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次の時代に向けた新たな１歩
となる経営研究集会に
〜第１８回経営研究集会を１１月１２日に開催！〜
三重同友会の第１８回経営研究集会の開催
概要が、各支部から選出された実行委員のも
と企画されています。
今回の経営研究集会は北勢支部の主管設営
のもと、
「生き残り」から次の段階へ進み「新
たな時代」の流れに対応した企業づくりが求
められる中で開催されます。
環境・介護といった 新たな 分野 の発展 や、
大企業の合併や撤退など、日々社会や経済環
境は目まぐるしく変化しています。この時代
の変化に対応し、企業も変わっていかなくて
はなりません。今回の研究集会は県のテーマ
である「次の時代に向けた変化の一歩を踏み
出そう」を受けて、現在の経営課題に対して
真正面から取り組み、時代から求められる企
業・経営者を目指し、自ら実践し地域や社会
から求められる企業づくりへの機会とします。
そのため記念講演では過疎高齢化の山奥か
ら新たなビジネスを生み出して地元に根ざし、
社会から求められる企業となっていく上での
経営者の考え方や役割について学びます。詳
細については随時ご案内してまいります。ご
多忙の中とは存じますがぜひ今からご予定く
ださい。

第１８回経営研究集会開催要項
日時：平成２２年１１月１２日（金）
会場：ロワジールホテル四日市
記念講演講師：横石知二氏
（株）いろどり 代表取締役
参加費：無料
（但し懇親会参加費：６，０００円）
内容
（受付：１３：００〜）
分科会
（１３：３０〜１６：２０）
記念講演 （１６：４０〜１８：１０）
懇親会
（１８：２５〜２０：００）

実行委員メンバー（敬称略）
実行委員長
主管支部長
実行委員
桑名支部

佐藤博之 （株）日永屋
月城熙城 （株）東海環境サービス

北勢支部

岡本浩延 （株）岡本總本店
川島勝士 （株）スタッフブリッジ

中勢支部

伊藤

伊賀支部

西岡直人 （株）東洋ハウジング
味岡康弘 （株）パソピア

南勢支部
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市田淳一 （株）東海テクノ
門井恵介 東海運輸建設（株）

朗

Ｆ・テクノ（有）

安藤茂樹 （有）アンドウセンイ
玉木義裕 （有）大玉溶材

≪支部例会だより≫

南勢支部 ・尾鷲グループ合同例会

テーマ
『地域活性化について考える意見交換会』

中勢支部７月例会

テーマ
『我社を取り巻く経営環境の変化と
その戦略』
報告者

事例報告 「
集客交流促進事業への取組」
〜世界遺産 （
熊野古道）登録から
「
夢古道おわせ」の立上げとその役割〜

藤川 勝彦氏
旭鍍金 （
株） 代表取締役

報告者 伊東将志氏 尾鷲商工会議所課長補佐
（
株）熊野古道おわせ 店長

今回の例会は中勢支
部会員の旭鍍金株式会
社、藤川勝彦社長にお話
していただきました。藤
川氏の人柄もあり、率直
に今までのこと、これか
らのことを語っていた

去る７月２０日に尾鷲グループと南勢支部の合同
例会が行われました。今回の合同例会は、今年度の
南勢支部方針である他支部や他地域を訪問し交流を
図り、他支部の活動や地域性などを学ぶ。また新た
な交流の中から刺激やヒントを得ることを目的とし
て開催しました。
冒頭にはそれぞれ自己紹介をし、その後尾鷲商工
だく時間になりました。
サラリーマン社長誕 会議所課長補佐の伊東将志氏より、熊野古道の世界
（藤川氏）
遺産登録から「夢古道おわせ」の立上げと集客促進
生、受託と決意、その
ミッション、苦悩と理解、環境の変化とその戦略、と を図るこれまでの取組・現状について報告頂きまし
いう濃い内容で、後継問題で悩む皆さんにとっても た。世界遺産熊野古道の影響をはじめ、温泉施設の
事業承継は切実な問題であり、こうした「結果を出 併設やランチバイキングまた尾鷲ブランドの創出開
「夢古道おわせ」は現在年間
せる後継社長」を持つことができたら、という思い 発などの活動成果から、
２０万人の観光客が訪れるまでの施設となっていま
を持たれた方が多かったのではないでしょうか。
す。報告後には参加者全員で尾鷲の活性化事業につ
自分のミッションを、
いて意見交換を行ないました。
１、三代目にバトンを渡す事
尾鷲は、尾鷲桧・海洋深層水・熊野古道センター・
２、個人商店から会社組織へ転換すること
尾鷲物産品の販売所・温泉施設・魚介類など自然の
３、事業ドメインから逸脱しないこと
というオーナーでも難しいことを信念とし、それを 恵みがたくさんある町です。しかし尾鷲では、過疎
次々に実現し、会社と社員を守っている姿に感動し 化が深刻な問題になり、少子高齢化も伴って限界集
落に認定されています。こうした中で尾鷲市と市民
ました。
それに加え、社長を継がれて１０年の間の経営環 たちで話し合いが持たれ、過疎化ストップに向けて
様々な活動がされています。意見交換の中では伊勢
境の変化も激しく、縮小する国内需要の中で、グ
ローバル価格での納入を求められだした昨今、どう 志摩の話にもなり、相互にとってよい意見交流会に
なりました。その中で、やはり地域活性化において
もまず我々企業が元気になること、そして地域に対
する企業提案が必要だという意見がありました。
松下製材（有）山口浩典

対処しているのか、詳しく聞きました。
対処方法として、
１、ターゲットの絞り込みとＱＤＣ
２、技術開発
とされ、専門的なことはわかりませんが、これらの
ことに積極的に資金と人を投入されている様子がう
かがえ、我々も考えるところは多くありました。
環境の変化を好機と捉え、地域社会の中で生き
残っていける会社にする為に将来に向けての投資を
行うことを改めて決意した次第です。
キャリアフェイス 山口友美
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新会員のご紹介（敬称略）

●シリーズ「同友会と私」第３３回
まえだ

「同友会と私」
サンユー技研工業（株） 梅本典男
同友会に入会して今
年で １９ 年 に な り ま
す。
弊社は自動車用エン
ジンの金型を製作して
いるのですが、お客さ
まが 遠方 で あ る こ と
と、他の団体に属する
こ と も な か っ た の で、
（梅本氏）
他の地元経営者と会う
機会もあまり有りませんでした。当時、会社
を引き継いで一年ばかりで、経営者としてま
だうろうろしていたとき同友会に出会いまし
た。
入会してみると、個性の強いメンバーが多
く、経営感覚の違いに刺激が有り、新しい出
会いのすべてが新鮮でした。中勢支部は津、松
阪地区 の会 員に て構 成されているのですが、
考え方・物の見方は、ずいぶん地域色が有り
違います。長年出席した幹事会で、松阪の方
の斬新な意見を多く聞くことができ、楽しく
有意義な時間が持てたことを今も感謝してい
ます。
一昨年、北勢の例会に飛び入りで二度ほど
参加しましたが、バズセッションの時の会員
の若さ、元気さにはびっくりしました。中勢
支部も世代交代の時期に来ているのではと痛
感しました。これは同友会だけではなく、中
勢地区 の各企業 も同 じではないでしょうか。
たくさんの人と出会った同友会は楽しかった
ですが、今後は若い同友会に期待しています。
今後の同友会のますますの発展には、若い力
で《元気で・力のある同友会の例会》を維持
していって頂きますよう期待しています。
楽しく意義のある同友会にこれからも積極
的に参加していきたいと思っています。
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ゆきひで

（２２．６．２３〜２２．７．２２）

前田幸秀 （有）前田金属
津市雲出長常町１１８８−１
代表取締役
０５９（２３４）６８９９
業種 非鉄金属屑全般、産業廃
棄物処分業
中勢支部 紹介者：山口満也
いとう

たくや

伊藤琢也 （株）伊藤エンジニアリング
四日市市新正４丁目１７−１１
専務取締役
０５９（３５３）８３３８
業種 機械設備メンテナンス業
北勢支部 紹介者：寺本哲也
しくう

だいがく

司空大岳 （有）フォーティーナイン
津市片田井戸町里前９４
常務取締役
０５９（２３７）５８８５
業種 娯楽業（パチンコ店）
中勢支部 紹介者：北海道同友会
いちかわ

こうへい

市川幸平 （株）アガタ製作所
四日市市上海老町７５０
代表取締役
０５９（３２６）０６４６
業 種 省 力 化 機 械の 製 造 、 製
缶、鈑金、据付、組立
北勢支部 紹介者：平松俊範

訃報
北勢支部会員 大川成剛氏（大川運輸
倉庫（株） 代表取締役）が７月２６日に
御逝去されました。謹んでお悔 やみ申し
上げます。

２０１０年度会員名簿をお送りしました
訂正
Ｐ４ 伊藤竜児氏
携帯電話 誤 ０９０−３２５５−２６３３
正 ０９０−８６７４−２６８３

≪研修会のご案内≫

開催日時と内容

経営労務委員会

第１回
９月１５日（水）１４時〜１７時
テーマ 「経営計画とはなにか？」
※報告「経営指針を作ってどう変わったか」
報告者：平松俊範氏 平松産業（株）社長
第２回 １０月 ６日（水）１４時〜１７時
テーマ 「経営計画書を作ってみよう１」
第３回 １０月２０日（水）１４時〜１７時
テーマ 「経営計画書を作ってみよう２」
第４回 １１月 ４日（木）１４時〜１７時
テーマ 「全社一丸で経営計画を成功！！」
第５回 １１月１７日（水）１５時〜１７時
テーマ「経営指針を作成してその後」
講師 石川裕史氏
（有）ＩＭＣ経営センター社長
会場 同友会事務局
定員 １５名
参加費 ２０，０００円（全５回講義代）
■会員外 ２５，０００円
参加のお申込やお問い合わせは事務局
（ＴＥＬ ０５９−３５１−３３１０）まで
ご連絡下さい。

２０１０年度
経営指針作成セミナーのご案内
ＩＴ革命時代に突入したといわれて久しい
今、さらに変容した「新しい時代」を迎えよ
うとしています。
今こそ我々中小企業経営者は「何をなすべ
きか」を考え、考え抜かねばなりません。
今回の経営指針・計画作成セミナーは今ま
で中小企業家同友会が長年にわたり培い実践
してきたセミナーを基に、さらに一歩踏み込
み、進化させ充実したいと考えます。
自社の経営の不安を和らげ、自信を取り戻
し、明日の希望につなげるために、ぜひセミ
ナーにご参加下さい。

︽同友コラム︾
桑名工業︵株︶ 杉山
保

六月十五日に共同求人研究会主催 の西日野にじ学園の学校
見学と先生との懇談会に参加させていただきました︒
弊社は
五年ほど前から支部例会でのバズセッションがきっかけで障
害者雇用を進めていくという思いを持つ中︑
三年ほど前に支
援施設からの偶然の依頼によりご縁をいただき︑
障害者の方
の研修受け入れの中から︑
現在一名の方がトライアル期間を
終えて︑正式に雇用となりました︒障害者の研修や雇用を通
して︑従業員の互いの意識にも変化があり︑企業の成長に確
実につながり﹁個人の幸せへの望みが実現できる﹂という我
が社の経営理念の追及として考えております︒
今回の共同求人委員会の活動を通じて︑
養護学校の先生方
や企業が協力してまずは職場体験の受け入れからスタートし
ていくことが必要ではないかと考えます︒現在︑三重県は障
害者雇用全国最下位という状況の中︑県の支援のもと︑中小
企業家同友会の会員企業として障害者雇用の促進に何らかの
形で協力できるよう取り組んでいきたいと思います︒
ＭＬから様 々な会 員 企 業の皆様方 のご努力がしのばれま
す︒私は本当に三重県中小企業家同
友会の会員であることを誇りに思い
ますとともに︑同友会として継続的
に取り組み社会に向けて発信いただ
けるようお願い申し上げます︒
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各支部例会案内
桑名支部９月例会

北勢支部８月例会

テーマ（仮）
『魂（心）の経営 ＰａｒｔⅢ』
〜現在進行形！社員みんなが納得して
喜んで働く人事・賃金・評価制度の確立〜

テーマ『事例が教えてくれる
Ｖ字回復の法則』
〜不況下でもお客を増やし続ける
商品・地域・客層・営業戦略〜

■日

時

■日

■会

場

平成２２年９月７日（火）
１８：４５〜２１：００
桑名中央公民館 ２Ｆ会議室
後藤 武氏
日商器材（株） 社長

■講

■報告者

■会

中勢支部８月例会

時

■会

場

平成２２年８月２５日（水）
１９：００〜２１：００
場 四日市農協会館５Ｆ
ＪＡ第１ホール
師 村上 透氏
お客が増えるプロダクション 代表
元 商工にっぽん編集長

伊賀支部８月例会

テーマ『（未定）』

■日

時

『未定』
※詳細が決まり次第ご連絡いたします。

平成２２年８月２５日（水）
１８：４５〜２１：００
カリヨンプラザ

■報告者
竹川博子氏
（株）タケカワダイヤツール
山村和則氏 （予定）
（株）ヤマムラ 専務

社長

南勢支部８月例会

尾鷲・熊野グループ８月例会

テーマ『キラーウェブに学ぶ、ホームペー
ジを売れる営業マンにする方法』
■日

時

■会

場

※８月グループ会はお休みです。

平成２２年８月１７日（火）
１９：００〜２１：００
いせトピア 絵画室

■講 師 木根 英男氏
（株）エクストラコミュニケーションズ
取締役
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案され承認されました。
・分科会報告者については、幅広い分野の
方々に聞いて頂けるよう外部からの報告者
も視野に入れて検討していくことを申し合
わせました。

第４回理事会まとめ
１、各種報告事項

①中日本ブロック代表者会議の報告（略）
②中同協第４２回全国総会及び
中同協第１回幹事会の報告（略）
③新人社員フォローアップ研修の報告（略） ４、各委員会の報告と提案
①総務委員会
・四半期決算報告・特別会計処理報告（略）
２、正副代表理事会議の報告
・同友会オリエンテーションの開催につい
服部代表理事・成川事務局長より以下の
て開催要項に沿って開催することを申し合
内容が報告されました。
わせました。また開催にあたっては、例会
です。
やグループ会などの活動に繋がるよう配慮
・これまでは「豊かさ＝幸せ」という概念
することとしました。
が通例であったが、これからはそうした概
念から真の幸福感を追求する価値観の変化
が起き始めており、中小企業としてもこう
した変化に対応した経営展開を図ることが
求められている。
・大手企業はロケーションを日本にこだわ
ることなく展開を進めている。日本は特に
自動車産業に係る産業依存度が世界的にも
高い中で、これまで国内産業であった仕事
が海外に移転されていくと国内産業の空洞
化や雇用問題などが深刻化してくる。
・地域の産業や雇用を守るためにも我々中
小企業は、地域に関わる新たなビジネスモ
デルを追及し商流を生み出していくことが

オリエンテーション開催時期
９月 桑名支部
１０月 北勢支部
１１月 中勢支部・伊賀支部
２月 南勢支部
３月 尾鷲グループ
・新規事務局員の採用試験の経過について
成川事務局長より報告があり、２名の方の
二次面接を８／５に行ないます。
②ＳＷ２ＥＥＴみえ（略）

５、入退会者の承認（略）
６、前回理事会以後の活動報告（略）
７、その他

必要となっている。

３、第１８回経営研究集会

小黒氏より「三重松下村塾（仮称）」の開催
について、次の世代を担う子供たちに「人
が人として生きる事」や職業観・就業観を
育てていくことを目的とした活動内容案と
合わせて同友会での取り組み提案がありま
した。
活動内容：中学生・小学生（高学年）を対象
に企業見学と経営者による講演を行ない、
企業として次世代の若人を育てる教育的活
動に取り組むことを目的としています。
企業としても教育分野に参画していくこと
は今後重要な取組ではあり、今後の対応を

開催日程

１１月１２日（金）
１３：３０〜２０：００
会
場 ロワジールホテル四日市
内
容 分科会＋記念講演＋懇親会
記念講演講師 横石 知二氏
（株）いろどり 代表取締役
・今年度の活動テーマ「次の時代に向けた
変化の一歩を踏み出そう」〜新しいこと始
めてますか〜に沿って、新しい取り組みを
実践されている方を基準に選考し、地域資
源の活用や地域雇用の創出をはじめ、新た
なソーシャルビジネスとして成功されてい
る事例として（株）いろどりの横石氏が提

判断することとしました。
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