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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？〜
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経営者自らが新たな
変化の一歩を踏み出そう！
〜新たな時代に向けた企業づくりを考える機会に〜
テーマ

企業の明日に向けていざ実践
〜変化の一歩は経営者から〜
今、少子高齢化やＩＴ化などによる生活様
式の変化に伴い時代は大きな転換点を迎えて
います。これまで通用していたビジネスモデ
ルや価値観が徐々に通用しなくなることも想
定されます。
今回開催します経営研究集会では、新たな
ビジネスモデルや価値を見つけ創造して企業
を変革した実践から学びます。学びを通じて
改めて自社の存在意義を問い直し、新たな変
革へのきっかけとする事と、共に成長し合え
る仲間を作ることを目的に開催します。
分科会では変革期の中で、新市場の開拓や
新商品 の開発 、業容拡大等で 企業を 変革 し、
新たなビジネスモデルを描き実践している企
業経営者から報告いただきます。経営者が何
を捉え何を変えこの時代の変化に対応して次
の一手を打ってきたのかを身近な経営体験か
ら学びます。
記念講演では（株）いろどり 横石知二社
長から講演いただきます。過疎高齢化が進む
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面積の８割以上が山地の町で、豊富にある
葉っぱ を商品化しコミュニティビジネスと
して成功させてこられました 。平均年齢７０
歳以上、約２００人の高齢者が収穫を支え、中
には月６０万円以上も稼ぐ方 もいるほどに地
域に根ざしたビジネスへと成 長させてこられ
た実践から学びます。
会員の皆様をはじめ地域で 活躍される経営
者の方々のご参加をお待ちいたしております。
詳細は決まり次第追って連絡いたします。

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
（１３：３０〜１５：４０）
記念講演 （１６：００〜１８：００）
懇親会
（１８：１０〜２０：００）

を聞かせていただき、ブランドを築くために何が大
切というわけではなく、すべてを大切にして、やっ
とブランドができるのだということを感じました。

≪支部例会だより≫
中勢支部８月例会

テーマ
『下請けからブランドメーカーへ転換！
激動の奇跡』
〜タケカワブランドの立ち上げに秘めた
経営者の想い〜

報告者

(有)上野屋

佐々木幸太郎

南勢支部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』

竹川 博子氏
（
株）タケカワダイヤツール 代表取締役

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

中 勢 支 部で は例 会に先
立って、毎回自社紹介を兼
ねた会員報告を行っていま
す。今回の会員報告はハイ
ランドトラベル（株）イン
ターナショナル・コントリ

８月１７日いせトピア
にて南勢支部８月例会と
して（株）エクストラコ
ミュニケーションズ 取
締役の木根英男氏を講師
にお迎えし、
「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」というテーマにて
（木根氏）
お話をしていただきまし
た。
まず「キラーウェブ」という言葉は「コンテンツ
を細分化し、強みを深堀りして、ニッチにプロモー
ションする」という意味だそうです。
木根氏は一例として、ゴルフダイジェスト・オン
ライン（ＧＤＯ）を挙げられて説明されました。他

ビューションの高岡社長で
した。ご自身の旅の経験か
（竹川氏）
ら、
「このような素晴らしい
経験を多くの方にしてほしい」という思いから起業
されたことや、現在はベトナムの研修生を誘致する
仕事がメインの事業になっていること、ハイランド
トラベルの「ハイランド」が「高岡」から由来して
いることなどご報告いただきました。
そして、今月の例会報告者は、松阪市でダイヤモ
ンドの切削工具を製造されている（株）タケカワダ
イヤツールの竹川博子社長でした。
学校卒業後、大手企業へ就職し能力がありながら
も、女性であることから、なかなか活躍の場を与え が真似できない情報量と共に、「ゴルフ愛好者が対
られず悩んだＯＬ時代を経て、交通事故をきっかけ 象」という明確なコンセプトに沿って、徹底的にコ
に父の経営する竹川工業で働くことになったこと。 ンテンツを深堀りすることでその分野ではダントツ
アルミダイキャストの下請けをしながら、
『ＭＡＤＥ の存在になっているとのことです。他にもいろんな
ＩＮ ＴＡＫＥＫＡＷＡ』
への熱い思いを抱いてダイ
業界の「キラーウェブ」を紹介していただきました。
ヤモンドツール業界へ参入した父の思いを共有し、
またホームページの運用にあたってはアクセスロ
会社の危機的状況の中、やむを得ず、業界初の女性 グ解析を使い、何人の人がどんなキーワードで入っ
営業となって作業服で全国をまわり、逆境の中、そ てきて、どんな見方をしていったかなど、自社のホー
の一生懸命さが買われて次々と顧客の信頼を得てい ムページがどのように閲覧されているかを日々分析
かれたことなど、会社の創業からの現在に至る激動 して、より良いものに近づけていく事を教えていた
の歩みと竹川社長自身のこれまで歩んでこられた激 だきました。
動の人生をリンクさせ、まさに「下請けからブラン
同友会の皆さんもホームページはあるけどうまく
ドメーカーへ転換！激動の奇跡」というテーマにふ 活用できていない方が多いようで、真剣な質問がた
さわしいお話を熱く赤裸々に語っていただきました。 くさん出ていました。
「有意義なためになる講演だっ
グループ討論の後の質疑応答では、お客様から信頼 た。」とのお声をいただきました。ありがとうござい
を得ることとなった裏話や自社と他社の違いを出す ました。
ためにずっとされている商品開発時の取り組みなど
(有)中村石材店 中村幸弘
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新会員のご紹介（敬称略）

●シリーズ「同友会と私」第３４回

（２２．７．２３〜２２．８．２２）

「同友会と私」

うえまつ

植松悦子 （有）直三衣裳店
松阪市新町９３１
代表取締役
０５９８（２６）２２００
業種 冠婚葬祭に要する衣裳の
貸し出し
中勢支部 紹介者：清水三昭

シニアクラブ設立について
（株）桑友興業

えつこ

佐藤友生

私が同友会に入会し
て早 １ ９ 年 に な り ま
す。当時４０歳、若気
とやる気に燃えていた
私も今や還暦です。
この間に支部長も努
めさせていただきまし
た。当時の支部長とし
ての私を支えていただ
（佐藤氏）
いた幹事長・幹事の皆
さんもその後は次々と支部長を勤め上げ、今
や桑名支部の重鎮です。
私にとっての桑名支部も若い人がどんどん
育ってきて顔と名前が一致しなくなってきま
した。草創期の仲間も多くが退き世代間の感
性の違いもあり。打っても響かない部分もで
てきました。そろそろ一線を退いて引退の二
文字が視野に入る今日この頃です。
しかし、ちょっと待てよ！。貴重な過去を
共有し共に知恵と汗を流して得た経験と友人
をこれからの同友会と自分に活かそう。
今は退会したり、若い人に交代したり、ス
リープになっているベテラン会員や元同僚に
声を掛けて、若さだけに任さない緩やかな連
帯と親睦の輪を地域に広げてゆこうとシニア
クラブを結成しました。肩肘はらず、形にと
らわれず、若い時代の苦労話に花を咲かせ、こ
れからの第二の人生や夢を語り合える場にし
たいものです。
先日８月１１日に第１回会合を行ないまし
た。一杯やりながらワイワイガヤガヤ楽しい
会ですので皆様もお気軽に参加下さい。中心
は５０歳以上の会員と元気な元会員です。

ビデオプロジェクターを貸し出しします
〜研修や展示会などプレゼンテーションに活用を〜
【貸し出し要綱】
※貸し出し料金 １泊２日 ５，０００円。
※但し、事務局まで取りに来て頂ける方。また
は事務局が届けられることが可能な方である
こと。
※他団体での使用の場合は、一般の貸し物企業
に準じた料金を頂きます（２５，０００円）
※貸し出しの際の故障や破損等修理が必要に
なった時は負担をお願いします。

採用に役立つ事業のご案内
業務適性診断テスト
業務適性診断テストは、求職者の外面に現れる
性格と内面の性格を見るものです。検査結果から
はどのような仕事に向いているかがわかり、特に
採用時に面接だけではわかりにくい点を判断する
材料として最適です。

●検査料 １人 １，４００円（用紙、検査料）
（共同求人研究会参加者は、１，０００円）

知的能力診断テスト
知的能力診断テストでは検査の結果から言語
理解力や推理力、表現力といった事がわかりま
す。求職者の持っている能力や資質を判断する
のに最適です。

●検査料 １人 １，２００円（用紙、検査料）
（共同求人研究会参加者は、８００円）
◎詳しくは 、同友会事務局までお 問い合
せ下さい。 TEL 059(351)3310

3

≪研修会のご案内≫

■日程 １０月２６日（火）〜２８日（木）
■視察先 ソウル市内及び近郊
・ハナロクラブ（農産物直売所）
・マジャンドン卸売市場（精肉店街）
・有機農業先進地『八堂生命サルリム』の
経営者との懇談交流
■同行者 青山浩子氏 農業ジャーナリスト
■募集人数 １５名
■参加費 １１０，０００円程度
集合・出発
９：００

韓国農業流通視察のご案内
農林水産部会

いま韓国では、ＦＴＡ（自由貿易協定）の締
結などから市場開放が 進んでおり、農業の生

第１０回
なんでだろー探検隊のご案内

産現場や流通構造に大 きな変化が起きていま
日時：平成２２年９月２１日（火）

す。 そんな韓国のマーケットや売り場、生産
集

現場を視察して、これから我が国でも起 こり
合：９：００に津駅西口集合

える変化に対しての準備のヒントを掴みます。
見学先：（株）堀製麺

業種：麺類製造卸・販売

開催要項
河北水耕園

業種：葉ねぎ水耕栽培

スケジュール：

１０：００〜１３：００

（株）堀製麺見学・昼食

１３：３０〜１５：３０

河北水耕園見学
参加費：５００円

（但し、農林水産部会員は無料）

︽同友コラム︾
私の趣味

︵株︶東亜機工

水谷

彰宏

野球・ゴルフ・そして旅行︒団体ツアーはあまり得意では有りませ
ん︒自分で飛行機・ホテル・レンタカーを手配し︑行きたい所を旅行
雑誌で下調べ︒地図を片手にドライブ︒左ハンドルも十五分もすれば
慣れます︒ハワイ・ラスベガス・ロサンゼルスはレンタカーで走りま
した︒
仕事柄海外出張が良くあります︒アメリカへ出張に出かけると︑
せっかく行って仕事だけで帰って来るのは勿体無い︒これって私だけ
の考えですか？十年程前ですが︑仕事を終え奥さんとニューヨークで
待ち合わせ！当日の夜空港へ迎えに行くから待ってる様に﹁当時アメ
リカの国内線は飛行機の搭乗口まで送り迎えの人でも入れました︒９・
１１以降禁止︒
﹂しかし︑私が少し遅れた為︑最終便に近いので周りの
電気が消え不安になる奥さん︒偶々に居た日本人団体客について︑荷
物受取場へ行く途中で会う事が出来ホットしたと奥さん︒
ニューヨークは２回目︑以前来た時に比べると︑治安は﹁天と地﹂
位違いがあり夜中にタイムズスクエアーを歩いても全然大丈夫︒
二〇〇八年六月リーマンショック前︒シカゴでの商談は二日間で終
了︒滞在二日だとエアーチケット代は正規料金︵つまり定価︶これは
勿体無いと奥さんと娘に話をし︑シカゴで合流︒ナイアガラとサンフ
ランシスコへ︒旅行会社のツアーではまず無いと思います︒移動中の
アメリカ国内線に日本人は私たち三名のみ︒何かこれって海外旅行の
醍醐味︒
アクシデントも無い訳では有りません︒丸二日間荷物が到着しない事
も有りました︒
仕事も大事︒趣味も大事︒景気には負けません！！！ちなみに英語
は全く出来ません︒今後はヨーロッパに挑戦したいな〜
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各支部例会案内
桑名支部１０月例会

北勢支部９月例会

テーマ『あくなき挑戦と改革
ぶれない企業経営とは』
〜自分の経営を語ってみませんか〜

テーマ『企業再生から次のステージへ』

■日

時

■日

時

■会

場

平成２２年１０月５日（火）
１８：４５〜２１：００
桑名中央公民館 ２Ｆ会議室

■会

場

九鬼祥夫氏
九鬼産業（株）代表取締役会長

■講

師

■報告者

平成２２年９月１５日（水）
１９：００〜２１：００
四日市シティホテル
八坂 豊氏
（株）奈良ロイヤルホテル
代表取締役総支配人

中勢支部９月例会

伊賀支部９月例会

テーマ『（未定）』

テーマ『人の問題について本音で語ろう』
〜採用から教育、退職まで
企業の実例から学びましょう〜

■日

時

■会

場

平成２２年９月２２日（水）
１８：４５〜２１：００
アスト津 ４Ｆ

■パネリスト

鈴木直哉氏
平松洋一郎氏
江間次郎氏
コーディネーター
楠 幸治氏

南勢支部９月例会

時

■会

場

■会

場

平成２２年９月２８日（火）
１８：４５〜２１：００
伊賀上野交流研修センター

テーマ『東紀州・尾鷲の産業発展について』
「尾鷲市の現状と課題、そして将来像」
（仮）

平成２２年９月２１日（火）
１９：００〜２１：００
いせトピア 研修室

師 西村幸子氏
西村幸子社会保険労務士事務所

時

尾鷲・熊野グループ９月例会

テーマ『より良い会社環境作りが
会社を守る』
〜労使が気持ちよく
働くための就業規則作り〜
■日

■日

■講

代表
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■日

時

■会

場

平成２２年９月９日（木）
１９：００〜２１：００
サンプラザ

■講

師

横田

浩一氏

尾鷲市副市長

第５回理事会まとめ

４、各委員会の報告と提案

①総務委員会
・７月度月次決算報告（略）
①中同協中小企業ＣＳＲ実態調査アンケ
・経営研究集会の来賓招待者リストを確認
ートの回答状況の報告（略）
し、三重大学内田学長を新たに加えること
としました。また銀行シンクタンクの招待
２、正副代表理事会議の報告
については、再度総務委員会で検討して頂
服部代表理事・天白副代表理事より以下
くこととしました。
の内容が報告されました。
・同友会オリエンテーションの報告者及び
日程について確認しました。
・従来の構造が大きく変化しているいま、も
・新規事務局員の採用については、採用予
のごとをプラスに捉えることで、戦略的思
定者から辞退があったため、再度募集を行
考は大きく変わってくること、そのために
なうこととしました。
も目先の変化に捉われず、広い視野をもっ
・４Ｆ会議室の空調設備買い替えについて
て経営に望むことが大切であることを確認
は、電気代などコスト比較などを行ない、再
しました。また改めてＰＤＣＡサイクルの
度総務委員会で検討することとしました。
実践が重要であることを認識し、その上で
企業変革支援プログラムの活用を呼びかけ ②共同求人研究会（略）
③農林水産部会
ていくこととしました。
●なんでだろー探検隊
・三重大学が地方大学として地域に貢献で
日程 ９月２１日（火）１０：００〜
きる取り組みを図る上で、企業と懇談会を
訪問先 （株）堀製麺・河北水耕園
内田学長が希望されており、
（株）百五経済
●韓国研修視察
研究所雲井社長より同友会を推薦して頂い
日程 １０月２６日（火）〜２８日（木）
たことから、今回の申し出を受け入れ、次
訪問先 韓国有機栽培農家・販売ストア
回９月理事会後に開催することとしました。
など

１、各種報告事項

④ＳＷ２ＥＥＴみえ（略）

３、第１８回経営研究集会
■開催日程

１１月１２日（金）
５、入退会者の承認（略）
１３：３０〜２０：００
■会
場 ロワジールホテル四日市
■メインテーマ 『企業の明日に向かって、 ６、前回理事会以後の活動報告（略）
いざ実践』
〜変化の一歩は経営者から〜 ７、その他
■記念講演講師 横石 知二氏
（株）いろどり 代表取締役
≪事務局だより≫
・分科会報告者候補については、全県から
★事務局研修による休業のお知らせ
の選出を考慮する。また選定にあたっては、
報告者資料をしっかりと準備した上で検討
９月１７日（金）は事務局研修の為
することを申し合わせました。
休業いたします。
・各支部の１０月例会で、キャラバン隊訪
ご迷惑をお掛けいたしますがよろし
問の受入とＰＲタイムの調整を行なうこと
くお願いします。
としました。また当日の受付協力を各支部
より１〜２名選出することを確認しました。
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