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〜ここで見つかる企業間コラボと新しい力〜
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SCHEDULE
MON

2017年９月

TUE

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

WED

THU

１

大安

８

赤口

045（222）3671

FRI

県央支部幹事会
政策委員会
広報委員会

４ 友引

５ 先負

SUN

赤口

３ 先勝

９ 先勝

１０ 友引

湘南支部幹事会
経営指針作成部会①

相模原支部幹事会
横浜支部幹事会

７

大安

県南支部幹事会
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
みらい委員会

小田原支部幹事会
ものづくり広場

青年部幹事会
幹部社員研修
共同求人：就職情報交
換会

１１ 先負

１２ 仏滅

１３

１４

赤口

１５ 先勝

１６ 友引

１７ 先負

２２ 仏滅

２３

大安

２４

赤口

かなカン実行委員会
かながわ女性経営者
ネットワーク幹事会

経営指針作成部会②

１８ 仏滅

１９

６ 仏滅

SAT

２

大安

理事会

青年経営者全国交流会
経営基礎講座①

大安

２１ 先負

小田原支部例会
相模原支部例会
経営基礎講座②

県南支部例会
県央支部例会
神奈川大学講義①

秋分の日

２８ 仏滅

２９

３０

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）

１０月

MON

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

３１友引

３

ダイバーシティ委員会 同友会を知る為のオリ 神奈川大学講義②
エンテーション
例会
組織委員会
経営基礎講座③
横浜市大講義①

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

大安

４

仏滅

11

大安

THU

５ 大安

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

１２ 赤口

FRI

SAT

赤口

SUN

１

先勝

友引

６ 赤口

７

先勝

８

１３

１４

友引

１５ 先負

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

先勝

体育の日

経営指針作成部会⑥

理事会

相模原支部例会
経営基礎講座④
横浜市大講義③

神奈川大学講義④
かなカン実行委員会

１６ 仏滅

川崎支部例会
かながわ女性経営者
ネットワーク幹事会

１７大安

湘南支部例会
経営指針作成部会⑦

１８赤口

１９

２０ 先負

２１ 仏滅

２２ 大安

２３

２４

２５

２７ 仏滅

２８ 大安

２９

赤口

先勝

友引

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

２６ 先負

同友会を知る為のオリ ダイバーシティ委員会 経営基礎講座⑥
横浜市大講義⑤
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

県南支部例会
神奈川大学講義⑤

経営指針作
成部会１泊
研修会

赤口

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

２０ 友引

敬老の日

３０

たま田園支部例会

９月１5日
（金）

各行事のご案内
所属以外の支部でも
参加できます！！

９月１9日
（火）

大手自動車メーカーの塗装職人が
辿り着いた経営の道
〜経営の基本は鈑金〜
報告者：㈲村松鈑金塗装
代表取締役 村松孝次氏

たま田園支部

報告者：㈱mammaciao
代表取締役 三原

淳氏

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）

９月21日
（木）
前社員教育委員長が語る！人が育つ
仕組づくりとは！！当たり前の事を
やり続ければ○○が変わる
〜社員が誇りをもてる会社づくりを
目指して〜
報告者：㈱ファミリーホール
代表取締役 新田英通氏

相模原支部

●午後 ６ 時15分から
場所：ぽっぽ町田
会費：無料（懇親会費別途）

９月21日
（木）

必聴！…ものづくり委員長の報告！
ものづくりの原点は社員との信頼関係
づくりにあった！振り向けばダイバー
シティ！
〜社員の ７ 割が外国人〜
報告者：㈱赤原製作所
代表取締役 赤原宗一郎氏

横浜支部

報告者：藤尾芳彰税理士事務所
代表 藤尾芳彰氏

（仮）経営実践報告
報告者：㈱侑大
代表取締役

県南支部

●午後 ６ 時15分から
場所：ヴェルクよこすか（横須賀市立勤労福祉会館）
会費：無料（懇親会費別途）

●同友会を知る為のオリエンテーション
９ 月２８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
●第 ２ 回ものづくり広場（製造業工場見学会） 会費：１，０００円
９ 月 ７ 日（木）
同友会と私：
午後 ３ 時００分〜午後 ８ 時００分
横浜電子㈱ 代表取締役 神田一弘氏
見学先企業 ㈱開明製作所（取締役社長 梅
田八寿子氏）
●第 ６ 期経営基礎講座
会費：無料（懇親会費別途）
会費：【全 ７ 回】会員１５，０００／会員外２０，０００
【スポット １ 回】３，
０００円
●第 ５ 回ダイバーシティ委員会例会
第 １ 講 ９ 月１４日（木）１４：３０〜１６：３０
９ 月２７日（水）午後 ６ 時３０分から
日本でいちばん大切にしたい会社から学ぶ、
場所：開港記念会館
伸びる組織とは
会費：５００円
・失敗から学んだ組織の大切さ
テーマ（仮）「明るく元気に！！〜得意なこと ・伸びる組織に変える方法
でがんばろう〜」
・エイチ・エス・エーの組織経営の実践紹介
報告者：砂長美ん氏
講師：㈱エイチ・エス・エー
代表取締役 田中 勉氏

■日時：２０１７年 ７ 月１２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：３６名 ■開会挨拶：渡辺副代表理事
■議題
【報告・確認・審議事項】
（４５分）
（議長進行）
①仲間づくりの進捗状況と ６ 月入退会について（１５〜１８頁）
（加藤委員長）
・２０１５年 ６ 月末、期首７３２名、入会２６名（３．
６％）退会２１名（２．
９％）７３７名（＋ ５ ）
・２０１６年 ６ 月末、期首７６８名、入会１８名（２．
３％）退会２４名（３．
１％）７６２名（－ ６ ）
・２０１７年 ６ 月末、期首７６１名、入会３４名（４．
５％）退会１６名（２．
１％）７７９名（＋１８）
・㈲優和総合サービスの鈴木茂氏（たま田園）⇒功労会員へ
②中同協関係について（１９〜２２頁）
（水口代表理事）
③行政・他団体等からの要請や連携等について（２３〜２５頁）
（渡辺副代表理事）
・ ７ ／１２
（水）
公正取引委員会との懇談会（参加者：渡辺氏、緑川氏、星野氏、石渡氏）
④ ６ 月末現在の未収金について（２６頁）
（中村副委員長）
⑤会費納入ルール変更について（２７〜３２頁）
（中村副委員長）

健太郎氏

９月22日
（金）

（仮）「勘違いしていませんか？
小さな会社の戦略と実行」

2017年度

報告者：保安道路企画㈱
代表取締役 森

●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）

９月22日
（金）

神奈川県中小企業家同友会

（仮）経営実践報告

小田原支部

●午後 ６ 時15分から
場所：HOTEL PLUMM 横浜
会費：無料（懇親会費別途）

その他のセミナー

博氏

●午後 ６ 時30分から
場所：藤沢商工会館ミナパーク
会費：無料（懇親会費別途）

９月20日
（水）

（仮）必見！TVや雑誌でお馴染みの
コインランドリーFC経営マンマチャ
オ戦略を大解剖！
〜業界唯一の「エコランドリー」は
どのように生まれたのか〜

報告者：㈱吉原精工
会長 吉原

湘南支部

●午後 ６ 時30分から
場所：川崎信用金庫登戸支店
会費：無料（懇親会費別途）

９月１9日
（火）

（仮）「社員 ７ 人の町工場、
残業ゼロ、社員年収６００万超え、
週休 ３ 日をめざす経営実践！」

斉藤竜志氏

県央支部

●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）
第 ２ 講 ９ 月２１日（木）１４：３０〜１６：３０	
会社の業績を伸ばす実践手法
・売上を伸ばすマーケティング手法
・業績を伸ばす実践的な事業計画の作り方
・受注が増える商談管理のやり方
講師：神楽坂コンサルティング㈱
代表取締役 竹内一郎氏
第 ３ 講 ９ 月２８日（木）１４：３０〜１６：３０
社員の心に火をつける労務管理
・自社の強みを活かす人材採用戦略
・人材を伸ばす就業規則とは！
・人材育成に役立つ助成金活用
講師：小山社労士事務所 代表 小山暢宏氏

第３回理事会

⑥第２１回共育講演会の進捗について（３３〜３７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
（３８〜４１頁）
（中筋委員長）
⑧その他（宮田委員長）
・ ９ ／３０
（土）
（１０〜１７時予定）役員研修会について
・事務局夏期賞与支給について
・次回理事会は８／９（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８F（桜木町）
【プロジェクトチーム審議】
（７５分）
（４２〜６１頁）
■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（３）
・進行：田中副代表理事
①神奈川県中小企業家同友会規約に「同友会理念」として下記を記載する。
②Ⅰ運営本部の設置。Ⅱ現行理事体制。Ⅲ現行理事体制のまま運営本部設置。
③次年度の理事選考を ８ 月に実施する。
④各協賛金について⇒運営計画（予算）計上（戦略的に…）
■閉会挨拶：水口代表理事
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ビジックスワールド2017 in 川崎
した
ま
れ
さ
開催

７月28日金

10：00〜18：00

会場：川崎市産業振興会館
出展企業 73ブース

中小企業×コラボレーション＝イノベーション
今回はビジネスリゾートからビジック
スワールドと名称も新たに変更し、テー
マを「中小企業×コラボレーション＝イ
ノベーション」とし同友会の中でも活発
に行われているコラボに重点を置いたイ
ベントとしていくことを実行委員会は心
がけた。
出展を決めかねている企業や １ 社単独
出展を決めた企業に向け「コラボ交流会」
と銘打った出展者同士のコラボ推進や趣
旨を理解いただき、ビジックスワールド
は開催当日までのプロセスや開催後の活
動も大事だということを伝えた。ビジッ
クスワールドはあくまでも通過点であ
り、そこまでのプロセスでコラボ企業同
士や従業員同士が開催当日に向け新しい
動きをする「きっかけ」作りをしていく
ことが重要であると。その趣旨も伝わり、
今回沢山のコラボレーションのきっかけ
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が生まれた。
「ITビレッジ」は１０社以上のコラボで
まさにコラボ交流会で生まれたコラボ。
すでにコラボしていた企業がお披露目す
るのに良い機会と捉え、当日に向け販促
資料の作成やPR方法を検討したプロセ
スは今後も生きると話していた。同友会
の企業同士で活動している仲間でも普段
互いの業務内容に目を向けることは少な
いが、せっかく一緒に活動しているのだ
から仕事でもコラボしてなにか生み出せ
れば面白いのではと青年部数社が出展し
たのもその一例だった。
他にも当イベントがあったから生まれ
たロボットコラボや、プロセスが大事と
いう趣旨を理解し、事前の活動を活発に
行い自社で当日までに集客しプレゼン
コーナーで１０００万円以上を売上げ、成果
をあげた企業もいた。来場者数は目標に

は達しなかったが、あえて出展者数を ３
割少なくした状況を踏まえると、前回比
で微増ということで少しずつ外向けにも
認知されてきているのではないかと実行
委員会は考えている。
「集客も出展者と共にしなければ今後
の発展はない」、「出展者が活発に積極的
に動いている姿が見られれば、来場者も
刺激を受け、またここに来ればなにかあ
ると感じてくれるはず」と反省点も踏ま
えつつ、今後隔年開催と決めた実行委員
は、次回に向け検討を始めている。「ビ
ジックスワールドは開催当日だけではな
い」普段の業務に追われている中小企業
に新しい動きをする良いきっかけ作りの
場として活用していただけたらと実行委
員会は切に願っています。
（文責：㈱Three Peace 坂本将平）
※ビジックスワールド２０１７ 実行委員長

X
プレゼンコーナーの活用
前回２０１５年は ４ 階 １ カ所のみだったプ
レゼンコーナー（セミナースペース）、
できるだけ多くの出展企業に自社PRや
コラボ事例の紹介など幅広く活用しても
らおうと、今回は １ 階に １ カ所、 ４ 階に
２ カ所設置した。初めて発表されるプロ
グラムや自社の強みや特色を前面に出し
たサービス情報などを発信する場となっ
た。
今後の課題としてはタイムスケジュー
DJ栗原さんと
ル設定の見直しや集客の方法などが挙げ
ラジオ番組さながらの企画
られるだろう。
今回のビジックスワールドではコラボ
イベント終了後のレセプションパー
をテーマとしたビジネスマッチングイベ
ティには約１００名以上が参加した。出展
ントという事もあり、この部分をどう伝
者だけではなく出展者のゲストさらには
えるかということに重点を置き、当日の
当日来場者などより多くの方に参加して
司会進行を担って頂くDJ栗原こと栗原
いただくことを目的として、今回は無料
治久さんともコラボして、DJブースで
招待券（VIP招待券）を出展者分にプラ
のDJ栗原さんとの対談（ ６ 社）と女性
ス ３ 枚ずつ配布した。行政や新聞社など
レポーターがブースから中継する（２８社） からのご来賓も多数ご参加いただき、情
というラジオ番組さながらの企画を行っ
報交換の場として活発な交流が行われた。
た。栗原さんは対談相手の言葉を上手く
さらに、ビジックスワールド出展、見
引き出すようなテクニックでその場を盛
学直後の生の声を聴くことができ大変有
り上げ参加された企業の特長を上手く
意義な時間となった。
PRビデオに収め、また、女性レポーター （文責 合同会社イーストムーンイン
も同様に会場を盛り上げて頂いた（どち
ターナショナル 卯月由美）※ビジック
らもYouTubeにアップ済）。
スワールド２０１７副実行委員長
また、前々回から実施している川崎市
知的財産交流会についても、まさに行政
や大企業と中小企業のコラボと言えるだ
ろう。今回は富士通やNTTなど大手企
業 ５ 社がそれぞれ保有する特許などの知
的財産を中小企業向けにプレゼンを行っ
たが、プレゼンの前に成約企業 ３ 社がパ
ネルディスカッションにて成約事例体験
談を発表し、どのようにして大手企業や
行政とコラボしたのかを知的財産をあま
り知らない人にも、財団の西谷コーディ
ネータとのトークの中で分かり易く説明
していた。
中小企業ではなかなか自社だけで解決
出来ない課題も多いが、他者（行政・大
学・大企業・異業種など）との連携やコ
ラボで解決可能なことも多いのではない
だろうか？
（文責 ㈱アルファメディア 小湊宏之）
※ビジックスワールド２０１７ 副実行委員
長
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第 ７ 回経営指針入門講座「礎」
日時

7 月22日（土）

会場

㈱東邦プラン

参加
人数

１３名

２０１７年度、 ７ 回目となる経営指針入門講座「礎」が１３名の
受講で㈱東邦プラン会議室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。
１３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 ㈱天・地・人 中筋悠貴）

第 ２ 回青年部会
日時

7 月18日（火）

会場

神奈川中小企業センタービル

参加
人数

40名

テーマ

夢と理念が未来をひらく

報告者

㈱つくば食品
代表取締役社長 八巻大介氏（茨城同友会）

順風満帆な事業継承だと思っていた…
７ 月の青年部例会では今年の青年経営者全国交流会 実行
委員長である茨城同友会 株式会社つくば食品 八巻大介さ
んをお呼びして、今に至る苦悩と具体的な解決策を話しても
らいました。
同友会で学び会社を良くしようとしたものの、新卒の若手
社員の退職が止まらず、気づくと責任のなすりつけ合いで経
営陣の摩擦が激化、会社が分裂状態の危機に…そんな中での
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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」
日時

7 月22日（土）

会場

ルリエ新川崎

参加
人数

５名

企業変革！会
社経営している
上で避けられな
い、常に要求さ
れる大きな課題
です。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。そんな悩める経営者に対し、同友会の
理念と英知を結集し作り上げられたモノが、この企業変革支
援プログラムのステップ 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。それを
このセミナーでは 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たセミナーとなりました。
このプログラムが社長と社員、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、全社一丸
となって反復実践・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要チェック
です！
（文責 ㈱山装 山田進弘）
事業継承。
八巻さんは原点に振
り返る為に前社長であ
る父親が作った経営理
念を自身の言葉で成文
化し、社員・会社への
思いを再確認し行動す
ることで少しずつ改善
することに成功しました。そして、ウルトラＣ！？で経営陣
の距離が一気に縮まり、全社員が一丸となって経営理念実現
に向けて動き出すことになりました。
今回の発表ではとにかく、想いを実現する為には行動しろ。
と実例をもとに何度も話してくれました。その中には失敗も
あるけど、得るものも大きいと。本当にきつかったのでしょ
う。自社の記念式典用の思い出スライドを作成した時の事を
話してくれたのですが、涙有りの報告でした！
神奈川青年部ではこれからも皆さんのハートに突き刺さる
様な例会をしていきますので、是非とも参加してください
ね！（年齢不問）
（文責 ㈲オートトレーディングロック 岩崎貴裕 横浜支部）

第 ３ 回ダイバーシティ委員会例会
日時

7 月26日（水）

会場

横浜市開港記念会館

テーマ

参加
人数

60名

障害のある人の働く力を
地域の生産性に繋げる
〜障害を超えられることを社会に示す！！〜

報告者 前田福祉社労士事務所 代表 前田

豊氏

ダイバーシティ委員会第 ３ 回例会は、自閉症を持つ長男の
働く場を作るためにうどん屋を立ち上げた、前田豊氏の報告
でした。前田氏の話を聞く中で、誰でも輝き働けるようにな

横浜支部港地区

７ 月１０日月

「沈む事業領域／四面楚歌からの大脱出」
〜事業環境の変化を見極めて新たな顧客開拓に挑む〜

報告者：㈱今井（店舗：馬車道今井）
代表取締役 今井由美子氏
会場 横浜市開港記念会館
ゲスト： 1 .
２.
３.
４.

参加人数 ３８名（内ゲスト ４ 名）

Aura Femina 秋久保由紀子氏
Felicite 小野寺知子氏
Madam Chikako 向井知歌子氏
㈱フリースタイル 村田朋仁氏

報告者である今井社長から「喋
るのが苦手」という自己申告で
あった一方で、あまりにも今井社
長の話したい内容が盛り沢山だっ
たので、報告内容をフォーカスす
るために、座長の私と対話しなが
ら進めるという変則形式でスター
トしました。
開始当初こそはたどたどしかっ
た報告も、進むにつれて自らの経営に対する想いを力強く語
られ、芯の強い経営者の一面を感じることができました。不
振のアパレル事業と決別し、昨年から顧客ターゲットをガラ
リとかえて特異な革製品の販売事業に挑んでいるとのこと。
将来的には馬車道ブランドの確立、馬車道商店街の振興を
想い描く今井社長ですが、もっかの悩みはスモールビジネス
が故に事業を加速させるためのアイデア出しに乏しいこと。
そんなお悩みを解決するために、グループ討論では馬車道ブ
ランド確立のための仕掛けづくりについて、参加者から活発
な意見を出してもらい、大いに盛り上がりました。
参加者から出された数多くの意見は、報告者の特典として
お持ち帰りいただき、参加者、報告者ともに満足の例会とな
りました。
（文責 アイディール国際特許事務所 井出哲郎）

るのには何が必
要なのだろう？
という根本的な
問いに行き当た
りました。もち
ろん、本人の努
力も必要です
が、行き着くと
ころは雇う側、
経営者しだいということになります。
障害者施設の職員から社労士として独立、そしてうどん屋
立ち上げと、次々と自分の中の課題を解決するために動き続
ける前田氏の報告から、どんな事象でも目標達成のためのプ
ラス材料に変えてしまう、そんな事例をたくさん学ぶことが
できました。自分の信念を貫くために愚直に進み続けたその
人柄に触れた後には、なんともいえない爽快感に包まれ、そ
して自分も踏み出す勇気をもらえた、そんな例会でした。

（文責 一般社団法人ペガサス 木村志義 横浜支部）

相模原支部

７ 月１3日木

諦めなければ道は拓ける
朝の来ない夜はない
報告者：㈱湯佐和
会場 ぽっぽ町田

代表取締役

湯澤

剛氏

参加人数 88名

今回の相模原支部の例会は
初の試みでした。相模原支部、
町田支部、八王子支部は隣接
していながらも県をまたいで
おり、なかなか交流がありま
せんでした。今回はその垣根
を取り除き、報告者に株式会
社湯佐和の湯澤社長をお呼び
して、 ３ 支部合同例会を開催
いたしました。
例会内容も湯澤社長の会社
を継いだら４０億円の負債があり、会社内部もボロボロな状態
から、何とか返済していく中で同友会に出会い、本当の経営
とはと熱く語っていただきました。
波乱万丈の人生を諦めずに経営をし、結果を出していった
湯澤社長のお話に参加してくださった皆様も真剣な表情で聞
き入っていました。グループ討論もいつもと違うメンバーで
熱い討論が行われました。１００名の参加をいただき大きな学
びがありました。この合同例会は恒例にしていきたいと思い
ました。

（文責 ㈲荒井電気工事 荒井昭貴）
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横浜支部中央地区

７ 月１9日水

「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

会場 横浜市健康福祉総合センター

石井尚志氏
参加人数 ４８名

今回の中央地区例会の報告は、ＩＨ
ＦＰサービス代表の石井尚志氏にお願
いしました。石井さんの報告を聞くま
たとないチャンスとばかり、他地区・
他支部から大変多くの方がおいでにな
り、地区例会としては大入りで、用意
した会場が満席になるぐらいの盛況ぶ
りでした。石井さんの本音の報告と、
真剣なグループ討論で、多くの学びの
ある大変有意義な例会となりました。
実践報告では、石井さんの成功談・失敗談を、笑いを交え
ながら大変興味深く話して頂き、参加者の心に強く響く報告内
容でした。その中でも特に、目先の利益に惑わされることなく
「自分の信念・理念をしっかりと持ち、それを貫く大切さ」に
ついて、私を含め多くの方が共感したのではないでしょうか。
また、異業種でのタイアップについても具体的に話して頂き、
「フォローアップまでを含めて協力体制を築いておくことが成
功の成否を分ける」ということ等も学ばせて頂きました。特に
小規模な事業者に聞いてほしいという石井さんでしたが、規模
に関わらず取り入れられる示唆に富む報告内容でした。
グループ討論では、「営業活動で工夫していることは何で
すか？」という具体的なテーマとさせて頂き、すぐに持ち帰
れる情報も多く得られたのではないかと思います。最後のグ
ループ発表も素晴らしい内容ばかりで、グループ長を中心に
有意義な討論をして頂いたものと確信いたしました。 ３ グ
ループ発表のところ「どうしても発表したい！」という強い
要望があって ４ グループの発表となるほどでした。

（文責 ㈱Ｒコンサル 田中久和）

県央支部

７ 月１9日水

ものづくりは人づくり

〜経営指針成文化 １ 年生…奮闘中〜
報告者：
㈱ケイテックデザイン
会場 大和商工会議所

代表取締役

栗山

薫氏

参加人数 ４５名

梅雨明け宣言が出された ７ 月１９日、厳しい暑さの中にも拘
らず４５名の参加者を迎え開催されました。
鳴かず・飛ばずの１０年間を経て、偶然にも「ベトナムで埼
玉同友会」に出会う事がきっかけで、神奈川同友会に入会さ
8
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湘南支部

７ 月20日木

うちの会社！いまどこ？「底」でしょう！！
〜もがいて、どう這い上がるか！〜
報告者：サン興産㈱

代表取締役

菅野恒宏氏

会場 藤沢商工会館ミナパーク 参加人数 38名
（内ゲスト 3 名）
ゲスト： 1 . ㈱ファムリッジ 中尾根功嗣氏
２ ．㈱エスクリエーション 中西 薫氏
３ ．訪問美容ひまわり 太田芳子氏

今回の例会のテーマを決めるのに当
たりまして、菅野社長自らが「最近の
例会が大きい会社の社長が上手くいっ
ている話の報告が多い感じがしてい
た。それも大変役に立つが、逆に自ら
先陣を切って会社の厳しい現状、課題
をオープンにすることで参加して頂い
た方にとってもっと身近な議題として
グループ討論をしてもらいたい」とい
う強い思いがありした。実際にその思いが参加者に伝わった
のか今までにない白熱したグループ討論になり、例会として
参加者の満足度が大変高い結果となりました。
今回、報告者から学んだこと、自社で実践していきたいこ
ととして、
「会社の現状の課題を包み隠さず何個も何個もオー
プンにしていかれましたが、全て当社の責任・原因というス
タンスで報告していた点。」「菅野社長の今「底」であるとい
うのは、決して現状に満足せず常に「今」を底と思って絶え
ず「上」を目指して会社は向上して行かなくてはならない」
との我々に対してのメッセージだったと感じました。
最後に座長である、私がサプライズで社長に内緒で従業員
の方にアンケートを実施しました。
質問① 会社の好きなところは？
答え① 何か困ったときに、お互い助け合いが常にできる
環境であること
質問② 社長のすごいところは？
答え② 従業員の誕生日からその家族の誕生日まで覚えて
下さり、毎回お祝いをして頂けること。従業員を
第一に思って下さること。

（文責 ㈱セイマックス 移川晃司）

れたそうです。入会されて間もなく「経
営指針」を受講され、現在「物語を創
造しよろこびと感動を共有します」を
経営理念に掲げ悪戦苦闘を続けられて
いる様です。
過去は「自己中心的」「社員は道具」
「経営を理解せず」と、ご自身を「ダ
メ社長」と断言されました。
しかし現在は上から目線を正し、社員と共に同じ目線で歩も
うと一生懸命である事が伝わってきました。
将来は海外に日本の良きものづくり（文化）を伝え、アナ
ログ技術の良さを残しさらには「学校」を設立すると言う夢
を語って頂きました。会社のロゴにある様に栗山社長の暖か
味・人間味を感じさせてくれる「「くまさん」」素晴らしい方
であると感じさせられました。頑張れ〜〜〜くまさん！！！

（文責：㈱五十鈴 久保田 稔）

横浜支部北地区

７ 月26日水

「たたき上げ現場監督から経営者へ。
起業 ７ 年の奮闘記」

〜ただ今、プレーヤーからマネジャーへ同友会活用中！〜

報告者：キョーデン設備㈱ 代表取締役 角田孝志氏
会場 横浜市鶴見公会堂

参加人数 ３９名

７ 月2８日金

「経営指針を軸とした自社の戦略的経営！」
〜開発、受注、採用等、全ては戦略的発想で〜

報告者：㈱アシスト・ワン

代表取締役

会場 横須賀市産業交流プラザ

７ 月27日木

同友会と自社の経営は不離一体！！
報告者：横浜電子㈱

代表取締役

神田一弘氏

会場 おだわら市民交流センターUMECO

今回の横浜支部
北地区例会は久し
ぶりに鶴見で行い
ました。報告者は
鶴見の星の角田さ
ん！一緒にお話を
させていただく機会は多いのですが、彼と初めて出会った時
「何て謙虚で温和な方なんだろう」という印象を持ち今でも
持ち続けております。その彼の経営実績報告を聞いてみたい
と多くの方が参加されていました。皆さんも彼の人間性や謙
虚さからくる報告を聞きたくて堪らなかったのでしょうね。
初報告ということで緊張されていたのでしょうが、腹をく
くったのか落ち着いてお話されていました。当日知ったので
すが報告の練習を １ 人カラオケボックスでしていたという何
とも彼らしいエピソードもありました。そんな角田さんの報
告は笑い有り涙有りの感動例会でした。私が記憶している例
会であんなに笑いがおき、涙した例会はあまり記憶がありま
せん。彼の過去〜起業〜現在に至るまでを本当にありのまま
に真面目に話している姿を参加された皆さんは衝撃を感じた
はずです。特に過去は。何故彼が謙虚なのかは過去に有りま
した。そこで私は初対面の時の印象が落とし込めました。私
が泣いた所は、お子様に社長ということが胸を張って言えず、
必死で社員の方々と業績を伸ばし、お子様に社長をやってい
ると告げた所で涙腺が崩壊しました。
ますます、角田さんの事が大好きになった素晴らしい例会
でした。
（文責 横浜サンミラー㈱ 山下裕一）

県南支部

小田原支部

小林淳一氏

参加人数 １８名

今回の県南支部の例会は、小田原支部㈱アシストワン 代
表取締役 小林淳一さんを報告者に迎えて行われました。報
告では、経営指針を軸とした経営を中心に、社員に進歩して
いることを感じさせるための工夫、 ５ 年後１０年後の個人目標
の設定など経営指針を社員に浸透させるための取り組みにつ
いてお話しがありました。
小林さんからは、ＡＩなどの進歩により現在存在する仕事

参加人数 ２３名（内ゲスト ２ 名）
ゲスト： 1 . ㈱ナンメイ 樋渡隆司氏
２ ．㈱ANコーポレーション 浅利政良氏

同友会と自社の経営は不離一体…不
離一体とは「一つになっており離れる
ことがないさま」を言うが、神田社長
の報告を聴いて改めて思ったのが、社
長と会社は不離一体である。
経営指針４６部会の同期でもある事か
ら指針を受けている時と報告をしてい
る現在の神田社長を私から観て人が変
わるという事を実感として感じている。人が変わる時、何が
きっかけになっているのだろうか？と考えると、やはり想い
の本気度であろう。本気の度合いが最大限に引き出された時、
人は自然と変わる事が出来るのでは無いかと思う。
会社を良くしたい！という本気度が最大に引き出された神
田社長の思いは間違いなく会社に変化をもたらすでしょう。
「社長と会社は不離一体」という事からも、社長が変われば
当然会社も変わる。逆に考えると会社が変わらない、良くな
らないのは社長の本気度、思いがまだ足りてないという事な
のかもしれない。そんな、当たり前の事を気づかせてくれた
報告でした。

（文責 ㈱アシスト・ワン 小林淳一 小田原支部）

や働き方が大きく変わるというお話
しもありました。これはＩＴ企業だ
けではなく、全ての業種が遠くない
未来に直面する課題なのかなと感じ
ました。全ての業種において、技術
革新を意識し、変化を受け入れ、そ
の中にビジネスチャンスを見つけて
いかないと今後生き残ることは難し
くなることを痛感させられました。
その後、各社の経営戦略は何かというテーマのもとグルー
プ討論が行われ、有効な経営戦略を練るための視点が共有さ
れ、非常に参考になりました。
最後に、小林さんは多趣味で仕事も含め、全て楽しみなが
ら一生懸命取り組んでいる印象を受け、「楽しんでやる」と
いうことの重要性を改めて感じました。今回の県南支部の例
会は、経営指針から今後の社会の行く末まで幅広いお話しで
非常に有意義な例会となりました。

（文責 鎌倉総合法律事務所 久保 豊）
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＋１

あすから使えるミニ知識

民法改正で
賃貸借契約はどうかわる？！
横浜医療法務事務所

行政書士

齋藤由里子さん（横浜支部北地区）

事業用にオフィスを借りている方は多くいらっしゃる

ができない事由によるものであるときは、この限りでな

契約」のトラブルはよく耳にすることでもあります。今

でいう「原状回復義務」の範囲には含まれないというこ

ことと思いますが、敷金や修善の費用負担など「賃貸借
回１２０年ぶりの大改正となる民法、賃貸借契約に影響は
あるのでしょうか？

今回の法改正では、判例やガイドライン等で積み重ね

られてきたことが明文化された点が多くあります。例え

い。」とされました。つまり通常損耗や経年劣化は民法
とです。当たり前のようですが、民法に明文化されたこ
とで原状回復がどのような内容になっているのか意識を
向ける人が増えるのではないでしょうか。

これまでも一般的には、契約時の特約で原状回復工事

ば、原状回復義務の範囲です。

負担の詳細を決められていますので、法改正によって実

では、賃貸借契約終了時の原状回復義務について、「賃

すでに契約している物件につき原状回復の範囲を確認し

新設された条文「賃借人の原状回復義務」（第６２１条）

借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷（通
常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃

借物の経年変化を除く。以下同じ。）がある場合において、
賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務
を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰すること

NEW FACE

会社名

社内役職

代表取締役 林

㈱ Esperar gate

取締役

由美子

佐々木

ていなかったり、口約束だけで書面では残っていない、
というケースがあるものです。

尚、今回の改正は平成３２年 ６ 月 ２ 日までには施行され

ますので、事務所の移転や店舗の拡大など、事業計画を
進める際には賃貸借契約内容のチェックもお忘れなく！

新会員紹介

会員名

㈱コモド

務上の大きな変化は起こらないかと思いますが、意外と

所属支部
横浜

健輔 横浜

入会日

事業概要

紹介者

中央地区会 ２０１７年 ７ 月 ７ 日

健康サポート産業事業、東南アジ
久保
アへの機械の輸出

北地区会

通信関係（インターネット・携帯
事務局
電話）に特化した派遣他

２０１７年 ７ 月１０日

彩

㈱田中製作所

代表取締役 米田

久美子 横浜

北地区会

２０１７年 ７ 月１２日

金属部品加工

事務局

㈱フリースタイル

代表取締役 村田

朋仁

横浜

港地区会

２０１７年 ７ 月１１日

法人向け生・損保代理店

宮崎大地

㈱オーシャン

代表取締役 三谷

豊実

横浜

港地区会

２０１７年 ７ 月２６日

建物損害請求コンサルタント

事務局

モアナ・ビレッジ㈱

取締役

松尾

実里

たま田園

２０１７年 ７ 月 ５ 日

児童発達支援事業、放課後デイ
事務局（HP）
サービス

㈱電産エンジニアリング

代表取締役 本多

信義

県央

２０１７年 ７ 月 ６ 日

家電製品・通信機器の修理、技術
事務局（HP）
派遣等

ロジックエス㈲

代表取締役 鈴木

有子

相模原

２０１７年 ７ 月１３日

物品を効率的に保管発送管理す
る サ ー ド パ ー テ ィ ー ロ ジ ス 奥岡
ティックス

２０１７年 ８ 月 １ 日現在会員数：７８４名（全国会員数：４６，０１３名）

会員 information!

〜会員皆様からの情報をお待ちしております〜

住所変更

横浜支部

10

岡野美紀子氏（㈱栄港建設 専務取締役）
（旧）横浜市港北区北新横浜 ２ − ８ −１１
（新）横浜市港北区北新横浜 １ − ７ − ８ ※電話番号・FAXの変更はありません。
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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

９ 月になりましたが、今年の夏は長い気がしますよね。夏バテしていませんか？

経営者だと休んでもいられないという方も多いと思います。

編集後記

有料

暑さを乗り切るには暑い国に学べ！という事でスパイスの効いた食事で残りの暑さを乗り切り
ましょう！

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！

（株）ハマ企画

松村千代
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彩時
季

19歳で
夢
抱いた

９月

○○じまん！

健一郎 さん
（小田原支部）

㈱豊栄荘

原



１５

月を愛でたくなる季節です

１０

ね。中秋の名月は旧暦の８月

日。今年は少し遅めで 月４日

です。豊穣に感謝をして祈る古

１９歳、とある１２月。町田のスポーツショップでサー

くからの日本の慣習、生活にも

剣太さん（小田原支部）

取り入れたいですね。

info.REX株式会社

因みに我が家の結婚記念日は

高崎

改め

旧暦の８月１日（八朔）です。

TICS

長月

（ながつき）

フィンのビデオを見た時、楽しそう！しかもモテそ
うっ！！いやっ絶対モテる！！！…と脳天に電撃が走
り、真冬でしたが、すぐさまサーフィンを始めました。
始めた当初は板を片手に八王子の山奥から相模線で
茅ヶ崎へ。以来１６年間ずっとハマり続けてますが、
モテた試しは一度もありません。一応大会へも毎年
出場しており、先日の大会では決勝進出。過去には
優勝経験も。ですがやはり全くモテません。
いつか上手くなって１９歳で抱いた思いを実現する
事が夢であります。
▶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

㈱ROX 白岩

圭さん（相模原支部）

３ 月に入会し、ダイバーシティ委員会
に参加しています。弊社は、障害者施設

商品専門ブランド「COSMIC MARKET」
を運営しています。ハンドメイドで洗練
されていて、ユニークな雑貨中心の品ぞ
ろえをしています。販路不足の問題点を
解決し、障害者のお仕事向上と賃金アッ
プを目指しています！
http://cosmic-market.com/

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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