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公益財団法人 川崎市産業振興財団   
理事長　曽禰純一郎氏

７月28日開催

〜ここで見つかる企業間コラボと新しい力〜
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▶�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

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
湘南支部幹事会
エネルギーシフト実地
見学会（政策委員会）

横浜支部幹事会
相模原支部幹事会

小田原支部幹事会
県央支部幹事会

３年目社員研修会
広報委員会

７ 先負 ８ 仏滅 ９ 大安 １０ 赤口 １１ 先勝 １２ 友引 １３ 先負
青年部幹事会
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

かなカン実行委員会 理事会 山の日

１４ 仏滅 １５ 大安 １６ 赤口 １７ 先勝 １８ 友引 １９ 先負 ２０ 仏滅
幹部社員研修

２１ 大安 ２２ 先勝 ２３ 友引 ２４ 先負 ２５ 仏滅 ２６ 大安 ２７ 赤口
川崎支部例会� 経営戦略研究会（旧企

業変革プログラム）
同友会を知る為のオリ
エンテーション�

横浜支部例会�
相模原支部例会�
ダイバーシティ委員会
例会

県央支部例会�
青年部例会 

県南支部例会�
共育講演会�

２８ 先勝 ２９ 友引 ３０ 先負 ３１ 仏滅
たま田園支部例会� 経営指針OB会 小田原支部例会�

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
３１ 友引 １ 赤口 ２ 先勝

３ 友引 ４ 先負 ５ 仏滅 ６ 大安 ７ 赤口 ８ 先勝 ９ 友引
県央支部幹事会
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会

湘南支部幹事会
関東⑫

相模原支部幹事会
横浜支部幹事会 中同協定時総会

（愛知）

政策委員会

１０ 先負 １１ 仏滅 １２ 大安 １３ 赤口 １４ 先勝 １５ 友引 １６ 先負
横浜支部港地区例会
�
かながわ女性経営者
ネットワーク幹事会
幹部社員研修会
小田原支部幹事会

かながわ経営カンファ
レンス実行委員会
関東⑬

理事会 相模原支部例会�
広報委員会

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）
青年部幹事会

１７ 仏滅 １８ 大安 １９ 赤口 ２０ 先勝 ２１ 友引 ２２ 先負 ２３ 赤口
海の日 青年部例会

経営戦略研究会（旧企
業変革プログラム）
関東⑭

横浜支部中央地区例
会�
県央支部例会�

湘南支部例会� 経営指針入門講座
「礎」�
夢を実現するため
の戦略セミナー�

２４ 先勝 ２５ 友引 ２６ 先負 ２７ 仏滅 ２８ 大安 ２９ 赤口 ３０ 先勝
幹部社員研修 同友会を知る為のオ

リエンテーション�
関東⑮

横浜支部北地区例会
�
ダイバーシィティ委員
会例会

小田原支部例会� ビジックスワールド�in�
川崎（川崎支部例会）
�

2017年８月

2017年７月
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各行事のご案内　所属以外の支部でも参加できます！！

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〜

諦めなければ道は拓ける
朝の来ない夜はない

うちの会社、いまどこ？
「底」でしょ！！

〜もがいてどう這いあがるか？〜

ものづくりは人づくり
〜経営指針成文化 １年生…
� 奮闘中〜

（仮）経営実践報告

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！！〜

叩き上げ現場監督から経営
者へ。起業 ７年目の奮闘記
〜プレーヤーからマネージャーへ
� 同友会活用中！！〜

 横浜支部港地区
●午後 ６時30分から
場所：横浜市開港記念会館
会費：無料（懇親会費別途）

 相模原支部
●午後 ６時30分から
場所：ぽっぽ町田
会費：500円（懇親会費別途）

 湘南支部
●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）

 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）

 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）

 横浜支部中央地区
●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：無料（懇親会費別途）

 横浜支部北地区
●午後 ６時30分から
場所：鶴見公会堂
会費：無料（懇親会費別途）

７月10日（月） ７月13日（木）

７月20日（木）７月19日（水）

７月27日（木）

７月19日（水）

７月26日（水）

報告者：㈱今井
　代表取締役　今井由美子氏

報告者：㈱湯佐和
　代表取締役　湯澤　剛氏

報告者：サン興産㈱
　代表取締役　菅野恒宏氏

報告者：㈱ケイテックデザイン
　代表取締役　栗山　薫氏

報告者：横浜電子㈱
　代表取締役　神田一弘氏

報告者：IHFP
　代表　石井尚志氏

報告者：キョーデン設備㈱
　代表取締役　角田孝志氏

◦同友会を知る為のオリエンテーション
　 ７ 月２５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：鎌倉総合法律事務所　所長弁護士　久保　豊氏

その他のセ
ミナー

■日時：２０１７年 ５ 月１０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：渡辺副代表理事
■議題
【報告・確認・審議事項】（３０分）（議長進行）
①仲間づくりの進捗状況と ４月入退会について
・２０１５年４ 月末、期首７３２名、入会１０名（１．４％）退会１１名（１．５％）７３１名（－１）
・２０１６年４ 月末、期首７６８名、入会４名（０．５％）退会５名（０．７％）７６７名（－１）
・２０１７年４ 月末、期首７６１名、入会１０名（１．３％）退会５名（０．７％）７６６名（＋５）
②各理事からの報告　・報告事項があるところのみ
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
・平塚商工会議所からの依頼　・公正取引委員会からの依頼

⑤ ４月末現在の未収金について
⑥全県例会・第５４回定時総会のまとめ　・今年１３１名（収支－２５３，３８５円）
・昨年１４２名（収支－４４７，１８７円）、一昨年１８６名（収支－１４０，５１６円）
⑦第２１回共育講演会企画案について
⑧その他
・�正副代表理事会からのお願い事項（各支部幹事会で「同友会運動の発展の
ために」読み合わせ）

・�次回理事会は ６／１４（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）

【プロジェクトチーム議論】（９０分）（G長進行）
■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
・議題提案：田中副代表理事
■閉会挨拶：水口代表理事

神奈川県中小企業家同友会　2017年度　第１回理事会
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PICK UP

小湊　本日は、「ビジックスワールド
２０１７」開催のあたり、お二人にお話を
伺わせていただきます。
　まず、神奈川県中小企業家同友会に
ついて、曽禰理事長はどのようなイ
メージをお持ちですか？

曽禰　経営者の悩みを出し合い、真剣
に学んでいる会だと拝見しています。
他の経営者団体には、あまりないこと
だと思いますので、そんな同友会の魅
力を、もっと多くの経営者の方々にお
伝えできればいいですね。

　来たる ７ 月２８日、川崎支部・たま田園支部主催「ビジックスワールドin川崎」（旧：ビ
ジネスリゾート）が、川崎市産業振興会館にて開催されます。今年のテーマは、「コラボレー
ション」。自社PRの場であるだけでなく、コラボレーションを推進するイベントとしても、
期待が寄せられています。
　そこで、共催いただいているのが、公益財団法人川崎市産業振興財団です。今回は、ビ
ジックスワールド副実行委員長の小湊氏が、理事長の曽禰純一郎氏と実行委員長の坂本氏
にお話を伺いました。

坂本　私は、創業の際、経営に関して
は何もないところからスタートしまし
たので、たくさんの学びを先輩経営者
の方々から教えていただき、多くの気
づきを得ることができました。

小湊　お二人は、中小企業を担う地域
または行政と、中小企業の関係という
視点では、どのようなお考えをお持ち
ですか？

曽禰　私は、「川崎市中小企業活性化
のための成長戦略に関する条例」の策
定委員でした。そこでも申し上げたの

ですが、川崎市は中小企業が中心の街
で、全事業所数の９９％が中小企業です。
従業員数でも７５％が中小企業で占めら
れていて、中小企業が地域社会に欠か
せない存在となっています。だから、
中小企業がより元気になることが、川
崎市全体が元気になることであり、中
小企業支援の体制を、経済労働局だけ
でなくオール川崎で構築することが重
要だと考えています。
　一昔前は、平等に補助金を出すこと
が行政の主な支援策の一つでしたが、
今は、自分たちで課題を認識し、課題
解決に積極的に努力する企業を支援す

ビジックスワールド2017
 in 川崎

〜ここで見つかる企業間コラボと新しい力〜

７月28開催
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ることが重要になっています。
　現在の課題は、様々な支援策がある
中で、どれだけ実効性がある支援策を
展開できているのかを、常に見直して
いくことです。中小企業経営者の皆様
と顔が見える関係を築きながら、どん
な支援策がより有効なのか……例え
ば、知的財産活用であったり、その時々
のニーズに合った支援策を、オール川
崎で展開して行く必要があると考えて
います。

坂本　私は、神奈川県中小企業家同友
会や、他の会でもたくさんの経営者の
方々と接してきましたが、自社の事業
だけでなく、地域や行政との関わりが
多いことに気付かされています。中小
企業の経営者には、様々な集まりがあ
り、その中でたくさんのプロジェクト
が生まれ、経済振興を促進するような
様々な試みが行われています。

　一社ではできないことも、多数が集
まればできる。そして、行政の後押し
があれば、さらに促進されていくとい
う流れがあることも知りました。プロ
ジェクトのいくつかに参加して、地域
や社会に少しでも貢献できれば嬉しい
ですし、関わったプロジェクトが継続・
発展して、誰もが知っているものにな
れば、一層嬉しいです。

小湊　では、中小企業の経営者側、中
小企業を応援する側と、それぞれのお
立場から、ご意見・ご質問はあります
か？

坂本　曽禰理事長は、たくさんの経営
者をご覧になっていらしたと思います
が、どういう人が素晴らしい経営者だ
と思われますか？

曽禰　最近は、課題意識をもって取り
組んでいる経営者の方が多いと感じて
います。そういう経営者の方々には、
常に前向きで、ポジティブに行政と連
携してモノづくりをされている企業、
苦労してやってきた後継者の方も多い
ようです。そのような方々の中には、
川崎市のモノづくりブランドにチャレ
ンジしたり、毎年開催される川崎市の
国際環境技術展に出展したりと、行政
に何でも頼るのではなく、自らの力で
目の前の課題解決に取り組んでいこう
という姿勢が見受けられる経営者が多
数います。そのような経営者は、大変
すばらしいと思います。そして、そう
いう経営者や中小企業を支援していく
のが、我々支援機関の役割だと考えて
います。

小湊　ビジックスワールドについてで
すが、昨年まではビジネスリゾートと
いう名称で開催していましたが、これ
までの感想をお聞かせください。
坂本　私はビジネスリゾートから実行
委員として携わらせていただいていま
すが、他の経営者の方がどのような考
えやスタンスをお持ちなのか、どうい
う行動をしているのか、経営者として、
また人としても学ぶことが多くありま
した。イベントのプロに委託せずに作

り上げるのはとても大変ですが、その
分やりがいはありました。
　最初は「同友会まつり」という名称
で立ち上げ、会員だけの自社PRの会で、
出展は僅か３０社程でした。それが「ビ
ジネスリゾート」という名称に変わり、

公益財団法人川崎市産業振興財団
理事長　曽禰純一郎

PROFILE

PROFILE昭和４８年川崎市役所に入庁。公害問題
に関する部署に配属。その後、法律に
関する部署で、情報公開条例の策定に
あたる。その後、国民健康保険の部署
に配属され、総合計画の策定担当、人
事労務担当を経て、総合企画局長、総
務局長を歴任。平成２０年４月、副市長
に就任。市民こども局、健康福祉局、
病院局といった市民サービスに直結す
る局を担当し、平成２２年６月から公益
財団法人川崎市産業振興財団理事長に
就任。

平成１８年個人事業主として創業し、翌
年法人化し、㈱Three　Peace設立。
環境工事をメインとする建設業。
アスベストの除去と解体工事を中心に、
その他付帯工事を行う。平成２０年同友
会入会。

ビジックスワールド２０１７実行委員長
（川崎支部幹事）

㈱Three Peace　代表取締役　坂本将平

ビジックスワールド２０１７副実行委員長
（たま田園支部幹事）

㈱アルファメディア　代表取締役　小湊宏之

X
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外向けに発信していくイベントにな
り、５０社、８０社、１００社と、次第に規
模も大きくなっていきました。
　今では、川崎市産業振興財団様の共
催もいただき、川崎市長までご来賓い
ただけるイベントに成長できたこと
は、実行委員としても、大変誇りに思っ
ています。

曽禰　私は、ビジネスリゾートから見
てきたのですが、中小企業家同友会の
会員が手作りで開催しているので、実
行委員の方々のご苦労はいかばかりか
と思っています。取り組みに対する姿
勢が素晴らしく、出展されている企業
の広がりも感じています。
　行政や公的機関が主催しているこの
ようなイベントが多い中で、貴重な取
り組みだと思っています。今後も若い
世代が担っていく事を願っています。

小湊　当初は、川崎産業振興財団様は
「後援」という形でしたが、前々回か
ら「共催」していただき、一緒に関わっ
ていただけるようになったことを、大
変うれしく思っています。

曽禰　ビジックスワールドの取り組み
が、財団の中小企業支援のサポート的
なスタンスと合致していますので、同
友会の「やる気」を積極的に応援させ
ていただいています。

坂本　ありがとうございます。

小湊　過去に開催されたイベントで、
気づいた点はありますか？

坂本　前回のビジネスリゾートまで
は、実行委員会の中でもマンネリムー
ドが出てきていたのも事実です。ただ
自社の製品やサービスの紹介だけの展
示会では、来場者がどんなイベントな
のかわかりづらい部分もあり、あまり
訴求力がなかったように思います。
　これまでも、同友会内では、ビジネ
スマッチングができて良かったなどの
良い感想もありましたが、それと同時
に、来場者が同友会会員ばかりという
感想も多く、今年からは、会員以外の、
同友会を知らない経営者の方々や行
政、金融機関、大手企業の方々にもご
来場いただき、よりメリットのあるビ
ジネスマッチングを促進したいと考
え、今年のテーマは「企業間コラボと
新しい力」としました。

曽禰　過去に、企業の方がプレゼンす
るのを聞きましたが、経営者の方でも
プレゼンに慣れている方と慣れていな
い方がいました。プレゼンの技術を学
ぶ場でもあります。せっかくの機会に
アピールできることは大切ですし、他
の方が見て気づくこともあるのではな
いでしょうか。
　例えば、ICTのものづくりブランド
の活用法や、財団のセミナー等と連携
しても良いのではないかと思います。

小湊　最後に、今年のビジックスワー

ルド開催に向けての、お二人の思いを
お聞かせください。

曽禰　中小企業の課題解決に向けた新
たな取り組みを積極的に発信して、自
社製品やサービスをどんどんPRして
ください。
　多くの方々にご来場いただけるよ
う、我々も積極的にサポートしていき
たいと思います。

坂本　今回から「ビジックスワールド
２０１７」に改称しましたが、場所は従来
同様「川崎市産業振興会館」で開催い
たします。
　段階を踏んで大きくなってきたイベ
ントも、再度本当に会員のためになっ
ているかを考える時期が来ました。
　実行委員会の我々は、今年、このイ
ベントを開催する意味を理念から確認
する議論をしました。私は、同友会の
会員の皆様から、本当に良いイベント
だと言っていただけるようなイベント
にしたいと思っています。因みに、イ
ベント理念は「共に成長しよう」とな
りました。
　イベントのプロではありませんが、
手作りのイベントで、他にはないイベ
ントにしたいと頑張っています。

小湊　本日はお忙しい中、ありがとう
ございました。

X

●開催日　２０１７年 ７ 月２８日（金）
●時　間　AM１０：００〜１８：００
●会　場　川崎市産業振興会館

聞き手：（株）アルファメディア　小湊宏之　撮影：（有）マス・クリエイターズ　中林正幸
文責：（有）テーラーマックス　外木宏明

X

ビジックスワールド2017 検索
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Activity Report　 ５ 月活動報告・例会報告

　２０１７年度最初のものづくり広場は、当社㈱赤原製作所にて
開催させて頂きました。
　大物から小物まで幅広い板金加工を得意としており、多種
多様な製品に対応しています。私の父である会長の方針とし
て、いかに「差別化」するかが生命線であり、常に意識して
います。雇用面では社員の７０％が外国籍の方であり、世界 ７
　か国の方々が働いています。また経営指針受講をきっかけ
に障がい者雇用にも力を入れ始めています。
　当社での初めてのものづくり広場でしたが、様々な業種の
方々に見て頂くことの面白さを実感しました。製造業ではな
い方でも鋭い視点を持たれていたり、当社の未熟な部分をズ
バリご指摘頂いたりとたいへん勉強になりました。今年度も
特徴のある会社様をどしどし訪問し、ものづくり広場を更に
盛り上げていきたいと思います。
　最後に、昭和精工の木田社長様が「社長の明るさが会社の
雰囲気を良くし、会社全体も明るく感じました」と仰って頂
き、たいへん勇気づけられました。
　参加者の皆様、本当にありがとうございました。
 （文責　ものづくり広場長　赤原宗一郎）

　まず、驚いたのは、参加者の
数。なんと５２名！山本さんの人
気凄すぎ！
　山本さんは第１７回の神奈川で
の障全交へ参加して衝撃を受け
同友会に入会し、経営指針（４５
部会）を受け、障害者の実習に
トライ、現在は障害者雇用をさ
れています。
　障害者実習を経て自社の欠けているところをどうにかした
いと強く思い障害者雇用に取り組みました。すると目に見え
る効果があらわれ本人も大活躍！会社には緊張感が生まれ同
時に優しくて暖かい空気も出来ました。障害者雇用は自社だ
けでなく地域の問題解決にもなり、地域と共に歩む上でとっ
ても大切な事。こんな小さな会社でも障害者雇用が出来まし
たと語る山本さんの喜びにあふれた顔が全てを物語っていま
した。
　障害者実習の受け入れや障害者雇用をする会社は、偉い会
社ではなく良い会社！笑いあり感動あり学びありの例会でし
た。ゲストの方も ２名入会で家族が増えました！
 （文責　㈱まちふく　田中博士）

５ 月２９日（月）日時 参加
人数 ２７名 ５ 月３１日（水）日時

場所：横浜市健康福祉総合センター

参加
人数 ５２名

第 １回　ものづくり広場 第 １回ダイバーシティ委員会例会

㈱ロジナス　代表取締役　山本啓一氏報告者

㈱赤原製作所
（代表取締役　赤原宗一郎氏）

人間尊重？？人を生かす経営ってなんだ！？
〜障害者雇用でみえた、本当の良い会社とは…〜

見学先

テーマ

　相模原支部では、毎年恒例となっている、支部総会を厚木
にある福元館にて １泊交流会として行いました。
　夕方 ５時からの総会では、支部長挨拶からはじまり、昨年
度の報告、新年度の活動方針、予算等の議題を順調にこなし、
議決され、総会後は皆で記念写真を取りました。
　総会の後は懇親会。福元館さんの大出血サービスのおかげ
で酒と会話で皆がなごみ、会が盛り上がりました。
　 ２ 日目は恒例の有志によるゴルフ交流会が開催されまし
た。支部の皆が和気あいあいとした、年に一度の一泊旅行は

第４6回相模原支部総会

 会場  福元館　 参加人数  ２０名

５ 月２８日日

会員 1 泊交流会

いいものです。時が過ぎるのは忘れたかのように皆と打ち解
けた場をもつということはとてもよいことと思います。今年
度の参加者は２０名でしたが、会員目標「５５名」を掲げており
ますので、来年はもっと多くの方に参加して戴き、支部がさ
らに発展したらよいなと思います。
 （文責　㈱Dandy＆Company　佐藤久美子）
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＞＞＞例会報告

　第１８回県央支部
総会が去る ５月１６
日、伊勢原市の
FORUM２４６に於
いて開催されまし
た。第 １部特別企
画は「２０１６年度の
自社経営と地区会活動の振り返り、今年度の抱負」というテー
マで、新年度の ４地区長にお話をいただきました。
　第 ２部支部総会も無事議案の承認をいただきました。２０１７
年度の県央支部は、昨年度から引き続き、支部会員の皆さん
が「同友会に入ってよかった」と思える活動の推進を掲げ「支
部行事 ０回参加の会員を ０にする」ことを目標に支部幹事一
同、活動してまいります。
　そのために、支部を ４つの地区（綾瀬・大和、海老名、座
間、厚木）に分けて、支部会員の皆様が主役となれるような
きめ細やかな活動を推進してまいります。
　第 ３部懇親会はとても和やか。昨年度を持って担当が変わ
る事務局に花束を贈呈する一幕も…久し振りに参加して下
さった方とも、話が弾み時間が経つのを忘れてしまう位でし
た。又会いたい、来て話をしたいと思える楽しい一時でした。
 （文責　㈱東立化工　中野千恵子）

　今年は新生・川崎支部と新支部・たま田園支部設立総会記
念講演と題され、多くのご来賓の皆様、他支部の皆様にご参
加いただき和やかな雰囲気の中開催されました。
　三瓶川崎支部長と阿萬たま田園支部長お二人のご挨拶をお
聴きしながら、新支部設立の場に立ち会えた喜びを感じた会
員は多かったのではないでしょうか。
　記念講演は、我々同友会員のトップである中小企業家同友
会全国協議会　会長　鋤柄　修氏でした。若い頃に大変な時
代を経験しながらも、地道な努力を重ねることで周りからの
信頼をつかんできた鋤柄会長。「同友会は経営の道場である。
社会人とは今までなかった答えを見つけ出すことが仕事、し
かしこの答えは時代によって変化する、それを仲間と学び考
える場所が同友会である」また、「経営とは“継続”ではな
く“発展”である」…継続だけでは社員のモチベーションは
上がらないとおっしゃっていました。そして社員には会社の
現状を正直に伝え、不幸な場面では“これもご縁だと思って
ついてきてくれ”と言える良きパートナーにすることが大切
である、と。会社は社員と一緒につくり上げいくものだとい
う強いメッセージが印象的です。
　同友会での学びとは何か？を改めて考えるよい機会をいた
だき、新支部の門出にふさわしい記念講演となりました。

（文責　合同会社イーストムーンインターナショナル　
 卯月由美　たま田園支部）

講師：㈱エステム　取締役名誉会長　鋤柄　修氏
　　　（中小企業家同友会全国協議会　会長）

県央支部総会

 会場  FORUM２４６　 参加人数  ２７名

 会場  ホテル精養軒　 参加人数  １２６名

５ 月１６日火
５月２２日月

特別企画テーマ
2016年度の自社経営と地区会活動の

振り返り、今年度の抱負
記念講演テーマ
同友会運動と不離一体の経営を実践！
〜同友会の学びをどのように自社で
 実践したのか〜

第3４回川崎支部総会ならびに
新支部設立総会

　新会員 ５名を含め２８名が参
加し、第４６回湘南支部総会が
行われました。第 １部の総会
では、議長の（有）リプロ・
秦さんの進行により、２０１６年
度支部活動報告、収支決算報
告、会計監査報告、２０１７年度
役員の提案、支部活動方針案
の提案、予算案の提案と報告
があり、質問、意見等もなく
賛成多数により、議事は全て
承認されました。活動方針案
では新支部長である（株）BUDDYの宮崎さんより「今年度は
特に支部会員の例会出席率をあげよう」という方針が掲げら

第４6回湘南支部総会

 会場  藤沢商工会館ミナパーク　 参加人数  ２７名

５ 月２4日水

新会員自社紹介＆自社PR

れ、幹事のみならず支部会員全員で湘南支部を活性化しよう
という意気込みが語られました。
　第 ２ 部の自社PR報告会では、新会員 ５ 名より自社PR及び
支部活動への意気込みをお話しいただきました。第 ３部の懇
親会では参加者による交流が行われ、親交を深めることがで
きました。

（文責　NPO法人まいんど　就労サポートセンターねくすと
 　高野宏章）
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＞＞＞例会報告

　横浜乾物㈱の斉藤会長に同
友会が辿ってきた道と、その
中でご自身が何を学び、どう
生かしてきたのかをお話いた
だきました。
　同友会の歴史に関しては、
４０年史、５０年史を元にご自身
が経験されたことも含め興味
深くお話いただきました。
　同友会に長く在籍する中で
斉藤さんは数多くの役を引き
受けられ、更には全国大会へ

の参加などを通じて様々な人達と出会い、それを通じて人間
的成長ができたと話されました。このように人間的成長は、
「社長が変わり」そして「会社が変わる」というところへと
つながっているのだと実感しました。
　このように同友会を通じて様々な人と出会い、その絆を通
して一人の人間として更なる成長につなげていかなければと
再認識させられた報告でした。
 （文責　みらいFP研究所　齋藤英夫）

報告者：横浜乾物㈱　取締役会長　斉藤秋造氏

第５2回横浜支部総会

 会場  HOTEL PLUMM 横浜
 参加人数  ７５名

５ 月２4日水

同友会歴27年の斉藤氏が語る！
同友会の歴史、学び、そして実践とは！？

　特別報告では、個人プレーに
なりがちな保険営業についてど
のようにしてチームとして運営
するか、チームとして機能する
ためにどのように社内コミュニ
ケーションを活性化するかとい
うお話しがありました。
　チームとして機能させるため
の仕組みの一つとして、毎朝の
１５分朝礼を行っており、その朝
礼の中ではお客様の声を共有

第1５回県南支部総会

 会場  横須賀市産業交流プラザ　 参加人数  ２３名

５ 月２６日金

コミュニケーションで組織力を発揮！
〜個人戦から団体戦への企業変革〜

し、そのことで何倍もの速度で経験、成長するということが
できるということでした。また、それぞれの行動を把握し、
より効率的なチームによる営業活動を可能にするように工夫
しているということでした。このような仕組みによる取り組
みはチームとしての成長及び業務効率化に非常に参考になる
お話しでした。
　ワークライフバランスにも力を入れているとのことで、有
休消化１００％、残業をしない週４０時間労働への取り組みを行っ
ているとのことです。残業が無くなったことで各社員が充実
した私生活を送れるようになり、私生活の充実により話題が
豊富となり結果として営業力UP、業績UPに繋がっていると
いうのはまさに会社と社員とのWIN-WINの関係の構築だな
と感じました。
　チーム化の仕組みとワークライフバランスを上手く調整し
て成長しているその下支えとして経営指針があるとも感じま
した。ただ仕組みを作るだけでは無く、その根幹となる経営
理念があるからこそ、一つの道筋として社員を導けるのだな
と強く感じました。経営指針作成からその実践の一例として
非常に貴重なお話しを聞け、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）

　渡辺副代表理事に、先代の町工
場から始まり経営指針の成分化、
３０年ヴィジョンまで、自由闊達に
語っていただきました。
　報告で印象に残ったのは、「妄
想のススメ」。事細かに楽しく妄
想を脹らませ、それが経営指針書
を形作り、盛りだくさんに行動を
する。その盛りだくさんな内容に
圧倒されました。最たる事例は月
の開発。月に行くための開発では

なく、月に行ってから何を開発するかを見据え、実現のため
に月の土地の権利をすでに買われたそうです。
　将来的に開発支援業からニイガタ中央研究所の設立による
開発業への進化が３０年ヴィジョンに記されていますが、経営
を譲った後は昔の工房を退職金で買い取り、初期のメンバー
と町工場に還るそうです。経営指針の根幹にある「ものづく
り」への熱い思いが感じられました。
　共に経営指針３３部会を戦った仲の渡辺さんの話、何度聞い
ても元気をいただきます。そして原点を思い出させていただ
いています。感謝。 （文責　㈱豊栄荘　原　健一郎）

報告者：ニイガタ㈱　代表取締役　渡辺　学氏

第 9 回小田原支部総会

 会場  おだわら市民交流センターUMECO　
 参加人数  ３０名

５ 月２３日火

経営指針で会社が変わった！
〜日本一の研究開発支援社をめざして〜
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NEW FACE 新会員紹介

  住所変更  　横浜支部　藤田裕信氏（芝浦船用品㈱・代表取締役）
　　　　　　（旧）東京都中央区日本橋浜町 ３−４５− ３ 　（新）東京都港区海岸 ３ −２４−１３

  社名変更  　川崎支部　伊藤　諭氏（弁護士法人ASK・代表社員）
　　　　　　（旧）市役所通り法律事務所　（新）弁護士法人ASK

  名義変更  　横浜支部　福本正儀氏（NPO法人YUVEC・事務局長）
　　　　　　（旧）事務局長　鷹野征雄　（新）事務局長　福本正儀

会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会年 事業概要 紹介者

㈱イズミ産業 執行役員 小菅　正二 横浜　中央地区会 ２０１７年 ５ 月１７日 ケータリング、日本料理（銀
泉亭） 新田英通

オフィス隼 代表 太田　珠樹 横浜　港地区会 ２０１７年 ５ 月１１日 社会保険労務士業、就業規則
作成等 事務局

㈱横浜インダストリー 代表取締役 四戸　正彦 横浜　港地区会 ２０１７年 ５ 月２４日 産業廃棄物処分業 事務局

東横不動産㈱ 会長 板野　哲充 横浜　港地区会 ２０１７年 ５ 月３１日 土地・建物・不動産の仲介及
びコンサルティング 事務局

COPRONA ㈱ 代表取締役 DAO DUY AN たま田園 ２０１７年 ５ 月１２日
日本とベトナムとのビジネ
ス・コンサルティング及び人
材事業

小川　登

㈱ダスキン東横 代表取締役 松日楽　正樹 たま田園 ２０１７年 ５ 月２９日 ハウスクリーニング、お掃除
用品のレンタル、庭木の管理

後藤亜希子
佐藤　慎治

旭工業㈲ 専務取締役 嶋　知之 県央 ２０１７年 ５ 月１６日 カーボン加工 嶋　康之

湘南トレーナーズ
オフィス合同会社 代表 内山　聡 小田原 ２０１７年 ５ 月 ８ 日

フィットネスクラブの運営、
健康セミナー、運動指導者の
派遣・養成等

高橋　拡

※２０１７年 ６ 月 １ 日現在会員数：７７０名（全国会員数：４５,9５9名）

＋１ あすから使えるミニ知識

　先日、弁護士と一緒に取り組んだ相続手続きが完了の
ご報告をお客様にすると、お客様は目に涙を浮かべてい
ました。その案件では、「遺言書」があり、その遺言書は、
「よくあるひな形」を使って、自分で書いた遺言書でした。
お手続きが完了し、お客様のこれからについてご提案を
する際に、遺言書の行間を読み、遺言書の想いを想像し
て、お客様にお伝えし、その想いが伝わったのかなと思
い、こちらも涙目になりそうになることもあるものです。
　さて、法的な文書は、そっけない、冷たい、分かりに
くいといった印象を持つかもしれません。それは、法律
で定められた形式通りに書かないといけない、すでに決
まっている文言があるからだという印象から生まれてく
る感情かもしれません。しかし、遺言書だけではなく、
契約書、各種申請書など、様々な文書には、「形式」を
守るだけではなく、「想い」があるはずです。
　ただ、ネット上を探せば、様々な「ひな形」がありま
す。ひな形は、非常に便利ですし、私たち士業も参考に

藤森行政書士事務所　代表　藤森純一さん（横浜支部中央地区会）

法的な文書を作成する際に
大切なこと

します。しかし、そこに、「想い」を込めることができ
ているでしょうか？専門用語、条文、構成について、未
来を描いてひな形を利用しているでしょうか？
ついつい、「取り急ぎこれでいいか…」になってしまい
がちではないでしょうか？
　想いを込める、想いを読み取ることができるのは、関
係する人たちの姿や行動を見て想像力を巡らせてできる
ことです。さらにそのことは、Mission、Visionなどを
踏まえて契約書などを作成していくことです。士業は機
械的に文書を作成するのではなく、文書に魂を込めると
いっていいのかもしれません。「破いたら血が流れる文
書を作成しろ」と受験生時代に先生方に言われていまし
た。「文書を読み、想いを読み、未来を読む。」遺言書に
限らず、契約書など法的な文書を作成する、チェックす
る際にお客様にお伝えすることです。理念に基づいた想
いを読み取り、未来を予測し、伝えていくことも、士業
の仕事の一つなのです。

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

　広報委員になってそろそろ ２年になります。今年はメンバーも増えて、委員会では各会員が
それぞれの得意分野を活かして、積極的な議論がなされています。この会報誌も大きなリ�
ニューアルを計画していますので、新しい紙面を楽しみにしていただければと思います。
� （LM総合法律事務所　網野雅広）
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彩
時

　
季

７月
文月

（ふみづき）

　（子供達に美味しいお米を食べてもらい、消

費拡大に繋げたい）そんな運動を、同友会の仲

間と何と！音楽を通じて進めています。プロか

ら詞を頂き、私は作曲とアレンジを担当。横浜

のキッズが歌と軽快なダンスをする「お米マン」

はYou Tubeの反応も良く、神奈川新聞特集

面やFM横浜・高知放送でも大きく掲載・オン

エアされました！日本の基本フード「お米とお

茶そして味噌汁」を再考する機会となれれば。。。

いそご法務小竹行政書士事務所
小竹一臣さん（県南支部）

○○じまん！
同友会の

仲間と音
楽を

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！！

㈱エナメディカル
代表取締役 伊藤千明さん
 （相模原支部）

　当店はかながわ未病改善宣言協力店。血行不良
を改善する医療機器によるサポートをしていま
す。企業業績を支える経営者・従業員の健康管理
に社内ヘルスケアをお勧めしています。貴社での
無料体験もお気軽に。
　 ７ ／２８川崎ビジックスでは『温め×メンター
サービス』を出展しますので、ぜひお越しください。

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

着替えのいらない温熱療法サ―ビスゆるり
池上博子さん（横浜支部港地区会）


