工・タップ加工・
プレス金型製作・治工具制作
神奈川県小田原市中新田２９４− １
電話：０４６５−４８−８６９６

十河会長が行く、会社訪問　①
電子部品等の精密プレス加工と金型製作会社
有限会社　川田製作所

ば、「日本橋三越の売り場に並んだら日
本一」というような具体的なイメージを
持ちます。思うだけでワクワクするで
しょう？それが大切なのです。
　同友会に入って約３０年になりますが、
経営指針書の作成は大切です。今も毎年、
社員一人一人に計画書を提出してもら
い、その計画を１００％進捗できるシステ
ムを作っています。当社は現在年率１２％
ぐらいの割合で年商が伸び続け、今期は
１億６７００万円の利益を得ました。社員全
員が目標達成しています。
　そのためには、落伍する人やチームを
作らないことが大切です。うまくいって
いない所は早く発見して対処する仕組み
を作っています。いかに早く発見して手
を打てるかが重要なのです。そのため、
毎月全社員の面談を１０〜１５分実施してい
ます。「社長」の器は「判断力」だと考
えています。
　それには、経営理念がすごく大切です。
理念ができると、会う人、読むもの、見
るもの、行くところ、それらすべてが変
わってきます。今度、うちの会社にもぜ
ひいらして下さい。

４Kテレビを使って、書類の保存方法
を説明する川田氏。

製品は付加価値のある少量多品種生
産となっている。

工場長の説明を受けながら、工場内を見学する十河氏。

川田製作所は、箱根の山々を遠くに望む川沿い
にある。会社訪問には同友会会員が同行した。
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　十河氏が ２ 番目に訪れたのは、介護・
福祉事業の会社「株式会社エイチ・エス・
エー」である。社名は、Human Spirit 
Associationの略。訪問介護、デイサー
ビス、介護タクシー、児童デイサービス、
通所介護、老人ホームなど、幅広い福祉
事業を展開している。昨年「日本でいち
ばん大切にしたい会社大賞」厚生労働大
臣賞を受賞した。今回、十河会長の来訪
を、田中勉社長が笑顔で迎えてくれた。

田中（敬称略）　私は、二宮尊徳を尊敬
していて、会社運営にも藩の財政を立て
直した尊徳の哲学である「至誠」「勤勉」
「分度」「推譲」「積小為大」「一円融合」
を取り入れています。
　「働く人自身が、未来を創造し選択で
きる会社組織を築く」を使命とし、働く
人の成長に会社の成長を合わせる経営を
心掛けています。
　採用は先着順。権利と義務を明確にし
た労働契約を明示し、トライアルを経て、
入社は本人に選択してもらっています。
離職率は、現在０．４％。とにかく自主性
を重んじ、「選択民主主義」が特長です。
　研修制度は多く、技術や経営、マーケ
ティング理論など、幅広いメニューがあ
りますが、自己啓発プログラムはエント
リー性です。もちろん業務に必要な必修
の研修もありますが、「学び、身につけ、
役立てる」を原則に、学んだことは所属
部署に伝えてもらう。働き甲斐ややりが
いは、自分自身の成長につながります。
そして、自身が成長できる会社だと、意
識がプラス思考になっていきます。
　また当社の事業計画で面白いところ
は、給料も自分たちで計画することです。
事業計画は全て ７％の利益確保をルール
にしていますが、今年は何と１７〜１８％確
保できました。介護事業では、固定経費
は人件費が主なので、人件費をうまくリ
ンクさせることが大切です。
　実は、今年から「デイリーヤマザキ」

と提携して、コンビニを始めました。そ
して、そこに介護用品を置き、介護相談
ができるようにしました。コンビニと提
携することにより、コンビニ経営の緻密
なシステムなど、学ぶこともたくさんあ
りました。現在、２０代後半の社員がこの
事業に挑んでいます。
　当社では、社員全員の賛成がないと新
規事業を始められません。
　議案の作成は、まずは独りで行い、社
内で ３人賛同者を集めれば、新規事業の
申請が可能になります。必要に応じて外
部コンサルタントを活用することも認め
られていますが、練り上げた計画書を会
議でプレゼンし、全会一致で承認が得ら
れれば、新規事業として発進します。私
に実権はありません。その際、議案につ
いて、作成する側も指摘する側もしっか
り勉強し、ただのアンチテーゼではない
対案、より良くなる方法を提示すること
をルールにしています。
　私が提案する時も、経営者としてでは
なく、一提案者として参加します。発言
権は従業員と同じ一票です。
　当社は１１月が決算なのですが、 ８月の
預金残高を従業員にオープンにし、
キャッシュフローの配り方を議論しま
す。社内情報は可能な限り従業員に公開
しています。だから、当社では、損益計
算書や貸借対照表などの財務諸表の読み
方も、研修内容に含まれています。一人
一人が経営者の目を持つわけです。
　従業員の半分はパートですが、決めら
れた仕事を丁寧にこなしてくれていま
す。業務内容を明確にし、人を大切にす
るのが当社のポリシーです。また、地域・
社会への貢献も積極的にしています。
　トラブルはもちろんありますが、それ
に慣れることが大切です。トラブルがあ
るということは、進んでいるということ
ですから。
十河　今、介護関係の会社に陰りが見え
ますよね。介護保険法で支給額が決まる

●株式会社エイチ・エス・エー
設立：１９９９年　資本金：１０００万円　社員
数：２８７名
事業内容：介護事業、在宅・訪問マッサー
ジ、障害者福祉事業、治療室
２０１６年「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
神奈川県小田原市扇町 ５−１１−２１
電話：０４６５−３２−２５３２

十河会長が行く、会社訪問　②
介護・福祉のトータルサポート社会的企業
株式会社エイチ・エス・エー

と、社員の給料
も決まってきて
しまう。経営に
制限が出てきま
す。こちらは、
多業種に渡り、
自由度があるこ
とをやっている
から、利益率が
上がるのですね。
田中　当社では
事業計画は各事
業部が作ります。それを基に、本部予算
を作成しています。各事業部は別会社の
ように特徴が異なりますので、横串方式
で、別部署が内部監査に入ります。
十河　将来を見据えて計画した場合、成
長している部署もあれば、衰退していく
部署もありますよね。
田中　衰退していく部署だと自分たちは
思っていても、観点を変えて、他部署か
ら見ると異なる場合もあります。
十河　今度、ケアシューズのことで社員
と共にこちらを訪問させていただきます。

オフィスは太い木の梁が目を引く、
明るい柔らかな雰囲気。

通所介護サービスには、近隣の高齢
者が通ってきています。

「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」受賞の会社代表２人が
笑顔で初顔合わせ。

利用者の足元
は、「あゆみシ
ューズ」で守ら
れていました。

㈱エイチ・エス・エー　代
表取締役　田中勉氏。（小
田原支部　副代表理事）
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Activity Report　 2 月活動報告

　成長・進化を続けて行く事の必要性とその難しさの中で、経
営者は日々苦悩しています。その苦悩を解決するヒント、手段
となる一つとして同友会の理念と英知を結集し作り上げられた
モノが、中同協書籍の企業変革支援プログラム（ステップ １と
２ ）であります。しかし、どんなに素晴らしいモノでも、どう
活用して行けば良いのか？が理解出来てなければ、実行など
出来る筈もありません。
　このセミナーではその活用の仕方を１日掛けて勉強します。
テキストのステップ １と ２、そしてe.doyuなどと連動する事に
より、他社との比較分析が可能である事など、それぞれの持ち
味をより具体的なかたちで活用する方法を学べるセミナーです。
　このプログラムが社長と社員とに共通の問題意識・課題を
持たせ、お互いを知るコミュニケーションツールとなる事、そ
して一過性のものでは無くPDCAサイクルの中で、反復実践・
継続して行く事がいかに大切であるかなども改めて気付かせて
くれた１日となりました。また、定期的に月１回の勉強会（経
営戦略研究会）も開催されております。毎回数社の有志達が
集い、実践報告をしておりますのでご興味ある方はぜひ神奈
川同友会事務局までご一報ください。
 （文責　㈱山装　山田進弘）

２ 月１８日（土）日時 会場 ルリエ新川崎 受講
人数 １２名

（第 ６回）企業変革支援プログラムの活用
「夢を実現するための戦略セミナー」

　２０１６年度、 ７ 回目となる経営指針入門講座「礎」が１０名の
受講で㈱東邦プランにて開催されました。年に ２回開催される
「経営指針作成部会」の受講を考えている方や、経営指針に興
味のある方が、経営指針とは何かを学び、そして自社の経営
理念を考えていく作業を１日で行います。
　１０名の受講者は「経営指針とは」の講義の後、経営理念を
考えるため自社の現状分析から成文化するためのワークを始め
ます。普段通常業務に追われているとなかなか考えることが
できない課題なので、みなさん真剣に取り組み、講義終盤で
は全員がその日に出来た自社の経営理念を発表することがで
きました。
　同友会に入会したということは誰でも少なからず会社経営
に悩みを持っているから入会したと思います。経営指針作成部
会はそんな悩みを一緒に考えて真摯なアドバイスをくれる良い
仲間が支部を超えてみつかるチャンスでもあります。企業づく
りや仕事づくり、組織づくり等に「礎」、「経営指針作成部会」、
「企業変革支援プログラム」の受講をおすすめします。
 （文責　㈱Rコンサル　田中久和）

２ 月１８日（土）日時 会場 ㈱東邦プラン 受講
人数 １0名

（第 ７回）経営指針入門講座「礎」
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＞＞＞例会報告

　ダイバーシティ委員会、広報委員会、青年部会の合同例会は、
それぞれの担当事務局員であり、本年度をもって各担当を離
れることになる山本　潤氏の“卒業”報告でした。会員ではな
く事務局員の報告という、前代未聞の試みでしたが参加者は
約５０名と盛況。山本氏の事務局入局のきっかけから始まり、
入局後に味わった苦悩やそれをバネに同友会により深く関わっ
ていったこと、支部や委員会の発展・拡大の様子や、山本氏
を困らせた古株会員のエピソードなど、一部実名を暴露しな
がらも、我々が知られざる事務局、会員のことを存分に話して
いただきました。また、「事務局からみた伸びる会社、そうで
ない会社」など、その会社のことをよく知っている事務局員な
らではの話もあり、通常の例会報告では聞くことができない、
おそらく最初で最後の報告例会となりました。
　最後に山本氏が話したのは「同友会は実践する会だ」とい
うこと。そのとおり我々は同友会の学びを持ち帰り、実践しな
くてはなりません。そしてそれは、会員・事務局問わず、共通

　川田製作所は１９６９年創業の精密プレス加工・金型製作を行
なっています。川田副社長は ６ 年ほど前に川田製作所へ入り、
社内にて様々な取り組みを実施されてきました。その中でも
特に力を入れてきたのが「 ５ S活動」とのことです。また営業
面では携帯やPC向け部品など一部の業界だけだったのが、取
引先からの紹介やHPなどからの受注も増え、客先の幅が広が
り、売上も以前より安定してきたそうです。またIT活用も積極
的に行ない、生産管理システムや書類管理なども導入していき
ます。地域貢献では、雇用だけでなく、 ３ Dプリンターを使っ
た出張工場や、旅行会社と組んで町工場ツアーとして受け入れ
ています。
　その中でも一番素晴らしいと思ったことが雇用の面です。
製造業にも関わらず女性比率が３１％ということ、外国人社員
と実習生の受け入れ、そして障がい者も ４ 名雇用されています。
　最後になりますが、川田副社長の温かなお人柄がそのまま
社内に浸透していて、とても良い雰囲気が漂っていました。川
田さん、ありがとうございました！
 （文責　㈱赤原製作所　赤原宗一郎）

２ 月２２日（水）

２ 月２3日（木）

日時

日時

会場

見学先

横浜市開港記念会館

㈲川田製作所

参加
人数

参加
人数

４７名（ゲスト ４名）

１6名

ダイバーシティ委員会、広報委員会、青年部会合同例会

ものづくり広場

ゲスト
１．にしくぼ社会保険労務士事務所　西久保裕二氏
２．㈱ROX　白岩　圭氏
３．ステップアップマネジメント　高島一則氏
４．㈱アイ建設　妹尾有二氏神奈川県中小企業家同友会　事務局　山本　潤氏報告者

事務局山本が語る！！「同友会は○○する会」テーマ

して言えることです。会員に負けず劣らずの、一経営者と見間
違えるような魂のこもった熱い報告に、参加会員一同から拍
手喝采で幕を閉じました。
 （文責　Mind One　菅間大樹）
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■２０１６年度仲間づくり目標「９００名会員」
■日時：２０１７年 ２ 月 ８ 日（水）午後 ６時３０分〜 ８時
■会場：横浜市健康福祉総合センター ８ F
■司会：坂巻理事　書　記：事務局上野
■議長：宮田総務委員長　■出席者：３０名
■開会挨拶：新田理事
■議題
【報告・確認事項】（４０分）（坂巻司会進行）
①仲間づくりの進捗状況と １月入退会について
・�２０１５年 １ 月末、期首６９０名、入会１０４名（１５．１％）退会
６６名（９．６％）７２８名（＋３８）
・�２０１６年 １ 月末、期首７３２名、入会１０７名（１４．６％）退会
６６名（９．０％）７７３名（＋４１）
・�２０１７年 １ 月末、期首７６８名、入会８５名（１１．１％）退会
８６名（１１．２％）７６７名（－ １）
②各理事からの報告
③中同協関係について

・報告事項があるところのみ
④行政・他団体等からの要請や連携等について
・全日本製造業コマ大戦協会からの依頼について
⑤ １月末現在の未収金について
⑥２０１７年度合同入社式について
⑦全県例会・第５４回定時総会の準備
・内容等　・理事の立候補、推薦　・役員選考委員会
【討議・承認事項】（４０分）（宮田議長進行）
⑧議案作成プロジェクトチームについて（継続審議）
⑨支部還元金を口座振替会員のみにすることについて
（継続審議）
【その他】（ ５分）（坂巻司会進行）　　　　　　　　　　
・�次回理事会は ３／ ８（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）
・ ２／２４（金）福島同友会創立４０周年記念大会
・終了後、支部長会議
■閉会挨拶：水口代表理事

神奈川県中小企業家同友会　2016年度　第10回理事会

かながわ女性経営ネットワーク

かながわ経営未来塾

第 ５ 回（最終回） 日時　 ２ 月１４日（火）

経営者であれば知っておきたい試算表・決算書の見方
　１０年後のビジネスを創る〜かながわ経営未来塾の最終回
は、税理士の江口進氏による「経営者であれば知っておきた
い試算表や決算書の見方」でした。
　女性は数字に苦手意識を持っている人も多く、税理士さん
任せになっている人も少なくないかもしれません。今回は特
に決算書のどの数字が何を現すのか、その基本的な見方と分
析の仕方をワークも交えて教えていただきました。数字はそ
のまま会社の健康状態を示すものでもありますから、自分で
把握できればそれだけ異常に素早く対応できるようになりま
す。
　会社の規模がどうであれ、 ５年後１０年後の会社が健康であ
るためにも、お金の状態を把握し、どう確保して増やしてい
くか、資金繰りをどうするかを常に自分の肌で感じて理解し
ておくのは大切な事だと思いました。また節税対策、リスク
の少ない老後の備え、個人事業主から法人化する場合のメ
リットデメリットなどにも話は及び、短い時間ではありまし

たが、これだけの内容を一度に学べてとても密度の濃い時間
となりました。
 （文責　女性未病研究所　佐藤享子）
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＞＞＞例会報告

さんは謙虚に自らの無知を受け入れ、し
かしながら教わりたいことは貪欲に吸収
していきます。そして自社で実践するこ
とにより「自らのモノ」にしていくので
す。
　決算書や経営指数の見方を教わった
り、債務整理のアドバイスをいただいた
り、会議の運営方法を改善したり、社内コミュニケーション
を増やしたりと、具体例を挙げるとキリがありません…
　最近ではJリーグ湘南ベルマーレのオフィシャルパート
ナーとして、神奈川を盛り上げたり、TwitterやFacebook
などSNSを通じて自社の紹介動画をアップするなど、多角的
な面からの知名度拡散を狙っています。
　同友会の仲間から「本物の経営者になるためのスイッチ」
を押してもらった…とおっしゃる山下さんですが、今回のご
報告により山下さんによってスイッチを入れてもらった経営
者がたくさんいるはずです！
 （文責　サン興産㈱　菅野恒宏）

２ 月１４日火
経営にとって大切な事は全て同友会から学んだ

〜TTPで会社は変わる〜

湘南支部

 会場  藤沢商工会館ミナパーク　 参加人数  ２１名（ ３ 名）
ゲスト　１．ミネオトーヨー住器㈱　峰尾剛史氏
　　　　２．訪問美容ひまわり　太田芳子氏
　　　　３．㈱てらす　奈良岡　勇氏

 報告者  横浜サンミラー㈱　代表取締役　山下裕一氏

�　「相手本位を経営に生かす」をテーマ
に話を伺いましたが、単純に市場のニー
ズを調べサービスを提供するのではな
く、業界や業務の問題点を深く把握し、
起こりやすいエラーとこれに対する的確
な提案や改善プログラムで、着実に成長
をしている企業でした。
　成長のポイントは、お客様を大切にし、さらには社員にも
きめ細やかな心配りで、女性が多い職場を上手に切り盛りさ
れています。ブラック企業の問題が取りざたされていますが、
働き方や時間の管理に沢山の工夫が成され、「女性が生涯に
わたり活躍できる会社を作る」伊藤さんの施策が、そのまま
取り入れても、我々の会社に活用できることが沢山あります。
会社に関わる全ての方に、真正直に、真心を込めて向き合う
伊藤さんの経営姿勢が、長いご苦労の末に社員さんにも着実
に伝わっていることが解りました。
　グループ討論でも、「社員を大切には、甘やかしにならな
いか」「社員同士の助け合いの気持ちをどうしたら育てられ
るか」「アウトソーシングの現場で、どうすれば会社への帰
属意識を高め、維持できるか」など、様々の意見交換がされ
た大変濃い支部例会でした。
　私も改めて社員の様子に気を付け、気軽な声掛けを実行し
たいと思いました。 （文責　相模設備工業㈱　大井　達）

　昭和元年創業の老舗企業の ３代目として経営者のバトンを
引き継ぐも、会社の経営内容は外から見るよりはるかに危機
的な状況でした。さらに追い討ちをかけるようにリーマン
ショックの荒波に飲まれていきます…
　「このままではいけない！」と同友会運動を通じて、たく
さんの仲間から「学び」や「気付き」を得ていきます。山下

　当日は夕方から突然の雪が降り、会歴
２４年で一度も報告者として語られること
のなかった齋藤さんの登壇に相応しいサ
プライズとなりました。
　報告内容は、「国鉄（現在のJR東日本）
時代」の話から始まり「ソニー生命への
転職」「同友会での経験」「みらいFP研
究所の設立」など、これまでの人生の転機におけるエピソー
ドを熱く語られました。報告が進むにつれ、参加者は自然と
齋藤さんの「生き様」に惹きつけられたことと思います。
　私もまた、仕事を通じ、人生を心豊かに生きて来られた齋
藤さんのエピソードに感銘を受けました。同友会に関わるエ
ピソードでは、同友会は仕事上の知恵や知識を仲間から学び、
成長し合える場である以上に、仲間のそれぞれの生き方から
ホールパーソンを目指す学びを得る場であるということを再
確認させられました。
　報告の最後は、人生の集大成として設立した『みらいFP
研究所の目的』についてでした。研究所を通じ「経営者の事
業承継に貢献する活動を行うこと」で、いままでにお世話に
なった仲間への「恩返」すること、それが「自らの生き様の
証」であると語られたことは、深く印象に残りました。その
後のグループ討論も齋藤さんの報告を受けて大いに盛り上が
りました。
　最後なりますが、前職の後輩の私に座長を務めさせてくだ
さったことにお礼申し上げるとともに、報告者の齋藤さんに
は心から感謝の気持ちを贈りたいと思います。
 （文責　ソニー生命保険㈱　本間敏也）

２ 月 ９ 日木 ２月１0日金
「相手本位」を経営に生かす！！
〜 1人 1人を大切にした職場作り〜

ミスター同友会がついに語る。
〜何の為に生きるのか？哲学と仕事はリンクする〜

相模原支部 横浜支部北地区

 会場  ユニコムプラザさがみはら
 参加人数  １９名（内ゲスト２名）
ゲスト　１．さがみはらリーガルオフィス　西村康章氏
　　　　２．ロジックエス㈲　鈴木有子氏

 報告者  ㈱エナメディカル　代表取締役　伊藤千明氏

 会場  コートホテル新横浜  参加人数  ４２名（内ゲスト２名）
ゲスト　１．㈲福永商工　伴野竜一氏
　　　　２．㈱東洋エレック　仲田匤樹氏

 報告者  みらいFP研究所　齋藤英夫氏

doyu kanagawa 2017 April　11



ながら日々の経営をされているところと
失敗をきちんと分析され次に活かされて
いると感じました。また、今後の決意表
明ではセミナーの開催、事務所移転、人
員増強を発表され、時には笑いを誘いな
がら出席者全員が引き込まれたご報告で
した。
　後半はブレインストーミングの説明
後、各グループでの実践では皆がかなり積極的に意見を出し
合い、批判厳禁というルールがあるので通常のグループ討論
とは少し違った雰囲気の中でかなり盛り上がりを感じ、グ
ループ発表でもとても建設的な意見が出されました。
　日々の会議やミーティング時に批判的になってしまう事が
まれにある中でブレインストーミングはとても有効な手段で
あることを学んだ例会でありました。
 （文責　㈱坂本商店　坂本芳雄）

　「キャリア教育を企業の視点から
活用する」という視点を変えた先進
的な報告でした。
　今回はパネルディスカッション形
式で行い、パネリストとしてご登壇
いただいたのは、 ３年前まで工業系
の高校専門学校の職員としてキャリアセンターで学生指導に
あたっていた小澤さんと同友会会員企業である㈱エスワイ
シーの吉田社長の御三方でご報告頂きました。
　インターンシップをきっかけに新卒採用が決まったという
事例をご紹介し、地元企業の皆さまにもキャリア教育の活用
法や可能性について知っていただきたいという思いを杉野さ
んに語って頂きました。高専からエスワイシーに入社した社
員さんも忙しいなか飛び入り参加して、学生目線で当時を振
り返り、インターンシップに参加した時の生の声をたくさん
の経営者さんたちの前で発表してくれました。
　インターンシップが絶対ではないし、キャリア教育がすぐ
に採用に直結する！ということでもありません。ですが、企
業も学生も長い時間をかけて準備して魅力を磨いていくこと
は、人生の中で大きなウェイトを占める【仕事】での最高の
出会いを生み出すことに、きっと繋がると杉野さんの思いは
強く響きます。学生と学校と企業と地域が、共に育つ。これ
からも色々なキャリア教育のカタチを模索して、たくさんの
出会いや繋がりを創っていきたいと杉野さんの強い想いは明
るい未来を見つめていました。
　今回の例会の中には働く事・働き方の意味がたくさん詰
まっていました。まさに、キャリア教育とは「学び×働き×
生きる」と言うことではないでしょうか。私自身、「生きる力」
を身につける大切さを再認識いたしました。

（文責　
 エイトブリッヂ㈱　八橋康仁、写真　Creative Link　松木）

２ 月１５日水 ２月２0日月
企業から見たキャリア教育の活用方法

〜社会が若者を育む〜
あなたの会社の現状と課題は何ですか？

〜語り合おう、自社にとっての課題を解決するために〜

横浜支部港地区 川崎支部南地区

 会場  ウィリング横浜  参加人数  ５５名（内ゲスト４名）
ゲスト　１．ミスタータイヤマン衣笠　佐野　泰氏
　　　　２．㈱ROX　白岩　圭氏
　　　　３．㈱南荘石井事務所　石井秀和氏
　　　　４．キャリアコンサルタント　小澤　潔氏

 パネリスト  
㈱エスワイシー　代表取締役　吉田俊介氏
キャリアコンサルタント　小澤　潔氏
 コーディネーター  
㈱さくらノート　神奈川エリア所長　杉野　瞳氏

 会場  東田公園コミュニティーハウス「さくら」
 参加人数  ３２名
 報告者  ㈱データープロセスサービス　代表取締役　
藤田伸一氏、㈱樂舎　代表取締役　宮下尚子氏

　声を荒げた事が無いと言うソフトな印
象の藤田社長「社長になった経緯」「そ
の時に直面した課題」「世界経済の影響
で景気後退」「現状の課題の洗い出し」「課
題克服のために実施した事」「教育研修」
「キャリア診断」「これからの夢」と次々
に報告して頂きました。最初に直面した
のは事業継承がされていなかった事、右も左も分からないま
ま突っ走るその様な印象だったと。そして現状課題の抽出（強
み・弱み）そこで人間的、技術的な教育が十分では無い、コ
ミュニケーション能力の不足などが課題として見えて来た。
その後、景気の低迷を乗り切り社員と意思の疎通を図り、「不
満はあるが現状に満足している」社員を中心に人事評価制度
の見直しを行うなど非常に勉強させて頂きました。
　続いて宮下社長。例会の最初には「サラッと聞いていて下
さい」宮下スマイルでしたが報告が始まると全く違う！「金
なし」「コネなし」「人脈なし」当たり前だがゼロからのスター
トだったと、どうしたら良いのか？それが問題でもあり課題
でもあった、しかし介護施設開設に携わり大きく変わり始め
ました。そして気付いた事は狭めすぎたマーケット戦略だっ
たと、再び視点を変え一から見直した経営戦略と計画の建て
直しを行います。「経営者になってみて日々の生活に対する
不安は沢山あるが状況としてはやるしかない」その気持ち十
分伝わりました。確かにそうだなと強く感じました。
　最後に座長からお二人に質問良い経営者とは？藤田社長…
社員が安心して居られる経営「人間関係が大切」この社長に
ついて行きたいと思われるような経営者。宮下社長…「会社
を存続させる社長です！」今回はお二人で登壇頂きましたが
次回はそれぞれに実践報告をして頂きたく思いました。藤田
社長、宮下社長とても勉強になりました。有難う御座いまし
た。� （文責　横浜電子㈱　神田一弘）

２ 月２４日金
ブレインストーミングで自社の未来が変わる

〜社長も社員も共に意識改革〜

県南支部

 会場  横須賀市産業交流プラザ　 参加人数  １８名
 報告者  ㈱Rコンサル　代表取締役　田中久和氏

　県南支部 ２月例会は通常と少し違った形で行われました。
㈱Rコンサルの田中社長に前半で実践報告、そして後半では
ブレインストーミング講師として一人二役でご登壇頂きまし
た。まず、前半は塾講師、保険の営業、そして現在に至るま
でを。特に印象的だったのは同友会での学びを常に意識され
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　松下さんは大学卒業後、飲料販売会社
に就職、その後保険業界へ転職しました。
しかし契約の取れない日々が続きました
が、一念発起で自己啓発セット「ナポレ
オンヒル」の教材などに　３００　万円の
自己投資を行ない、元を取らなければい
けないとモチベーションが上がり、人と
会うのが苦痛だったのが人を好きになり、それから仕事がう
まくいきはじめました。その後、個人事業主として独立。や
まもと保険総合サービスと提携し、先代から社長をやってく
れないかと言われ、自分の会社と合併することになりました。
　もし先代が次のような人だったら合併しなかったそうです。
①魅力がない　②借金が異常に多い　③お金にせこい　④仕
事・時間にルーズ　⑤どんぶり勘定　⑥相談できない人柄
　このような経験から松下さんが次世代に承継するためへの
課題として①右腕を早く見つける　②社長がいなくても運営
ができる組織　③数字に強くなり、決算書を読めるようにな
る　とのことです。そして最後に今後の目標として①右腕を
つくる②自分がいなくても仕事が回るバックオフィスの強化
　③毎年採用を目指していきたいと熱く語っていらっしゃっ
たのが印象的でした。会社を継続することの大切さ、難しさ、
そして面白さを改めて認識させて頂いた貴重なご報告でした。
 （文責　㈱赤原製作所　赤原宗一郎）

　松本社長は血縁のない先代から事業承
継され、２００７年 ７ 月に社長に就任された
が、父親や周りの親族も経営者が多い家
系で育った事もあり、エリントシステム
で社員として働いていた時から社長にな
りたいと思うようになったとの事。
　社長に就任して初めて相談できる相手
が居ない事の大変さを感じ、ある人との縁が切っ掛けとなり
同友会へ入会し早速経営指針を作成されたものの、売上は伸
びず翌年は大赤字に。ここで一気に社員からの不満が出たの
だが、真摯に向き合い、毎月のリーダー会の実施や経費公開、
役員報酬半減など様々な手を打ち、どうにか翌年は黒字化と
なり、その後も良い会社を目指して取引先の拡大など様々な
手を打つ事で少しずつ会社が変わり始めていた矢先、派遣法
の改正で再び事業存続の危機に。
　ここでも松本社長は「経営者として何をすべきか」をしっ
かりと捉え、改革を継続し、飲み会を活用するなど社員との
接し方も工夫し、理念経営をさらに進めて行った結果、見事
に危機を乗り切る事に成功した。社員や取引先、先代の奥様
など様々な人達に支えられて危機を乗り切る事が出来たと松
本社長は振り返る。継続して取り組んできた事が大きな信頼
を生み、それが自社の力になっているのだと感じた。
 （文責　㈱アルファメディア　小湊宏之）

　小田原支部 ２月例会では、㈱エイチ・エス・エーの田中さ
んに、実際に自社で行っている新人研修「人生論」をお話し
いただきました。
　皆さんは『できれば仕事をしたくない』と考えたことはあ
りますか。一般的に、人生の時間軸で一番時間を費やすのが

２ 月２１日火

２月２１日火

本音で話します事業承継
〜親族外から引き継いだ男〜

日本でいちばん大切にしたい
会社大賞の新入研修とは！？

県央支部・横浜支部中央地区合同

小田原支部

 会場  横浜水道会館　 参加人数  ４５名（内ゲスト１名）
ゲスト　１．㈱冨士山　八子利佳氏

 報告者  
㈲やまもと総合保険サービス  代表取締役  松下貴幾氏

 会場  おだわら市民交流センターUMECO
 参加人数  ３５名（内ゲスト６名）
ゲスト　１．㈱大山材木店　大山哲生氏
　　　　２．LIVEHOUSE小田原姿麗人　亀井　栄氏
　　　　３．シグマ機器㈱　鈴木　聖氏
　　　　４．㈲下田材木店　下田晃太郎氏
　　　　５．㈱イーエム　一寸木繁廣氏
　　　　６．㈱村山商店　村山真康氏

 報告者  ㈱エイチ・エス・エー　代表取締役　田中　勉氏

２ 月１７日金
信頼を作り上げるのは、人柄？戦略？それとも…？！
〜経営環境の激変を、理念経営で乗り切る！〜

川崎支部北地区

 会場  高津市民館　 参加人数  ４０名（内ゲスト１名）
ゲスト　１．セレンディピティ　本田　仁氏

 報告者  ㈱エリントシステム　代表取締役　松本正己氏

仕事です。その時間をど
う過ごすかによって、人
生の意味合いが１８０度変
わってきます。どうすれ
ば、より良く仕事ができ
るのか、ひいては、より
良く人生を過ごせるの
か、『今の自分を知る』、
『自己コントロール』、『人生をより良くするための行動』の
３点にまとめ、孫子、ビスマルクなどの偉人の名言を引用し
て、田中さん流の人生哲学を熱く語ってくれました。
　『知る』喜び、『出来る』喜び、『共に働ける』喜び、そし
て向上した『人間力』を生かす喜びが、より良い人生を送る
糧になると田中さんは言います。そのためには、日々学び、
身に付け、役立てることを実践していかなければなりません。
　エイチ・エス・エーが成長を続けられるのは、この田中さ
んの哲学が社員に浸透しているからだということを実感させ
られると同時に、自分自身も日々の仕事を言い訳にせず、学
ぶ姿勢を忘れてはいけないと痛感させられました。
 （文責　小田原鉱石㈱　高橋　淳）

doyu kanagawa 2017 April　13



NEW FACE 新会員紹介

 名義変更 　
・横浜支部
　浅見政則氏（ホテル横浜キャメロットジャパン・総支配人）
（旧）総支配人　堤　浩司
（新）総支配人　浅見政則

会員
information!
〜会員皆様からの情報を
　お待ちしております〜

会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会年 事業概要 紹介者

㈱ちょんまげ 代表取締役 石上　和平 横浜　中央地区会 ２０１７年 ２月２７日
経営に関するコンサルティン
グ及び各種マーケティングリ
サーチ業務

森田満昭

フロムコーポレーション㈱ 代表取締役 坂本　将治 横浜　北地区会 ２０１７年 ２月 ３日 不動産仲介業、人材派遣業
（不動産営業マン）

坂本将平
本間敏也

㈲福永商工 代表取締役 伴野　竜一 横浜　北地区会 ２０１７年 ２月１６日 建築金物、住宅資材総合、各
種電動工具販売修理 角田孝志

㈱てらす 代表取締役 奈良岡　勇 横浜　北地区会 ２０１７年 ２月２３日 居宅介護事業 菅野恒宏
㈱あおぞら 代表取締役 大城　慶正 横浜　港地区会 ２０１７年 ２月１６日 鍼灸整骨院 大槻智範

田代精工㈱ 取締役 伊藤　千佳子 川崎　北地区 ２０１７年 ２月 ３日

切削用刃の再研磨、既存刃具
の改造、特殊刃具の製作、各
種コーティング、集配制度によ
る刃工具の研磨

小湊宏之

㈱冨士山 主任 八子　利佳 県央 ２０１７年 ２月２４日 各種高圧ガス販売 赤原宗一郎

㈱日動計画 代表取締役 栁川　和秀 県央 ２０１７年 ２月２４日 ビルメンテナンス、建築資材
販売 小林雅人

㈱ROX 代表取締役 白岩　圭 相模原 ２０１７年 ２月２７日 雑貨の卸売 榎本重秋

※2０１７年 ３ 月 １ 日現在会員数：７７０名（全国会員数：４６，22３名）

＋１ あすから使えるミニ知識

　高齢化社会と言われて久しいですが、今後、お客様が
ご高齢であるという場合が増えてくることと思います。
　例えば、自宅を売って老後の生活費に充てる場合や、
相続対策として保険に入りたい、家族にお金をあげたい
という場合には、高齢者が契約をすることになります。
高齢者と契約をするときに注意しなければならないの
は、高齢者が認知症で判断能力に不安がある場合です。
　契約が有効であるためには、意思能力（「自分の行為
の結果を弁識し判断できる精神的な能力」）があること
が必要です。この意思能力があるかないかは、法律で一
律に決められているものではなく、契約の内容によって
も違います。例えば、不動産の売買に必要な判断力とコ
ンビニでお弁当を買うときに必要な判断力は違いますよ
ね。当然ながら、前者の方が高度な判断力が必要です。
　意思能力が不十分で自分の財産が管理できない方のた
めに、「成年後見」という制度があります。これによると、
ご本人（成年被後見人）がした契約は取り消すことがで

LM総合法律事務所　弁護士　國澤絵里さん
（横浜支部中央地区）

高齢者と契約する場合に
気をつけること

きることになります。そこでまず、ご本人と契約をする
ためには成年被後見人でないことの確認が必要です。　
　次に、成年被後見人でない場合には、個別で本人に意
思能力があることを確認しなければなりません。もっと
も、会話ができないなど明らかに意思能力がないような
場合を除いて、医師以外が判断することは困難です。こ
の判断を誤って、後から契約の無効を主張をされては大
変です。
　相続対策などご家族が契約を進めようとするケースも
よく見られますが、そのようなときこそ慎重にご本人の
意思確認をする必要があります。例えば、こちらからの
問いかけに対して、ご本人が「はい」「うん」など肯定
的な反応をしていたとしても、単に目の前の人に同調し
ているだけと考えられることもあります。そこで、場合
によっては、医師からご本人の診断書を取って頂いたり、
成年後見の申し立てをご家族にご提案することも必要で
す。
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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！有料

株式会社 神奈川機関紙印刷所

〒236-000 横浜市金沢区福浦 2-1-12
TEL（045）785-1700 FAX（045）784-6902記念誌　広報誌

機関紙 … etc

編集後記

　香川同友会・徳武産業株式会社、十河孝男会長の密着取材をさせていただきました。
訪問先で、常にメモを取りながら真剣に話を聞き、すべてが学びの場と言う十河会長の姿に魅せ
られました。
　経営判断は「損得ではなく、善悪で決める」と語り、地域や社員、お客様に寄り添う経営理念
が「大切にしたい会社」と言われる由縁であると感じました。
� （有）マス・クリエイターズ　中林　正幸
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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　　川崎支部：外木宏明、室根貴之
県央支部：小林雅人、福岡智子　　相模原支部：大井 達広報委員一覧
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（むつき）

　小学校 ３年生から、始めた剣道。今や剣道 ７
段。始めたきっかけは、家の近くにあるバス停
の剣道募集のポスターを見て、一目惚れ。学生
時代は剣道部に所属して、他に特技はなかった
です。社会人になったら、辞めようかと思いま
したが転職先でも剣道をやっている人に誘わ
れ、稽古に励んでいました。どこの環境におか
れても剣道に携わってきたように感じます。人
の縁もどこか似ているような気がいたします。
今や少年剣道を地元で教えています。今振り返
ると、武道を通じて、人の出会い、仕事などい
ろんな面で助かっているなと感謝しております。

㈲やまもと総合保険サービス　松下貴幾さん
（県央支部）

○○じまん！
武道を

通じて

▶�皆様の○○自慢、募集中です！�問い合わせは、同友会事務局
まで！！

ないき社労士事務所
　内木明美さん
� （横浜支部中央地区）

初めまして１２月より会員になりました。エスフィー
ルドの石田です。良い経営環境をつくるべく、同友
会にはいりました。川崎を中心に洋食のバル業態と
ＢＡＲを経営しています。今後も展開していく予定
ですので今後ともよろしくお願いします。川崎で飲
む際は是非お願いします。

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

㈱エスフィールド　石田典朗さん
� （川崎支部南地区）


