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※日程変更の可能性もあります。 e.doyuをご覧下さい。
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病が社長を襲う

Ｘデーを回避しろ！
〜最新トータル・ヘルス・ケア情報〜

もしも、今、社長であるあなたが病気になったら、あなたの会社は大
丈夫ですか？
経営の存続と自社の未来への不安を取り除くためにも、経営者は会社
の業績と同じぐらい自らの健康を守ることが問われています。
かつて成人病と呼ばれていた慢性疾患は、1996年より「生活習慣病」と
呼ばれるようになりましたが、これは「生活習慣が悪いからなる病気」
なのではなく、「生活習慣を変えることでコントロールできる病気」の
ことです。
これら生活習慣病の治療法はめざましい進歩をとげていますが、それ
でも根本的な治療法はまだ確立されていないのが現状です。
そこで、
「治療医学」に対して「予防医学」が注目されるようになっ
てきました。今回は、神奈川県予防医学協会を訪れ、日本産業衛生学会
指導医の竹田 透医学博士にトータルヘルスケアについて伺いました。

日本産業衛生学会指導医

竹田 透 医学博士
産業医科大学医学部卒業。複数の企業の専属
産業医を務めた後、2005年に労働衛生コンサ
ルタント事務所オークス開設。現在、神奈川
県予防医学協会コンサルタントをはじめ、企
業管理のコンサルティングを行っている。

また、信州大学院医学系研究科の能勢博教

生活習慣病のリスクは
遺伝子上にある

筋力をつけることが、
将来の寝たきりを防ぐ

授が提唱している「インターバル速歩」も、

一般的にはまだ十分認知されていません

生活習慣というのは、主に「食事」「運動」

す。 3 分間めいっぱい早歩きして、次の 3 分

が、生活習慣病のリスクは遺伝子上にあるこ
とがすでに分かっています。

「休養」のコントロールを指します。

持久力に加え筋力を高めるのでおすすめで
間はゆっくり歩くことを交互に繰り返す

まず「運動」ですが、一定年齢になってから

ウォーキング法です。 1 日15分歩くだけで、

例えば、日本人は欧米人に比べて糖尿病に

運動を始めようとしても、運動習慣がないと

骨密度の増加や生活習慣病のリスク改善に効

なりやすい遺伝子を持っている人が多いと言

なかなか身に付きにくいので、20代、30代か

果があります。

われています。生活習慣病の多くは、ある一

ら運動習慣を持つことが推奨されています。

定の年齢を超えると表面化しやすくなります

30代後半から40代にかけて血圧やコレステ

が、すでにその遺伝子を持っているわけです

ロールが高くなってから運動習慣をつけるの

から、いつそれが表面化するかというのは個

はなかなか大変です。

男性が我慢している
更年期の乗り越え方

人差でしかなく、しかも、遺伝子を持ってい

手軽な運動方法として、ウォーキングをす

「食事」については、最近は糖質制限が注

るからといって必ずしも表面化するわけでは

る人が多いようですが、今はそれに加えて、

目されています。しかし、自己流だと、逆効

ありません。

ある程度筋肉に負荷がかかる運動も混ぜるこ

果になることもありますので、きちんとした

女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが、

とをお奨めしています。筋肉量を増やすと、

知識を身につけて行うか、専門家の指導の下

将来乳がんになる遺伝子を保有し、乳房切除

高年齢になってからの転倒、寝たきりを防ぐ

で行うことが大切です。

したのは記憶に新しい話です。遺伝子が発現

ことができます。日常的に 1 万歩ぐらい歩き、

するしくみは研究途上ですが、糖尿病や高脂

週に 1 〜 2 回筋トレのような運動や、好きな

専門なのですが、抗加齢医学、つまりアンチ

血症などでは体脂肪率が多い状態だと悪くな

スポーツをするのがいいでしょう。いきなり

エイジングにも興味を持っています。

りやすいということはわかっています。遺伝

は難しいので、まずはプラス2000歩から始め

子をコントロールすることは困難ですが、生

てください。

活習慣をうまくコントロールすることがとて
も重要だと考えられています。

私は産業医で、企業の従業員の健康管理が

加齢に伴って、減ってくるものにホルモン
があります。女性の更年期はよく知られてい

私は加圧パーソナルトレーニングを週 1 回

ますが、男性は20歳をピークに男性ホルモン

受けていますが、神奈川県予防医学協会にも

が減り続けます。その減り方が著しいと「男

パーソナルトレーニングのメニューが用意さ

性更年期」という状態になります。活動性が

れています。

落ちるだけでなく、抑うつ的になる場合もあ
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ります。ホットフラッシュになったり、痛み

友会特別限定企画を用意しました！チラシ参

のしきい値が下がるので、痛みを感じやすく

照）

なり、頭痛や肩こりがひどくなったりします。

最後に、女性経営者の方々に、気を付けて
いただきたいのが、乳がんと子宮がんです。

睡眠の質を高めるためには、朝起きたら太

男性のがんが60代以降に急激に増えるのに対

そのような時には、ホルモン補充療法があ

陽光を浴びるのがおすすめです。睡眠ホルモ

し、乳がん、子宮がんの発症は30代〜40代が

り、改善することが可能です。保険適用になっ

ンのメラトニンは通常夜10〜11時頃に分泌が

ピークです。がん検診を積極的に受けていた

ているのは注射薬だけなので、 2 〜 3 週間に

始まり、太陽光の中のブルーライトに当たる

だきたいです。

1 度打つ必要がありますが、保険適用外で、

と止まります。寝る数時間前からはブルーラ

発がんの大きなメカニズムの一つに酸化が

塗り薬やパッチ薬もあるので、安定したホル

イトが出るスマホの使用を避けた方が良いで

あります。体内に活性酸素ができると、これ

モン補充が可能です。また、筋肉量を増やす

しょう。寝る前のパソコンの使用も、脳を活

が遺伝子を傷つけ、発がんにつながることが

と男性ホルモンが増えると言われていますか

性化させてしまうため、睡眠の質を悪くさせ

あります。ですが、活性酸素ができても、す

ら、筋トレもおすすめです。そして、タンパ

ます。

ぐに抗酸化物質でその働きを抑えれば、発が

ク質とアリシンをしっかりとると男性ホルモ

また、精神的な負荷がかかって脳が活動的

ンの分泌が増えるというデータもあります。

になっていたり、ストレスがかかっている時

メンタル的にきつい時は、良質なたんぱく

は睡眠の質が悪くなるので、寝る前にリセッ

質をとって、玉ねぎやニンニクの辛み成分で

トするのがおすすめです。リセットの方法と

ります。ビタミンC

あるアリシンをとる。例えば、焼き肉を食べ

しては、ぬるめのお風呂にゆっくり入ったり、

質はたくさんあるのですが、ビタミンC

るのはいいですね。タンパク質とニンニクで

昼間使わない感覚を使うのがおすすめです。

価格が安いので、手軽に摂取できるのが利点

男性ホルモンが増えるし、かつ「幸せホルモ

例えば、ノンカフェインのハーブティを飲む

です。水溶性ビタミンなので、取りすぎても

ン」と呼ばれるセロトニンの原料になるアミ

とか、ゆったりとした音楽を聴くなどです。

問題がないのも大きなメリットです。

んのリスクはかなり下がることがわかってい
ます。
その抗酸化物質の一つに、ビタミンCがあ
のほかにも、抗酸化物
は

ノ酸「トリプトファン」が牛肉にはたくさん
入っていますから。
20〜30年前までは、動物性脂肪は控えた方
が良いと言われていましたが、今、日本人の

ビタミンC等の抗酸化物質が、
癌の発現を抑制する

食事摂取基準のコレステロール値の上限は撤
廃されています。逆に、高齢者の筋肉量不足
が問題になってきています。
タンパク質の摂取には、鶏肉・豚肉・牛肉
をバランスよく食べるのがおすすめです。そ
れぞれに微量しか入っていない異なる物質が
あるからです。

まずは睡眠とストレスの
評価から始める

働く人の健康を支援をする
神奈川県予防医学協会
〜経営者・従業員の健康管理はこちらに！〜

公益財団法人
神奈川県予防医学協会
専務理事

根本 克幸氏

事業者は、従業員数が常時50人を越えた日から14日以内に産業医を選任しなけれ
最後に、「休養」ですが、特に経営者の方々
は休養をきちんととることが、なかなか難し

ばならず、選任したときは遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならないと、労働安全衛生法により義務付けられています。

いようです。休養は、仕事との精神的な距離

人々の心と身体の健康を目的に、健康に暮らす環境を作る総合支援活動を展開す

をしっかり持てる時間を確保することが、と

る「財団法人神奈川県予防医学協会」では、「母子保健」、「学校保健」、住民の健康

ても大切です。

診断やがん検診などの「地域保健」・「個人検診」に加えて、働く人々の健康を支援

休日出勤は、たとえ数時間だけでもそのた

する「産業保健」など、公益性のある活動を展開しています。

めの準備をしたり、スケジューリングを立て

さらに、今年 7 月、横浜市経済局健康経営支援拠点モデル事業として、横浜市金

たりすることになるので、残りの時間は休養

沢区内の中小企業の健康経営の普及・促進を支援する「ＬＩＮＫＡＩ横浜金沢ウエ

になっていません。少なくとも週に 1 日ぐら

ルネスセンター」をオープンしました。

いは仕事から距離を置ける日を作ることを心

ここでは、健康経営のヒントとなる「経営者のための健康セミナー」を毎月開催
するほか、産業医や保健師による、社員の健康管理に関する「健康相談」
（初回無料・

がけたいものです。
また、
「休養」で大切なのは、
「睡眠」です。
まずは、自分の睡眠を評価することから始め
てみてはいかがでしょう。私は「SLEEP
BETTER］というスマホアプリを利用して評
価しています。そのほかにも、神奈川県予防
医学協会の「ライフスタイルチェック」で利
用しているウエアラブル端末もあり、こちら

事前申し込み制）や、1 週間で自分の生活習慣がわかる「ライフスタイルチェック」
（事前申し込み制・10月より募集開始）などを展開しています。
その他、産業医や労働衛生コンサルタントによる健康支援、作業環境測定士によ
る職場環境調査、運動・栄養指導、個人のニーズに合わせたテーラーメイドの健康
診断も実施していますので（有料）、神奈川県内の企業の「保健相談室」として、
気軽に便利に利用できそうです。
産業医の派遣・利用についても、様々なプランを用意して相談にのっていただけ
ますので、お気軽にご相談ください。

は腕に着けて眠るので、より精度の高い評価
が得られます。これは、横浜市立大学医学部
特任名誉教授の杤久保

修医師が監修して製

■神奈川県予防医学協会
横浜市中区日本大通58 日本大通ビル

■LINKAI横浜金沢ウエルネスセンター
横浜市金沢区鳥浜町13− 7

作したもので、 1 日の消費カロリー、睡眠の
質やストレスの量を「見える化」し、最終的

★ご相談窓口 ０１２０−００６−８６４

に医師が評価してくれる優れものです。（同
〈取材・文／（有）マス・クリエイターズ
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特集：病が社長を襲う

歯科医院は、治療する場所だと思っていませんか？

口腔ケアで、
肺炎のリスクが40％低くなる
2001年の歯科調査により口腔ケアをすると肺炎のリスクが40％低くなるこ
とがわかりました。これにより「口腔の健康が全身の健康」と考えられ、予
防歯科医療が注目されるようになってきています。
歯の痛みを感じ歯科医院へ行くのではなく、床屋で髪を整えるように、日
頃の習慣として歯科医院でプロフェショナルによる口腔ケアを受けることが
重要です。
そこで、「おおかめ歯科クリニック」院長大亀 泰久氏に、歯科医師の目
線から経営者自身の健康管理と健康維持についてお話しを伺いました。

経営者自身の健康管理は
経営の一つ
経営者の背後には、従業員やその家族、取
引先、事業継承など経営者自身が資産であり
資本でもあります。
「だからこそ、自身が倒

か一方が欠けても健康維持は進みません。」
と、大亀院長は語ります。

大亀 泰久氏
おおかめ歯科クリニック院長
日本大学歯学部卒業、日本大学院歯学研究科
卒業、郡山・奥羽大学解剖学教室助手
1994年 9 月おおかめ歯科クリニック開設

んだ方はラッキー！！
今すぐ、歯科医院へ。

“歯磨きは命磨き”

です。口腔ケアで元気に働ける健康寿命（平

歯周病が、糖尿病や脳梗塞に
影響していた！

れたときのリスクを想定し健康寿命を見積も

中でも、注意したいのが歯周病です。歯周

り、事業計画に健康管理を入れて欲しい」と、

病はサイレントキラーといわれ自覚症状がほ

大亀院長は語ります。

均寿命−約10年）を延ばしましょう。

自分に合う歯科医院を
見つける方法

とんどなく「歯がぐらぐらする？」と感じて

最近は、コンビニの数ほど歯科医院が多い

人間ドックだけではなく、定期的に歯の

から 3 か月位で歯が抜けることもあり、顎の

時代ですが、では、自分に合った歯科医院は

チェックを行い、自分の健康状態を知り早め

骨を溶かしてしまう怖い病気です。歯周病の

どうやって見つければ良いのでしょうか？プ

早めに対応していくことが大切です。

基となる歯周病菌の栄養源は血液、口腔内の

ロ目線で教えていただきました。

プロフェショナルケアを受ければ、歯ブラ

出血（傷口）から血流にのって全身を巡り悪

シの処方からブラッシング方法まで自身に

さをします。糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞、脳

あったセルフケアを教えていただけるので、

血管疾病、認知症など全身に影響が及びます。

歯科医院のホームページで情報を収集

歯ブラシ選びに無駄な時間やお金を費やすこ

口腔ケアをすることで糖尿病の値が良くなっ

知り合いに聞く、口コミ情報はかなり重

となく、コスパ的にもお得です。

たという結果報告もあります。

「プロフェショナルケア（歯科医院）とセ

歯周病は進行を抑えることはできても元の

ルフケア（自身）は車の両輪と同じ。どちら

状態に戻すことはできません。この記事を読

1 ）情報収集

要だそうです。
2 ）受診して
歯科医師より自身の口腔内の状態をわか
りやすく説明されているか？
ここだけの話、相性が合わなければ他の
医院を探すこともありです。
おおかめ歯科クリニックでは、細菌（歯周
病菌）を相手にしているとの認識により、滅
菌、消毒など最新の注意を払い院内環境を整
えています。また、
「自分とかかわった患者
さんと最後までお付き合いしたいと！」とい
う思いから地域包括センター（高齢者のため
の“よろず相談所”的な性格を持つ）との連携
を積極的に行っています。

〈取材・文／一般社団法人ウーマンサポートプロジェクト 田邉洋子〉
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特集：病が社長を襲う

お酒に頼らず、元気に働く！

こころのセルフケア
3 つのポイント
こころの健康は、体の健康と同じで、自分でケアすべきものです。代わ
りがいない経営者は、倒れてしまうと一大事。元気に働くため、セルフケ
アの 3 つのポイントをお話して頂きました。
縁ʼs project

ポイント 1

睡眠

アンケートでは、働く人の約90％の人に相
談できる人がいて、その内約85％の人が実際

経営者は、休みなく働いている人が多いで

に悩みを相談しているそうです。相談する事

すね。それに、お酒を飲む機会も多いです。

の一番の利点は、問題が解決しなくても、気

一般的には、睡眠 5 時間以下の日が 2 週間続

が楽になる事。同友会は、相談できる人を作

くと、心身に影響が出ると言われています。

りやすく、良い会です。気軽に相談し合える

大切なのは、目覚めた時の自分の感覚です。
すっきり目覚めたか、ちょっと疲れが残って

睡眠不足が続くと、遅刻、欠勤、ミスが多
くなり、会話は少なくなり、挨拶もしなくな

（一社）日本ストレスチェック協会の”不安
とストレスに悩まない 7 つの習慣”に出合
い、2016年に「横浜で働く人を元気に！」と、
起業。ストレスマネジメントやコミュニ
ケーションの講座を開催。企業での研修も
提案している。

人を作りましょう。会社でも、話し合える環
境を作ることが大切です。

いるか、まだまだ寝たりないのか。この 3 つ
のうち、どれでしょうか？

疋田 奈緒美氏

けられた方も、話す事によって気が楽になる
かもしれません。

ポイント 3
ストレス反応を知る

ります。身だしなみにも影響します。自分で

ストレスは、精神、身体、行動の 3 つに現

気が付くのは難しいですが、社員にそういう

れます。これがストレス反応。イライラした

人がいたら、声を掛けるのが大切です。

り怒りっぽくなるのは精神、胃が痛いは身体。

最後に、ストレス自体に良い悪いはありま
せん。人の感じ方や状況で違ってくるものだ
と理解してください。

疲れたこころのリフレッシュ法

お酒は飲みすぎると睡眠に影響しますし、

会話が減ったり身だしなみが乱れるのは行動

体と同じ、こころも疲れます。マラソンで

スマホは寝室には持ち込まないようにするの

です。行動の変化が、一番わかり易いですね。

は、喉が渇く前に給水ポイントで補給します。

が良いでしょう。寝る直前までスマホやパソ

ストレスは、自分はどういう状態になった時

こころも同じ、疲れ切る前にリフレッシュす

コンを操作するのはやめましょう。

に、どういうストレス反応がでるのかを知っ

る事が大事です。

ておきましょう。

ポイント 2
相談できる相手を持つ

仕事から離れる時間を作り、趣味や好きな

自分の行動より人の行動の方が気付きやす

事をする時間を意識的に取りましょう。自分

いですね。部下の行動に思い当たることがあ

へのご褒美として、半日でも良いので、しっ

れば、「どうしたの？」と声掛けを。声を掛

かり休みましょう。
リフレッシュするには、五感（味覚、視覚、
臭覚、触覚、聴覚）、時間、空間を使うとリ
フレッシュしやすいです。私のセミナーでは、
みんなで好きな事を書いて貼り付ける、とい
うワークを行なっています（写真）。このワー
クを含め、リフレッシュするコツとして、
“不安とストレスに悩まない 7 つの習慣”をお
話しています。好きな事をする、構える、区
切る、捨てる、身体を動かす、書く、新しい
出会いを求める、の 7 つです。
最後に、好きなことを出来なくなってきた
ら要注意。大事に至る前に早期発見、セルフ
ケアを！

〈取材・文／有限会社 明和企画 野垣博文〉
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関 東 甲 信 越 青 年 経 営 者 フォ− ラ ム

in 神奈川

去る 7 月21日、横浜産貿ホール 1 階のマリ

というのは、やはりこの規模のイベントなら

なる盛況ぶりでした。二次会ではお酒もすす

ネリアで第 5 回関東甲信越青年経営者フォー

ではの光景です。わざわざ土曜日に神奈川ま

み、さらに熱い議論やさらに深い交流がなさ

ラムが開催されました。北は秋田・岩手、南

で集まってくる仲間たちですので、そこかし

れ、三次会・四次会と繰り出していった参加

は沖縄から400名を超える参加があり、「ミニ

こで熱い報告に負けない熱い討論が行われて

者もいたようです。

青全交」と呼ぶにふさわしい規模のイベント

いました。

となりました。

今回のフォーラムは、神奈川では初めての

熱い報告、熱い討論の余韻を残したまま突

開催ということで集客や運営に不安な面もあ

経営実践報告を行ったのは千葉同友会の柏

入した懇親会は非常に盛り上がりました。特

りましたが、いずれも杞憂であり、大成功の

原秀輝氏でした。ぶっきらぼうなようでいな

に、各都県から女性経営者を代表として行わ

裡に終わることができました。参加者の方た

がら、その裏に社員への愛情や信頼が見え隠

れたアームレスリング大会は、司会のアナウ

ちの評判も良く、「神奈川同友会ここにあり」

れするとても熱い報告を聞かせてくれまし

ンスが聞こえなくなるほどの盛り上がりを見

ということを示せたのではないかと思いま

た。「まずやってみる」という姿勢に刺激を

せ、報告やグループ討論以上の熱い闘いの末、

す。これもひとえに集客や運営に多大なご協

受けた経営者は多かったことと思います。

見事に尾串さん（群馬代表）が優勝しました。

力をいただいた各支部の皆様、そして、休日

その熱い報告を受けて行われた60を超える

懇親会のあとの二次会も、当初は参加人数が

にもかかわらず総出で業務を行ってくれた事

グループでのグループ討論はまさに「壮観」

少ないのではないかと懸念されていました

務局の皆様のおかげです。改めて御礼申し上

の一語でした。これだけ多くの経営者が一堂

が、蓋を開けてみれば155名もの参加があり、

げます。

に会し、一つのテーマに沿って議論をする姿

会場となった北京ⶎ鴨店の 2 階がいっぱいに

■中島部会長 青年部VISION唱和

■水口代表理事あいさつ

関東甲信越青年経営者フォーラムin神奈川が大盛会となりましたことを同友の皆様に厚く御礼
申し上げます。これはひとえに皆様の強力なお力添えがあったからこその大盛会、大成功だった

〈文／LM総合法律事務所

網野雅広〉

■報告者の柏原さん（千葉同友会）

次のフォーラムは長野です

と思っています。関東甲信越青年経営者フォーラムを神奈川でやりたい！全国の同友会を感じら
れる強い刺激と濃い学びの場を創りたい！私のこの想いを理解し汲み取ってくれた青年部の皆
様、代表理事はじめ理事の皆様、各支部長をはじめとした各支部の皆様、そして事務局の皆様が
本当に多くのことに協力し、支えてくださいました。本当に有難うございます。当日の実行委員
長謝辞でも述べさせて頂きましたが、このフォーラムを通過点として神奈川同友会が前進してい
くことがフォーラムの本当の成功です。そのために青年部が全体の底上げに貢献できるよう各支
部の皆様との繋がりをより強めていく必要がありますので、今後とも宜しくお願いいたします。
また、今回のフォ−ラムは県内のみならず、県外からの多くの同友とも繋がる機会でした。繋
がった縁を強めに今後の全国大会や他県の例会にも積極的に参加する方が増えるというのも
フォーラムの成功のうちの一つです。全国大会はフォーラムの何倍も大きく熱い学びの場です。
ぜひ、全国に拡がる同友会の学びも味わいに行きましょう。結びになりますが、皆様に改めまし
て厚く御礼申し上げます。本当に本当に有難うございました。

石渡実行委員長（右）
から竹内実行委
員長
（長野同友会）へ引継ぎ

関東甲信越青年経営者フォーラム in 神奈川 実行委員長 株式会社 総合環境分析 常務取締役 石渡 壮
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おだわら経営カンファレンス
注目度 NO.

1

躍進する小田原支部が内外に向けて発信する

小田原経営カンファレンス開催

NHKドラマ「マチ工場のオンナ」のモデルとなった、 小田原支部 支部長
小林淳一氏
諏訪貴子社長がやってくる！
㈱アシスト・ワン

そこで、今回は地域の経営者の方々に広く同友会を
知っていただくために、金融機関や他団体等にも協力を
要請し、同友会活動を認知して頂くと共に会員増強の
きっかけ作りのひとつとして「小田原経営カンファレン
ス」を企画・開催する事にしました。
講師の諏訪貴子氏には、「中小企業の人材育成、社内
改革」について、お話しいただきます。新しい社風を築
き上げた手法、挫折、対策など、なかなか聞くことがで
きない話を伺える稀少な機会となりますので、ぜひご参
加ください。
小林支部長から「会場の大きさの都合上、参加人数に
限りがありますので、早めにお申し込みください」とい
うメッセージをいただきました。

神奈川県中小企業家同友会事務局

●お問い合わせ

会員増強に伸び悩む各支部を尻目に、ここ数年、飛躍
的に会員数を伸ばして注目の「小田原支部」が、 9 月21
日、ＮＨＫドラマ「マチ工場のオンナ」のモデルとして
一躍有名になった「ダイヤ精機株式会社」代表取締役・
諏訪貴子氏を講師に迎え、「小田原経営カンファレンス」
を開催します。
西湘支部から「小田原支部」に名称変更して、3 年目。
西湘支部時代から通算10年目を迎える小田原支部は、今
期「株式会社アシスト・ワン」の小林淳一社長を支部長
に迎え、新たな展開を始めました。
小田原支部では、これまでも「 6 人組」という独自の
小グループ活動で、より密度の濃い勉強会を開催し、会
員間の連携を深めてきましたが、地域での同友会認知度
がまだまだ低いことが課題でした。

代表取締役

☎０４５︵２２２︶
３６７１
お申し込みは
e.doyu
ホームページ
で
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申 し 込

み

□□□

は申し込み

□□□

は報告

※スマホ未対応です

横浜支部＆横浜港支部例会

申込みはコチラ
▼

相模原支部
（東京同友会町田支部・八王子支部合同）

申込みはコチラ
▼

9 月19日
（水）午後 6 時15分から
場所：HOTEL PLUMM 横浜
テーマ：何処でも起こる！想定外の危機・難題
〜今まさに苦闘する経営者が挑む○つのピンチ脱出作戦〜
報告者：㈱アートプロジェクト 代表取締役 中村暢宏氏
参加費：無料（懇親会別途）

たま田園支部

申込みはコチラ
▼

場所：高津市民館
テーマ：自社PR交流会
参加費：無料（懇親会別途）

午後 6 時00分から
9 月21日（金）

申込みはコチラ
▼

場所：ミューザ川崎シンフォニーホール
テーマ：あわわわ！ 会社が大ピンチ！
さぁ、あなたならどうする？
〜ママさん経営者の奮闘日記〜
報告者：㈱アワフル 代表取締役 緒方和美氏
参加費：無料（懇親会別途）

場所：小田原市民交流センターUMECO
テーマ：「中小企業の人材育成、社内改革」
講師：ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪貴子氏
参加費：3,000円（懇親会別途）
▶その他セミナー

同友会を知る為のオリエンテーション

申込みはコチラ
▼

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：エヌ・エイ・アイ㈱ 代表取締役 伊藤秀司氏

午後 6 時30分から
9 月12日（水）
場所：神奈川中小企業センタービル13F
テーマ：経営実践報告
報告者：㈱テラサポート 門倉侑美氏
会費：500円（懇親会別途）

申込みはコチラ
▼

第 8 期経営基礎講座

9 月19日
（水）午後 6 時30分から
場所：大和市文化創造拠点シリウス
テーマ：（仮）経営実践報告
報告者：㈱ソアー 代表取締役 中島賢太氏
参加費：無料（懇親会別途）

9 月28日
（金）午後 6 時30分から
場所：横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか）
テーマ：ダイバーシティが生み出す宝物
〜23人総活躍会社を目指す我社の取組み〜
報告者：㈲川田製作所 取締役副社長 川田俊介氏
参加費：無料（懇親会別途）

申込みはコチラ
▼

青年部会

場所：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：テーマ：みんなにも役立つ経営上のわたしの気付き
〜障がい者と共に働いて気付いたこと、学んだこと〜
報告者：一般社団法人AOH 代表理事 伊藤紀幸氏
参加費：無料（懇親会別途）

県南支部

申込みはコチラ
▼

午後 6 時30分から
9 月26日（水）

9 月18日
（火）午後 6 時30分から

県央支部

申込みはコチラ
▼

おだわら経営カンファレンス

9 月20日
（木）午後 6 時30分から

湘南支部＆ダイバーシティ委員会
合同例会

場所：ソレイユさがみ（セミナールーム 1 ）
テーマ：ワンピース経営2018
〜気づけば人が生かされる経営〜
報告者：鳴海禎造氏 glaﬁt㈱ 代表取締役
㈱FINETRADING JAPAN 代表取締役
参加費：無料（500円／懇親会3，000円）

小田原支部

9 月14日
（金）午後 6 時30分から

川崎支部

午後 6 時30分から
9 月26日（水）

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

1．タイトル：企業の商売力を強化する基礎講座
2．受講対象
①社長／経営幹部／幹部候補の皆様
②将来、会社を継いで社長になる方（後継者）
③独立して事業を始めようと思案されている方
3．開催概要
①コース：全 7 回／定員30名
②日時： 9 ／13〜11／ 8 の木曜日（予定）全 7 回 14時30分〜
16時30分（17時まで相談会開催）
③場所：神奈川中小企業センタービル 6 階大研修室（予定）
④主催：神奈川県中小企業家同友会
⑤参加費：（参加費は請求書を発行させていただきます）
同友会会員 1 名 15，
000円（全 7 回）
会員外 1 名 20，000円（全 7 回）
スポット参加は 1 名 1 講座につき3，000円
4．
申込お問合せ：事務局まで TEL：045-222-3671
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【内容】
第 1 講座：日本でいちばん大切にしたい会社から学ぶ、伸びる
組織とは（ 9／13）
・失敗から学んだ組織の大切さ
・伸びる組織に変える方法
・エイチ・エス・エーの組織経営の実践紹介
講師：㈱エイチ・エス・エー 代表取締役 田中 勉氏
第 2 講座： 会社の業績を伸ばす実践手法（ 9 ／20）
・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

報 告

・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
※終了後17時まで相談会を開催
第 3 講座： 社員の心に火をつける労務管理（ 9 ／27）
・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
※終了後17時まで相談会を開催

□□□

は申し込み

□□□

は報告

※スマホ未対応です

横浜支部＆横浜港支部合同例会

報告はコチラ
▼

7 月13日
（金）

報告はコチラ
▼

7 月13日
（金）

報告はコチラ
▼

7 月23日
（月）
場所：川崎市産業振興会館
テーマ：目からウロコ『経営指針にこんな使い方
があった！！』〜嵐の中の大海を乗り越える答えは、
経営者の心の叫びと初心にあった！〜
報告者：渡部重機㈱ 代表取締役 渡部典行氏

湘南支部

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

7 月25日（水）
場所：海老名商工会議所
テーマ：仕組み作りで誰もが働ける会社を目指す
〜様々な試練で気付いた我が社の働き方改革〜
報告者：㈱カナテレ 代表取締役 竹中良成氏
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報告はコチラ
▼

場所：プロミティふちのべビル
テーマ：同友会の活用法、全てお伝えします！
〜現役の経営者が語る、同友会の面白さとは…！
？〜
報告者：㈱ＣＦＰ 代表取締役 本庄浩義氏

小田原支部

報告はコチラ
▼

7 月24日（火）
場所：おだわら市民交流センターUMECO
テーマ：自社の現状と課題を語る
報告者：㈱箱根観光旅館協会 専務取締役 桜井昭弘氏
㈱中商 代表取締役 中村裕一氏
㈱しきさい館 代表取締役 峯尾生恵氏

▶その他セミナー

第 5 回関東甲信越青年経営者
フォーラムin神奈川

報告はコチラ
▼

会場：横浜産貿ホール マリネリア
テーマ：「現在を守り 明日を創り 未来に挑む」
報告：㈱BRAST 代表取締役 柏原英輝氏（千葉同友会青年部会長）

場所：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：人は変えられない。自分が変わる。
〜経営者を含めた共育ちとは！？〜
報告者：㈱FCC 代表取締役 深澤正司氏
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相模原支部

7月21日
（土）

7 月17日
（火）

県央支部

場所：横須賀市産業交流プラザ
テーマ：「変化する経営の姿！」
〜雇用型のA型事業所から工賃式のB型事業所へ〜
報告者：㈱まちふく 代表取締役 田中博士氏

7 月12日（木）

場所：麻生市民館
テーマ ：「ダイバーシティ経営入門編」
〜多様な人材活用で更なる企業発展を！
！〜
報告者：川崎若者就労自立支援センターブリュッケ
センター長 青池昌道氏
一般社団法人働くしあわせプロジェクト
代表理事 石田和之氏
㈱フェアスタート 代表取締役 永岡鉄平氏
NPO法人ユースポート横濱 理事長 綿引幸代氏

川崎支部

報告はコチラ
▼

7 月27日（金）

場所：HOTEL PLUMM 横浜
テーマ：社員が自ら考えたルールで売上1600万円UP！
〜社員をやる気にさせ経営理念を浸透させる橋本式しくみづくり〜
報告者：㈱吉村 代表取締役 橋本久美子氏（東京同友会会員）

たま田園支部・ダイバーシティ委員会共催

県南支部

申し込みはコチラ
▼

広報誌
記念誌
… etc
機関紙

〒236‑0004 横浜市金沢区福浦 2-1-12
784-6902
TEL
（045）785-1700 FAX（045）
株式会社 神奈川機関紙印刷所

会員訪問
http://hattatsu-support.or.jp

一般社団法人 発達障害者就労サポート協会
おのむら よしこ

代表理事／臨床心理士

隠村 美子さん（横浜支部北地区）

優しさ、穏やかさが会った瞬間に伝わってくる隠村さん。就労を希望している全ての人が幸せに働
ける企業に出会えるよう細やかなサポートをしています。「差し伸べる手を握ってくれた、その手
を離さない。幸せになる所に繋げていきたい」と臨床心理士の立場からも一人ひとりに寄り添って
支援。心理学を学ぼうと大学に入学したのは２８歳の時。お父様の死がきっかけでした。卒業後川
崎市の保育園で心理職として多くの子どもに関わり、今、中学校のスクールカウンセラーも務めて
います。写真の隠村さんの手元にあるのは夢中になっている趣味の折り紙です。
（訪問取材／ゲートプランニング 堤 由里恵）

NEW FACE 新 会 員 紹 介

会社名

社内役職

星野治療院

代表

会員名

星野 直志

所属支部

横浜 港地区会

入会日

事業概要

紹介者

2018年 7 月20日

企業への訪問施術、ヘルスキーパー導入の
コンサルティング、治療院経営

坂巻健一郎

㈱アベーユ

代表取締役

花元あゆみ

横浜 港地区会

2018年 7 月26日

飲食店経営

浅場渉美

㈱ウイングシステム

代表取締役

長谷川忠志

横浜 北地区会

2018年 7 月 2 日

ソフトウェア業

事務局（HP）

たま田園

取扱説明書をはじめとする各種ドキュメン
2018年 7 月11日
トの翻訳及び制作

池田弘美

湘南

2018年 7 月17日

レストラン営業・給食・診療所共同経営

菅野恒宏
事務局
星山忠俊

㈱マインドウェア

係長（後継者） 大塚

㈱F.T.K

代表取締役

陽介

花里まどか

㈱現代企画

代表取締役

田中 伸彦

県央

2018年 7 月 5 日

障がい者支援事業、就労移行支援・放課後
デイサービス・児童発達支援事業所

Sonic Works

代表

小田 高行

相模原

2018年 7 月30日

建築防水、塗装、内装リフォーム

2018年 8 月 1 日現在会員数：782名（全国会員数：46,317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

フェイスアップ 代表 入江郁日（たま田園支部）
旧 224−0021 横浜市都筑区北山田 2 −14−16− 2
新 225−0003 横浜市青葉区新石川 1 −16−25 A−201
㈲シールTOP 片岡宗和氏（たま田園支部）
旧 216−0001 川崎市宮前区野川3526− 1 フォーレストヒルズ201
新 216−0003 川崎市宮前区有馬 5 −18−22 有馬マンション 1 F
電話：044−863−9090
FAX：044−863−9091
代表者変更

㈱テクニカルエンジニアリングサポート 代表取締役 奥岡彰（相模原支部）
旧 ㈱テクニカルエンジニアリングサポート 常務取締役 奥岡彰
新 ㈱テクニカルエンジニアリングサポート 代表取締役 奥岡彰

編集後記
今月号は、健康をテーマに取り上げまし
た。何をするにも身体が資本です。夏から
秋への季節の変わり目には、特に健康管理
が大事です。毎年 1 回は必ず、健康診断で
身体をチエックし、会社経営に専念できる
身体づくりを心掛けたいものです。
本田社会保険労務士事務所
代表

本田

新市
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