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SCHEDULE
MON

TUE

WED

湘南支部幹事会
横浜支部幹事会
エネルギーシフト実地 相模原支部幹事会
見学会（政策委員会）

小田原支部幹事会
県央支部幹事会

７ 先負

８ 仏滅

９

大安

理事会

１０

赤口

青年部幹事会
かなカン実行委員会
県南支部幹事会
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会

１４ 仏滅

１５

１６

赤口

２１

２２ 先勝

２９ 友引

２８ 先勝

たま田園支部例会

大安

１２ 友引

１３ 先負

１７ 先勝

１８ 友引

１９ 先負

２０ 仏滅

２３ 友引

２４ 先負

２５ 仏滅

２６

２７

３０ 先負

３１ 仏滅

TUE

WED

赤口

３年目社員研修会
広報委員会

山の日

幹部社員研修

共育講演会

THU

１

大安

８

赤口

FRI

県南支部幹事会
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会

１１ 先負

５ 先負

湘南支部幹事会
経営指針作成部会①

１２ 仏滅

７

大安

相模原支部幹事会
横浜支部幹事会

６ 仏滅

小田原支部幹事会
ものづくり広場

１３

１４

赤口

大安

大安

SAT

９ 先勝

１０ 友引

１５ 先勝

１６ 友引

１７ 先負

２４

たま田園支部例会

かなカン実行委員会

経営指針作成部会②

理事会

１８ 仏滅

１９

２０ 友引

２１ 先負

２２ 仏滅

２３

大安

２８ 仏滅

２９

３０

赤口

大安

敬老の日

湘南支部例会
川崎支部例会
経営指針作成部会③

横浜支部例会

２５ 先勝

２６ 友引

２７ 先負

人を生かす経営協議会 経営指針作成部会④
（経営労働・社員教育・
共同求人・ダイバーシ
ティ）

▶詳しくはe.doyuへ

青年経営者全国交流会

小田原支部例会
相模原支部例会

ダイバーシティ委員会 同友会を知る為のオリ
エンテーション
例会

神奈川同友会

SUN

３ 先勝

青年部幹事会
幹部社員研修

２

赤口

赤口

県央支部幹事会
政策委員会
広報委員会

４ 友引

SUN

１１ 先勝

小田原支部例会

MON

SAT

６ 友引

同友会を知る為のオリ 横浜支部例会
県央支部例会
相模原支部例会
青年部例会
エンテーション
ダイバーシティ委員会
例会

2017年９月

FRI

５ 先勝

経営指針OB会

４

045（222）3671

県南支部例会
県央支部例会

大安

秋分の日

赤口

役員研修会

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

大安

川崎支部例会

２ 仏滅

THU

３

大安

１ 先負

2017年８月

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
８月２１日（月）
会員企業を盛り上げる例会ワー
クショップ
〜酒類業界、酒販店の現状と課
題からアイデアを生む例会〜
報告者：㈱久保田酒店
代表取締役 窪田隆太郎氏

川崎支部

●午後 ６ 時30分から
場所：川崎市産業振興会館
会費：無料（懇親会費別途）

８月２４日（木）
（仮）
ボクシングチャンピオンから
学ぶ地域戦略
〜自社のファンづくり〜

所属以外の支部でも参加できます！！
８月２３日（水）

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：
相模原支部新会員の皆様

報告者：㈱クロステック
代表取締役会長 渡邉安好氏

横浜支部

相模原支部

●午後 ６ 時１５分から
場所：ホテルプラム横浜
会費：無料（懇親会費別途）

●午後 ６ 時30分から
場所：ソレイユさがみ
会費：無料（懇親会費別途）

８月２７日（日）

８月２８日（月）

納涼例会（バーベキュー）
〜皆で暑い夏を乗り切ろう〜

県央支部

８月30日（水）
（仮）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

小田原支部

●午後 ６ 時30分から
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）

（仮）
中小企業と地域振興について
報告者：川崎市

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
●午後 ６ 時30分から
場所：大和商工会議所
会費：無料（懇親会費別途）

新会員歓迎！！ 納涼PR例会
〜夏だ！例会に参加しよう〜

さぎさかみつひろ

中原区長

向坂光浩氏

湘南支部

たま田園支部

●午前１１時00分から
場所：ハートピア湘南
会費：3,000円

●午後 ６ 時30分から
場所：ユニオンビル
会費：無料（懇親会費別途）

セミナー

その他の

◦同友会を知る為のオリエンテーション
８ 月２２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
同友会と私：東神保温㈱ 取締役 石田絢子氏

会費：１，
０００円

◦青年部会
８ 月２４日
（木）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：２，０００円（懇親会費別途）
講師：NPBトレーディング㈱ 代表取締役 深野裕之氏

神奈川県中小企業家同友会

2017年度

■日時：２０１７年 ６ 月１４日（水）午後 ６ 時３０分〜 ８ 時３０分
■会場：横浜市健康福祉総合センター ８ F ■議長：宮田総務委員長
■出席者：３４名 ■開会挨拶：本多副代表理事
■議題
【報告・確認・審議事項】
①仲間づくりの進捗状況と ５ 月入退会について
・２０１５年 ５ 月末、期首７３２名、入会１６名（２．２％）退会１４名（１．９％）７３４名（＋ ２ ）
・２０１６年 ５ 月末、期首７６８名、入会１０名（１．３％）退会１１名（１．４％）７６７名（－ １ ）
・２０１７年 ５ 月末、期首７６１名、入会１８名（２．４％）退会 ９ 名（１．２％）７７０名（＋ ９ ）
②中同協関係について
③行政・他団体等からの要請や連携等について
・６ ／ ９（金）
神奈川大学・神奈川同友会との相互協力協定締結記念シンポジウム

第２回理事会

④ ５ 月末現在の未収金について
⑤第２１回共育講演会の進捗について
⑥その他
・次回理事会は ７ ／１２（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）
・年間スケジュールについて
【プロジェクトチーム議論】
■２０２０年ビジョン１２００名会員に向けた「役員運営体制の構築」に
ついて（ ２ ）
・議題提案：田中副代表理事
■閉会挨拶：水口代表理事
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第５０回経営指針作成部会の最終発表会及び第４９部会終了式
日時

６ 月２9日（木） 会場

ローズホテル横浜

４ 月から始まった第５０回の経営指針作成部
会。経営指針作成のために受講生の皆さんはこ
の ３ ヶ月間必死で奮闘されているようでした。
今回は参加者も１４名と多く、切磋琢磨できる仲
間が多いのはとても心強いようでした。受講者
の方たちは、自分や会社、社員の方々ととこと
ん向き合い、心の奥にある熱い思いを文章にし
ていらっしゃいました。この素晴らしい経験は、
会社の発展に大きく寄与するのではないでしょ
うか。
発表会ではひしひしと伝わる緊張感の中、受
講者の皆さんは身振り手振りを交えて自身の気
持ちを精一杯表現し、心を込めて力強く社員さ
んやご家族に向けて経営指針を発表していらっ
しゃいました。発表後の受講者の皆さんの達成
感に満ちた笑顔もとても印象的でした。
私も、５０部会の皆さんと、直前部会として受講させていた
だき、成文化することの重要性、指針を使っての目標達成の

具体的な方法などをさらに深く学ばせていただくことができ
ました。

（文責 ㈱リードコーポレーション 高橋裕一）

2017年度 ２ 年目社員研修会
日時

６ 月 ２ 日（金）

会場

神奈川中小企業センタ−ビル

去る ６ 月 ２ 日金曜日に、社員教育委員会に
よって「２０１７年度 ２ 年目社員研修」が行われ
ました。３９名の参加者は、 １ 年間の社会人経
験を経て昨年よりも大きく成長した姿をみせ
てくれました。
今年は、有限会社ニューイングの工藤氏を
講師に迎え、仕事に前向きであること、仕事
を楽しむことの大切さについてお話ししてい
ただきました。また、工藤氏の講演を踏まえ
て、参加者によるグループ討論とその結果発
表を行いました。半年、または １ 年ぶりに出
会う「同友会同期」達による熱心な討論をす
る姿は、昨年の研修時よりぐっと大人に、か
つ積極的なものでした。
一人一人が力強く半年後の自分へ向けた約
束、そして仲間たちとの約束を、日々の忙し
さに負けることなく実現してくれることで
しょう。来年の ３ 年目社員研修では、更に成長した姿を仲間
たちとともに見せてくれることを望みます。
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参加
人数

39名

※同友会の研修は、中途入社の方でも参加可能です。

（文責 IHFPサービス 石井尚志）

第 １ 回幹部社員討論会
日時

６ 月16日（金） 会場

神奈川産業振興センター

６ 月１６日に同友会初の幹部社員企画の討論会を実施いたし
ました。キッカケは今年の ２ 月に開催した幹部社員研修の懇
親会で、㈱錦屋の田中さんより「社員催の社員だけの例会を
開きたい」「自由に意見を出し合って自由に討論したい」「他
社との親睦を深めたい」という提案があり、実行委員会（㈱
東邦プラン鈴木、㈱サンヨーシステム鈴木 ㈱錦屋田中、㈱
ウイングビルド山田）を結成し、実行委員会を重ねて今回の
討論会に至りました。
目的としては、幹部社員による自社の発展、継続、経営理
念の浸透、経営指針の実現。幹部社員として、自社の将来、
ビジョン、目標、課題、現状の認識等多岐にわたります。今
回、開催しての感想としては、各社、同じ立場の人間同士、
遠慮なく意見を言い合うことができ、日ごろの悩みを共有し
今後の業務実行への参考になりました。
社員の主催する会とはいえ、司会進行が社員になっただけ
の普段の例会とあまり変わらない感じがありました。今後は
社員目線独自の方向性が見つかるよう、例会のテーマ、議題
について今一度再考し、責任、決意表明の部分に注意して議

参加
人数

26名

論が展開できるよう検討していきたいと思います。ご参加頂
いた皆さん、ありがとうございました。

（文責 実行委員長 ㈱東邦プラン 鈴木雄二）

第 ２ 回ダイバーシティ委員会例会
日時
テーマ

６ 月28日（水） 会場

横浜市健康福祉総合センター

参加
人数

４８名

コワモテ社長の奮闘〜地域と企業と現場をつなげる福祉事業経営〜

報告者 ㈱CFP

代表取締役

本庄浩義氏

本年度ダイバーシティ委員会第 ２ 回例会は、株式会社CFP
の本庄さんによる報告で、前半、本庄さんから事業内容と経
営姿勢についてご説明いただいた後、後半は本庄流の「人を
生かす経営」がどう現場で反映しているか、就労支援の現場
を任されている鈴木さんと鈴木さんの支援を受けて現在一般
企業で働いている当事者の方からご報告いただきました。
印象的だったのは、「やりきる。あきらめない」「報告の場
に立たせていただいた」「受けとる側よりも与える側になる」
という本庄さんの言葉と、暑い夏は室温４０℃を超える厳しい
職場環境でも「実習が決まった際、チャンスを逃さないよう
にがんばった。職場によくしていただいている。自分の稼い
だお金でクルマを買って、母を喜ばせたい」と語った当事者
の言葉。表現こそ違いますが、力を出し切る姿勢、謙虚な姿
勢、利他的な姿勢が共通していて、経営者の姿勢は、社員を

通じて関係者に伝わっていくものだと再確認させていただき
ました。
（文責 一般社団法人働くしあわせプロジェクト 石田和之）
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Activity Report
女性経営者全国交流会IN富山
日時

６ 月15日（木）〜16日（金）

６ 月１５日は快晴、立山連峰も全景を魅せていただく歓迎で
スタートがきられました。
今回は、分科会からのスタートで私は第五分科会「生活者
の視点で誰もが実現できるエネルギーシフト」〜環境経営と
資源の地域内循環で新たな仕事と雇用づくり〜というテーマ
で岩手同友会の木村事務局次長のお話のあと㈱平金商店 代
表取締役 平野氏の報告を伺いました。
エネルギーシフトとは何か？という定義づけから、単に電

たま田園支部

気や燃料の転換等いう話ではなく、私たちの生き方にたいす
る考えの転換なのだというお話の中で、現在推進できている
実施例をはさみながらお話が進んでいきました。
グループ討論では、わが社・我が事と考えた場合で、どの
ようにエネルギーシフトに取り組めるか討論しました。自分
たちの意識の転換ということで、経営理念にも「エネルギー
シフト」という考え方をいれていかなくてはならないのでは、
社員や地域を巻き込んだ活動にできるかは経営者自ら意識を
変えるべき「エネルギーシフト」に対する研究をしなくては
ならないと感じました。

（文責 ㈱スタックス 星野妃世子）

６ 月１６日金

同友会でビジネスマッチング！
自社をPRしちゃおう！懇親例会
会場 高津市民館
ゲスト： 1 .
2.
3.
4.
5.
6.

参加人数 43名（内ゲスト ６ 名）

Natural Art㈲ 佐々木良司氏 川野美香氏
㈱店舗デザイン館 小澤竜也氏
㈱Connpayto 窪田 仁氏
㈱シャープドキュメント２１ヨシダ横浜支店 松本博人氏
富士技研センター㈱ 西山芳文氏
新井集客事務所 新井翔平氏

今回の例会はたま田園支部恒例の「自社PR例会」でした。
ゲスト・ビジター・会員含め１２社がPRを行いました。今回
のPR希望者は強者（つわもの）揃いでした。各社 ５ 分と言
う制限時間を超えてもPRを続ける方が続出しました。この
事をどの様に捉えるかは聞き手次第と思われます。
お客様に提供する商品・技術・サービス全てに於いて、
『枠』
と言う物が存在します。それは、
「価格」
「納期」
「数量」等、
数値で表せる物です。PRではありますが、時間と言う枠を
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超える事は、その先にあるサービスに不安を感じるのは小職
だけでしょうか？このPR例会では唯一のルールとして存在
するのが ５ 分間の制限時間です。今後もたま田園支部では同
様の例会を行います。次回以降にPRをされる方には、この
ルールを意識して頂けるとより素敵な内容になると思われま
す。
最後になりますが、次回のPR例会には更なる強者（つわ
もの）の参加をお待ちしております。

（文責 ㈱セミコンクオーツ 佐々木孝太郎）

＞＞＞例会報告

川崎支部

６ 月１9日月

湘南支部

６ 月20日火

人が大切！人の意識が変わらないと
会社は変わらない！

社会福祉法人の経営って
実は○○なんです！？

〜経営指針で目的意識を持ち、自発的に人が動き、
社員が納得する制度をつくる社員教育を学ぼう！！〜

〜職員も利用者もハッピーになる法人を
目指して！！〜

報告者：タイジ㈱

代表取締役 堀江裕明氏

会場 川崎市産業振興会館

参加人数 ５１名（内ゲスト3名）

ゲスト： 1 . ㈲真留真製作所
代表取締役 松田淳夫氏
2 . ㈱川治屋 専務取締役 阿野貴治氏
3 . ㈱ナンメイ 代表取締役 樋渡隆司氏

新しい川崎支部の船出
でもある今回の例会は、
タイジ株式会社の堀江社
長に経営実践報告をして
頂きました。堀江さんが
タイジに入社時は、「す
べてが丸投げ」体質であ
り、その状況を ３ つの病
と表現し、それぞれを寓
話に例えました。その １
つ １ つに対して適切に対
処したことで、社員の意
識改革に成功。さらに、マーケティングの重要性に着目し、
単機能商品にさまざまな角度からきめ細かな差別化を試み、
収益を伸ばしますが、その後市場が成熟期から衰退期へと急
激な変化し主力商品の売上が毎年右肩下がりに。しかし、着
実な社員の意識改革の浸透と、堀江さん自身の卓越した感性
により、新しい市場・新しい商品・新しい技術の開拓のため
のありとあらゆる「試み」を繰り返していたことで、商品に
自分達の意思がしっかりと入っている本物のファブレスメー
カーに成長し、そしてホスピタリティ創造企業というブラン
ドを育てあげました。積み重ねた「試み」の多さに驚愕しつ
つも、大きな鼓舞を頂いた例会でした。ありがとうございま
した。

（文責 新川崎雲山堂 青地直樹）

報告者：社会福祉法人ひばり

施設長

鈴木

暢氏

会場 藤沢商工会館ミナパーク
参加人数 24名（内ゲスト 3 名）
ゲスト： 1 . Home法務サポート 大崎勝利氏
2 . 国際ノーマライゼーション推進協会 田島成美氏
3 . 社会福祉法人光友会 中野健士氏

６ 月２０日（火）藤沢商
工会館ミナパークにて
開催しました湘南支部
６ 月例会のご報告を致
します。実践報告は社
会福祉法人ひばりハー
トピア湘南施設長の鈴
木暢氏による「社会福
祉法人の経営って実は
○○なんです！？」〜
職員も利用者もハッ
ピーになれる法人を目
指して〜という報告
テーマでした。
内容は法人設立前から設立の経緯や認可手続き、その後の
運営状況について、また社員数も１００人を超え、人材育成や
社員連携の課題についてご報告を頂きました。また社会福祉
法人そのものの特徴等について分かり易く報告して頂きまし
た。その後「幹部社員の教育や課題について出し合う」とい
うテーマでグループ討論を行いました。組織の規模や職種に
よって課題感の違いもありましたが、共通していたのは部下、
社員間の自主的に歩み寄りが出来るような社風作りや社員教
育の重要性、例えば「教えるのではなく気が付いてもらう、
という関係性」などの提案が挙がりました。
報告のなかに「社会福祉法人は制度に左右されやすい」と
ありました。また障がい者の尊厳や支援は不変的なものであ
り、変わるものと変わらないものとの均衡が大切なのではな
いか、と感じました。

（文責 藤沢育成会みらい社 伏見康一）
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＞＞＞例会報告

小田原支部

アルバイト入社から社員数７００名の
専務取締役へ、そして今！
〜売上４０億円ダウンからのV字回復させた
リアルな方法を報告します！〜

報告者：東西㈱

専務取締役 中西大輔氏

会場 おだわら市民交流センターUMECO
参加人数 24名（内ゲスト ４ 名）
ゲスト： 1 .
２.
３.
４.

相模原支部

６ 月20日火

テールオブアン 金田久美子氏
㈲マキシマ 巻嶋 智氏
社会福祉法人憩 山田謙吾氏
㈱中商 中村裕一氏

「新規事業の先頭に立ち、
部下２０名を抱え、取引先と
交渉し、商談を獲得し、人
材の採用と育成を図り、職
場のルールを作り、個人面
談を通して部下とコミュニ
ケーションを図る。一方で
部下をリストラせざるを得
ない最大の危機」
これらは当時２０歳前後で
あった中西専務が、自ら考
え実践されたことの一部です。若き中西氏の情熱と行動力に
圧倒される形で始まった今回の報告は、その後に起こる「売
上４０億ダウンからの回復」や現在進行中の「同友会会員企業
だけで作った保育園」の話へと展開していきました。
信頼関係を大切にしながら、会社の成長と危機を支えてき
た中西専務。
この度、保育園事業を運営する新会社の代表に就任されま
した。
今後の抱負を伺うと「同友会での学びを活かし社員を幸せ
にすることを考え実践していきたい」とのこと。社長となっ
た中西氏の今後の活躍を期待せずにはいられません。次回の
報告を楽しみに思う気持ちとともに、自らも大いに刺激を受
けた例会となりました。中西様、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）

県央支部

売れるインターネット活用

〜すべての営業にも通じる「伝え方」。
ワークを通して覚えてみませんか？〜
報告者：㈱ウェブデモ

参加人数 ２８名（内ゲスト １ 名）
ゲスト： 1 . ㈱リベオドライブ 安田拓史氏

いい物、いいサービス
を用意しても売れない。
少なくない企業の悩みの
一つではないでしょう
か。周知をどうするか？
チラシ、所属団体の会報
に載せる、口コミ？、テ
レアポ？。そんな中、広
く利用されているのが
HPでの周知ではないで
しょうか？HPは、日本
中、世界中を相手に簡単に周知することができます。しかし
これで万事解決しないことも皆様よくご存じだと思います。
なぜか？今日の報告者（株）ウェブデモの川㟢さんの報告は、
その回答だと思いました。HPは接客であり集客のツールで
はない！HPに集客する仕組みが大事。
自分たちは何者で、お客様は誰で、何ができるのか？そう
言えるエビデンスは？そしてエンディングへの導き。言われ
てわかるひとつひとつの説得力ある内容。そういえば弊社の
HPもターゲットが絞れてないような気がする。エビデンス
もどうか？エンディングへの導きも弱いかも・・。報告は １
時間、グループワークが １ 時間。約 ２ 時間ながら、さながら
ミニ経営指針作成会の様相になりました。短時間なので、絞
れていないこと多数と思いながら、課題の主な内容は、この
時間で出ているのかもしれないと思わせる、とても有意義か
つ考えさせられる時間になりました。
（文責 ㈱テクニカルエンジニアリングサポート 奥岡 彰）

私達はこうして企業コラボレーションを成功させて
〜失敗から成功までの道のりで学んだ大切なこと〜

会場 大和商工会議所
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参加人数 36名
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代表取締役 川﨑実知郎氏

会場 プロミティふちのべビル

６ 月１9日月

報告者：㈱東邦通信システムズ 代表取締役
㈱ジャパウイン 取締役副社長 橋本日吉氏

６ 月20日火

＞＞＞例会報告

横浜支部

６ 月21日水

社員 ７ 人の町工場で残業ゼロ・
社員年収６００万円超そこに至った
ユニーク経営とは！
報告者：㈱吉原精工
会場 ホテルプラム横浜

会長 吉原

博氏

参加人数 ９８名（内ゲスト ２ 名）

ゲスト： 1 . ㈱ワン・ツー・ストック 児玉聖司氏
２ ．㈱フリースタイル 村田朋仁氏

県南支部

６ 月23日金

「ナンバー ２ の心の叫びを聞いて下さい！」
〜迷い、悩み、それでも必ず道は拓ける〜
報告者：就労生活サポートセンター三浦
所長 岩崎諭史氏
会場 横須賀市産業交流プラザ

参加人数 １７名

「社員 ７ 名の町工場で残業
ゼロ・社員年収６００万超そこ
に至ったユニーク経営と
は！」というインパクトある
テーマで横浜支部 ６ 月例会が
行われました。吉原精工さん
が話題になったきっかけは厚
生労働省委託事業「残業時間
を減らして業績をアップさせ
てみませんか？」過重労働解消の取組事例として紹介された
からです。また、 ５ 月２４日ＮＨＫ「おはよう日本」でも取組
が放映されました。 １ 日が仕事だけで終わらず家族と過ごす
事や趣味などに使える時間ができること、充分休むことが出
来るため次の日も元気で働くことができます。出演された社
員の方は「定時に帰れるから子供たちと夕食が食べられる」
と話していました。この様に活き活きとした生活が出来るの
は素晴らしいことです。吉原会長はユニークな考えを持ち視
点をちょっと変えて今の経営が実現できたと思います。
吉原さんは「吉原精工方式」で残業ゼロがすべての企業に
適用できると考えています。しかし、「これは無理」と思う
方も多いでしょう。勿論すぐには難しい事でしょう。残業を
減らす方向で考えると新たな展開がみえてくるかもしれませ
ん。社員が自主的に考え効率よく動き時間を有効に使うこと
により生まれてくる可能性があるように思います。あったか
い気持ちを持ち行動力のある吉原会長には今後もユニホーム
姿で活躍していただきたいと思っています。

（文責 東立化工㈱ 中野千恵子）

県南支部 ６ 月例会は、就労生活サポートセンター三浦の岩
崎諭史所長による報告でした。働く場を求めて通所する障害
のある方に、最適な場を提供するために経営者ネットワーク
にも積極的に参加してきた同氏ですが、最初は、法人理事に
も賛否があり、現場職員からも多忙さから自制を求められた
りと、理想にまっすぐには進みにくい現状がありました。
そんな中で同氏は、 ５ 年前の同友会入会と同時に経営指針
作成部会に参加し、また、直ぐに 例会でも発表の機会を得
たのが心の支えになってきたこと、現場業務の中で、上下左
右のコミュニケーションの大切さに気づき、組織内でお互い
わかっているだろうという誤解を解く仕組みづくりに今はや
りがいに感じていること、など報告がありました。
グループ討議では、「ナンバー ２ や社員との思いやビジョ
ンの共有」をテーマに実践について交換しあい、「共有は、
そもそも時間がかかり、腹を割って本音で話す覚悟が必要」
とのグループ発表がありました。最後に岩崎氏からは、また
５ 年後に例会で発表したいとの希望があり、共に学んで成長
していく例会の素晴らしさを感じました。

（文責 前田福祉社労士事務所 前田 豊）

橋本日吉さんに㈱ジャパウィン設立について報告していた
だきました。同友会経営指針作成部のメンバーで「何かやろ
う！」と意気投合し、①中小企業で雇用を創出する。②経営
資源の不足を補うために連携する。③経営理念を実現する。
④地域経済を活性化するを目的として、人にやさしい介護の
㈱ジャパウィンを ４ 人で設立されました。
しかし、当初は介護の素人集団では上手く行かず失敗の連
続だったそうです。それでも橋本さんは「成功したと思った
らそれ以降は成長しない」との思いでチャレンジし続け、今
に至っているそうです。立派な経営理念が有っても社員全員
が無意識に実践できるようになるまでには、絶え間ない努力

と長い時間がかかるよ
うです。
これからも同友会で
の学びを礎に中小企業
の近未来の経営環境の
変化に対応しながら、
同友会の理念と自社の
経営理念を実践して成
長をめざす橋本社長に
拍手を送ります。

（文責 田中正明FP事務所 田中正明）
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＋１

あすから使えるミニ知識

経営者と「ラブレター」
ＬＭ総合法律事務所

國澤絵里さん（横浜支部）

弁護士

皆さんは「ラブレター」を書いたことがありますか。
私がオススメしたいラブレターは、ズバリ、「遺言ラ
ブレター」です。ご家族や会社の後継者に〝想いを込め
た手紙〟を残してみませんか。

経営者に「もしも」のことがあったときにも、今の事
業がそのまま継続できるように、対策をとっておく必要
があります。遺言は、残された家族、後継者、社員を想っ
て書く手紙、ラブレターそのものですね。
ちなみに、本当のラブレターは手書きの方が心がこ
もっていますが、遺言ラブレターの場合は、手書きで作
成することはあまりお勧めできません。手書きの遺言は、
書き方が民法で決まっており、違う書き方だとせっかく
書いた遺言が無効になるからです。例えば、本文をパソ
コンで打って、最後に署名、実印で押印しても、遺言と
しては無効です。全て手書きで書かないといけないので
す。
遺言というともう １ つよく聞かれる質問が「『遺言』
だなんてまだ早いでしょ？」ですが、こちらも答えは
NOです。対策を取るのに早すぎることはありません。
遺言は事業承継のあくまで １ つの手段ですから、他の対
策も含めて時間をかけて取り組むことが必要です。経営
計画の １ つに入れてみてはいかがでしょうか。

私が遺言の話をすると、「遺言なんて、お金持ちが書
くものでしょ？」とよく言われますが、全くそんなこと
はありません。遺言を作成した方が良いかどうかの基準
は、「資産が多いかどうか」はではなく、「遺言がないと
残された人が困るかどうか」だからです。そういう意味
では、経営者で自社の株式を持っている方は皆さん関係
があります。事業用財産（事業で使っている土地・建物
など）が経営者の名義になっている方も、要注意です。
なぜかというと、経営者が亡くなったときには、株や
事業用財産が「相続財産」に含まれることになるからで
す。家族の中には事業に関わってない方もいますから、
仮に遺言がなければ、株や事業用財産を分割しなければ
ならず、事業が継続できなくなる可能性があるのです。

NEW FACE

会社名

社内役職

新会員紹介

会員名

所属支部

入会年

事業概要

紹介者

行政書士・FP。相続、事業承継、ライフプランニング、助成
中西大輔
金、営業支援。前記に関するセミナー・研修講師

大井行政書士事務所

所長

大井

公美子

横浜

中央地区会 ２０１７年 ６ 月２７日

法律事務所インテグリティ

弁護士

小嶋

愛斗

横浜

港地区会

２０１７年 ６ 月 １ 日 障がいのある方に対する法的支援を行う弁護士

根本

克幸

横浜

港地区会

２０１７年 ６ 月 １ 日

人間ドックや各種健康診断を通して個人のライフステージに
新田英通
応じた生活習慣の改善を総合的に支援する公益財団

ビットシステムズ㈱

代表取締役 山田

佳則

横浜

港地区会

２０１７年 ６ 月１０日

システム開発、OS の開発からエンドユーザー向けの DB まで
木村志義
全てのジャンルに対応しています

㈱インプルメント

代表取締役 横井

岳之

横浜

港地区会

２０１７年 ６ 月２９日 社会保険関係のコンサルタント

アースホーム合同会社

代表社員

砂田

俊二

横浜

港地区会

２０１７年 ６ 月３０日

鈴江

公益財団法人神奈川県予防医学協会 専務理事

㈲アメリカンラングェイジセンター 部長

榎本重秋

事務局

水漏れ、雨漏り等のハウスメンテナンスから住宅リフォーム
事務局
まで行っています。

奈穂子

川崎

２０１７年 ６ 月１６日 英語とスポーツを取り入れた才能教育のスクール

田中勇人

㈱川治屋

専務取締役 阿野

貴治

川崎

２０１７年 ６ 月２７日 食品スーパー

阿野順一

日親電機㈱

代表取締役 菅谷

渉

たま田園

中原

２０１７年 ６ 月 ２ 日 電気機器卸売業

板倉陽三

達也

たま田園

多摩

㈱中商

ホームページ制作、小売業サービス業のコンサルティングシ
村松孝次
ステム開発、PR 部門の企業運用サポート、地域密着

㈲マキシマ

２０１７年 ６ 月２２日

代表理事

高津

代表取締役 長谷川

たま田園

一般財団法人天文郷芸術文化財団

良司

首都圏リサイクル工業㈱

保険証券を web で一括管理します。その後の保金手続きや請 近藤和秀
求手続きを専門にサポートします。
佐藤慎治

代表取締役 佐々木

２０１７年 ６ 月２２日

Art ㈲

高津

Natural

たま田園

代表取締役 窪田

仁

㈱ Connpayto

中原

新井

たま田園

代表

翔平

新井集客事務所

集客支援、マーケティングコンサルティング、販売用文章作
事務局
２０１７年 ６ 月１６日
成、WEB サイト制作、費用対効果の見える集客

２０１７年 ６ 月 ７ 日 産業廃棄物のリサイクル販売

事務局

玉樹

県央

２０１７年 ６ 月２７日 イベント企画・運営等

橋本日吉

代表取締役 巻嶋

智

小田原

２０１７年 ６ 月２３日 飲食業（中華）
、イッキメン、大阪王将

常盤幸郎

代表取締役 中村

裕一

小田原

２０１７年 ６ 月２６日 リフォーム工務店

事務局

高橋

※２０１７年 ７ 月 １ 日現在会員数：７７９名（全国会員数：４５，８９０名）

会員 information!
住所変更

10

横浜支部

外田雅樹氏（㈲共栄トレーディング 代表取締役）
（旧）相模原市中央区相模原 ６ −１９− ４ −４０３
（新）横浜市神奈川区鶴屋町 ２ −２１− １ ダイヤビル３０３

県央支部

小別所ひで子氏（㈱神奈川中央新聞社
（旧）大和市下鶴間２７４９− ２
（新）大和市深見西 ３ − １ − ３

doyu kanagawa 2017 August

代表取締役）

〜会員皆様からの情報をお待ちしております〜
横浜支部

下村雅之氏（㈱アディエム・代表取締役）
（旧）横浜市西区北幸 １ −１１− １ 水信ビル ７ F
（新）横浜市中区北仲通 ３ −３３

横浜支部

瀬戸 佳氏（㈱リンクファシリティーズ・代表取締役）
（旧）横浜市港北区新横浜 １ − ３ − １
新横浜アーバンスクエア ７ F
（新）横浜市中区長者町 ４ −１１− ７ 長者町齋藤ビル ４ F

広報誌
記念誌
… etc
機関紙

〒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

まだ外は、暑いですが ８ 月 ７ 日は、立秋（りっしゅう）で暦では、秋に入ります。

８ 月２５日は、第２１回共育講演会が開催されます。社内のイベントとしてもぜひ社員さんと一緒

編集後記

有料

に参加されてみては、いかがでしょうか。多数のご参加をお待ちしてます。


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）テーラーマックス

外木宏明
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○○じまん！

彩時
季

ン
マラソ
て
を始め
１０年！

８月
葉月

㈱神奈川中央新聞社

（はづき）

小別所ひで子さん



（県央支部）

「夏は祭りの季節」

地域には盆踊りなど昔からの祭りが

根付き、浴衣姿の老若男女が街に彩り

を添える。

一方、住民手作りのイベントも盛ん

年位以上続く「神奈川大和阿波踊り」は、７月下

４０

である。大和市にも地域の商店会が作

った阿波踊りがある。

旬に開催され、今年も賑わいを見せた。鐘や太鼓、三味線の音色がリズム

踊り手の士気を高める。それが観客に伝わり拍

８ 年に渡るサラリーマン生活を九州は長崎で
過ごしました。魚は美味しく、またお客様と飲
み食いすることが仕事の大きな目的（！？）で
あったため、体重はみるみる８０Ｋｇ弱まで増加
…父から現在の会社を継いだ数年後に、久々に
会った地元の同級生に誘われ、イヤイヤながら
マラソンへ挑戦。最初は５００ｍも走れなかった
のに、 ３ か月後の大会では１０キロの部を５５分４７
秒で完走！現在でも同級生と一緒に、ハーフマ
ラソンも含めて年 ４ 〜 ５ 回大会へ出場していま
す。
写真は、今年の ４ 月１６日に行われた東日本国
際親善マラソンでの、スタート直前に同級生と
撮ったものです。私は一番左です。

とメロデイーにマッチし

村岡宏哲さん（川崎支部）

手喝采！ 本場徳島は４００年続くという。日本人特有の祭り好きを後世

に残していきたい。

㈱ワイシーシーデータサービス

▶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。

㈱イークリード

山本満博さん（たま田園支部）
イークリード 山本です。初めての独
立開業なので、経営者の心構えや考え方
等を勉強するために、昨年末入会いたし
ました。武蔵小杉の事務所を起点に店舗
の不動産仲介を行っています。不動産の
お悩み事があればお気軽に相談くださ

会員のつぶやき

広報委員一覧

い。お客さんに「いいね！」と言われる
誠意ある対応をいたします。

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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