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北ブロック合同例会

大阪府中小企業家同友会

創業８０年の坂元鋼材株式会社。
リーマンショックでは絶望的な危機を迎えます
が、同友会での学びにより見事に危機を切り抜
け、そして優良企業への成長を成し遂げた坂
元さんは、コロナショックに何を見るのか。
私達、中小企業経営者は、今、どの様に考え、
どの様に戦っていくべきなのか・・・
明日からのヒントが、必ずここにあります。
●設立：1952年12月27日
●資本金：2,400万円
●所在地：大阪府大阪市西区九条南3丁目28-4

坂元鋼材株式会社
日 時
参加費

ご注意

代表取締役

9月24日（木）

坂元 正三
18：00開演

参加費無料
● ZOOMを使用し、簡単にPCまたはスマートフォンからご参加頂けます。
（※ 参加ご希望の方は同友会事務局までお問合せください。マニュアルをお渡しいたしま
す。）
● 会員以外の方は、お名前・会社名・メールアドレスなど事前のお申し込みが必要となりま
す。
● ビデオ会議では思わぬところで音声が伝わったりすることがあります。
発言されない時はマイクをミュートにして下さい。
● 進行の妨げとなった場合、運用者により強制ミュートや退出の処置を予告なく行う場合があ
ります。
● ビデオ会議における発言内容、映像、音声、資料は、支部例会と同様、外部に公開すること
の無いよう、注意して下さい。
● ビデオ会議システムには、潜在的なセキュリティや情報漏洩のリスクが存在しています。
参加者が注意を払って運用しても、当リスクは回避できない場合があります。
当リスクによって生じた損害について,大阪同友会では補償できませんので、ご了承下さい。
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大阪府中小企業家同友会 中央北支部の例会案内

一年前、メインバンクの支店長より電話越しに「融資を全額引き上
げる！」と怒鳴られた松本さん。
その出来事からさかのぼること約２年前、事業承継で社長に就
任。前社長時代からのプロジェクト事業を引き継ぐが、トラブルが発
生。そのプロジェクトに対し融資を受ける約束であったはずだが、ト
ラブルの最中、経緯を知る融資担当者の交代、約束していた融資
がうけられず、苦境に。それでもなんとか融資にこぎつけかけたとこ
ろ、またトラブルが…それが起因で、メインバンクから融資引き上げ
されかけ、一時は会社倒産が頭によぎるほど追い込まれたが、そ
れでもこの危機をなんとか…。
銀行との付き合い方に気づきがある経営報告です。
明日の自らの経営のため、一緒に集いませんか。

令和２年

プロフィール
報告者

株式会社ニッポンケアシステム
代表取締役 松本 遵 氏

所在地

大阪市中央区久太郎町１丁目９番１８号三栄ﾋﾞﾙ

事業内容

物流アウトソーシング、不動産事業、通販事業

開始６時１５分 終了２１時

資本金

3,600 万円

開催場所 Ｚｏｏｍにて開催

従業員数

正社員 43 名 パート 365 名

売上高

13.6 億円

設立

平成３年

同友会入会

2009 年６月

会員の方の出欠はｅ-ｄｏｙｕをご利用ください。
もしくは下記にご記入の上、ＦＡＸ０６-６９４１-８３５２までお送り願います。

大阪府中小企業家同友会
① □出席 □欠席

会社名

中央北支部例会

② □会員 □ゲスト（紹介者名

お名前
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お申込み
）
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枚方寝屋川交野支部（ひらねか支部）９月例会

2020年ひらねか支部方針：「わたしらしく」「私達らしく」「ひらねからしく」

私たちは日々多くの人と出逢うも
のの、単に出逢っただけで終わって
しまうことが殆どではないでしょう
か。
しかし昆田さんの場合は違います。
ある信念と努力によって、単なる出
逢いが良縁へと変わっていきます。
それは、新規取引先との取引開始で
あったり、経営について貴重な助言
をくれる同友会の仲間との繋がりで
あったり、様々です。
更に、昆田さんは若手新入社員の
定着にも力を入れています。
昨今、若手社員の離職率の高さが
多くの経営者を悩ます中、社員教育
においてある工夫をし、システム化
することで若手社員を定着させるこ
とに成功しました。これもまた昆田
さんの努力が紡いだ社員との“縁”
に他なりません。
昆田さんの熱い信念や社員教育の
方法を是非聴きにきて下さい！

三和レジン工業株式会社
報告者
代表取締役

・ビジョンを信じて行動する
・何事も相手の立場になって考える
・相手の喜ぶ姿が自分の未来の姿

役の昆田武久氏に報告していただき
ます。報告内容は、会社や人生にプ
ラスになる“縁”についてです。

出会いは努力で縁にかわる

「「わたしらしく」「私達らしく」「ひらねからし
く」
枚方寝屋川交野支部の９月例会で
わたしらしく」「私達らしく」「ひらねからしく」
は、三和レジン工業（株）代表取締

昆田武久氏

2020.

9.23

W 時間
E
D 場所

18:30〜21:00
枚⽅市市⺠会館
大阪府枚方市岡東町8番33号

報告者概要
本
社：枚方市杉責谷1丁目29番地
資 本 金：1000万円
創
業：昭和46年11月
事業内容：発泡ポリエチレンの加工販売
社
員：正社員21名 パート6名
入
会：2008年10月
所属支部：枚方寝屋川交野支部
尚、当日はZOOMを使ってのハイブリッド
例会となっております。リアルでのご参
加！ZOOMでのご参加の程よろしくお願い
いたします。
ZOOMのIDとパスワードは参加表明頂いた
方に後日ご連絡いたします。

参加費

無料
Zoomでの
ハイブリッド
例会

＜現地参加の注意事項＞
＊マスクの持参（着用）をお願い致します。
＊政府や府の方針により、日程など急遽予定が変更となる場合がございます。
＊発熱・せきなど風邪の症状のある場合の現地参加はご遠慮ください。

会員の出欠は e-doyu. まで。
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同友会

大東四條畷支部

10 年の変還

株式会社

常磐

株式会社

ZOOMからの参加も
お待ちしております

進行役

2013 年 7 月 入会

株式会社ハジメフーズ

山元 佳子

受付 18:00 開会 18:30 終了 21:00
参加費

e-doyu

無料

または大阪府中小企業家同友会事務局 FAX
当日は例会担当の アリタ
（080-419４-0761）
迄ご連絡お願いいたします。

□出席 □欠席

■ お名前
■ FAX番号

※当日の懇親会はありません。

06-6941-8352 までお送りください。
会場

キラリエホール

■ 電話番号

大東市立大東市民会館
キラリエホール

〒574-0076

大阪府大東市曙町 4-6

( 駐車場あり )
●電車でお越しの場合 JR 学研都
市線京橋駅から四条 畷方面行き
にご乗車ください。< 快速約 10 分
普通約 14 分 >「住道 ( すみのどう )
駅」下車 徒歩約 14 分。
会場周辺地図 GoogleMap

お連れいただけるゲストの方

■ 会社名
■ お名前

■ 電話番号

新大阪食品産業

北尻 正太

株式会社

５代目支部長
2019.4～現在
2002.10 入会

（木）

松本 清治

2015.4～2017.3
2001.7 入会

ナイトー金属

内藤 哲也

９月24日
■ 会社名

３代目支部長

2011.4～2015.3
2005.3 入会

2017.4～2019.3
2005.11.29 入会

■ 懇親会

株式会社 山田製作所

２代目支部長

初代支部長

2009.10～2011.3
1999.12 入会

４代目支部長

参加申し込みは

９ 月 例会 の ご案内

のリーダーのあり方とは？

株式会社 山田製作所

山田 茂

今だからこそ︑言える支部長時代の苦痛と葛藤

真

2020年

山田 雅之

支部長やって何 が変わってん！

大阪府中小企業家同友会大東四條畷支部

状況によっては、例会中止やウェブ開催となる場合がございます。
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東成・生野支部、平野支部
東成
野支部、平野支部 ９月ハイブリッド合同例会
月

【ドン底からの復活！！
底からの復活！！
！企業風土作りと経営指針の実
企業風土作りと経営指針の実践者
者】
～コロナ禍で心まで引きこもったらアカン！！
～コ
コロナ禍で心まで引きこもったらアカン！！
社員とともに夢に向かって突き進む企業～
東成・生野支部、平野支部の９月合同例会報告者は、
八尾支部の株式会社柳田製作所代表取締役 柳田大介氏です。
事業内容は、主にゴミ収集車や消防車などの特殊車両・産業用プラントの
大物製缶品などを製造されておられます。
創業者である父親が目指した「大手特殊車両ﾒｰｶｰ下請けNo.1」の座を
達成した頃、１社依存率100％という関係性から理不尽な要求を突き付けられ、
経営状態が悪化していきます。
経営状態を改善するため、柳田氏は１社依存からの脱却を
掲げ父親から事業を引き継がれました。
しかし事業を引き継がれた矢先、信用していた社員から
「オレら、大ちゃんにはついてかれへんわ」と思ってもみない言葉に
柳田氏はあまりのショックで自宅で倒れます。

報告者：柳田 大介氏

取引先からの度重なる理不尽な要求・経営状態の悪化・

株式会社柳田製作所 代表取締役
所在地：大阪府八尾市太田4丁目
44-45
創業：昭和51年9月
設立：昭和53年4月
資本金：300万円
業務内容:特装車部品製造組立
大物製缶品製造
産業用プラント設備製造
従業員数：59名

不信を募らせる社員の存在にドン底に突き落とされ
殻にこもりたい気持ちになっていた時に、同友会の仲間から言われた
「引きこもって会社が良くなるんか？」という言葉が胸に刺さります。
苦しい中でも同友会に参加し続けたことで、
自身には労使見解の精神が完全に抜け落ちていた事に気付かれます。
経営者の覚悟と決意を胸に社員と真剣に向き合い
企業風土作り・経営指針の実践をされ、今現在は新規顧客の開拓も実り、
目標に掲げていた１社依存率も10％まで下げられました。
また、自主性を持った社員による自社製品の製造販売・
自社の技術を活かした新事業を立ち上げるなど、発展され続けておられます。
そして自社の技術力を生かし、

発展途上国であらたな産業の発展に貢献したいという大きな夢(ビジョン)を掲げられた柳田氏。
労使見解の精神とは？１社依存からの脱却の秘訣とは？そして柳田氏の大きな夢(ビジョン)とは？
コロナ禍で引きこもりがちな今の時代ですが、心まで引きこもってはいけません！！
柳田氏の報告を聞き、同友会の学びをもとに明るい先を見据えた経営を実践していきましょう！

＜新型コロナウイルス対策の説明＞

＜開催場所・日時＞

①会場での参加は人数制限がございます。
事前登録制（定員30名）ですので、
登録をされていない方は参加できません。
当日に急遽参加される方はZoomをご利用下さい。
②会場ではマスク着用の事。
発熱されている方は入室をお断りします。

９月２５日

（金）
日時：
受付：18:00～ 開会：18:30～21:00
参加費：無料
会場：阿倍野市民学習センタ－(講堂)
※会場での参加の場合
住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300
あべのベルタ3階
TEL:06-6634-7951

～Ｚｏｏｍでの参加の場合～
接続方法等の詳細については、
e.doyuにて公開します。

参加申し込みはe.doyuまたは、同友会事務局 TEL06-6944-1251まで。FAXの方は下記にご記入の上、FAX:06-6941-8352まで送って下さい。
「９月例会」に

□会場で参加

□Zoomで参加

□不参加

ゲストの方はこちらにご記入ください

■会社名
■会社名

■お名前

■支部名

■紹介者

■お名前

■お電話

■役職
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しろきた支部

９月例会

大阪府中小企業家同友会

小さくても一流企業を目指す
９０年間、私たちが大事にしてきた事
父親から三代目として会社を受け継いだ畑野さん（写真左）は、二人の弟と共に会社を経営しています。(株)中央
電機計器製作所は「新・ダイバーシティ経営企業１００選」「はばたく中小企業３００社」受賞など数多くの功績が
あり、上場企業との直接取引もしている創業９０年の企業です。
畑野さんは社員の声を大事にし、今年から年間休日１２３日という大きな目標にも挑戦されています。若手・古参
等５０名の従業員と共に会社を運営する畑野さんは「人に関する課題は多い」と語ります。
兄弟で経営をする畑野さんが「現在、考える課題とは！」また「一流企業を目指すその神髄とは！」
そして、９０年企業の(株)中央電機計器製作所が大事にしている事とは！！畑野さんの熱い報告を是非、お聞きくだ
さい。

日時：９月２４日（木）18:30～21:00

株式会社中央電機計器製作所

●所在地

大阪市都島区内代町 2-7-12

●創業

1930 年

●事業内容

テスト・計測・制御システム

代表取締役 畑野淳一氏

（受付開始 18:00～）
会場:ZOOM

●報告者

例会予定

参加費:無料 ※今回、懇親会は予定していません。
例会担当：アスカサービス村田 連絡先：090-6245-4127 /
murata@askaservice.com
参加お申し込み FAX.06-6941-8352、又は

の設計・製作、画像検査システム・遠隔監
視システムの設計・製作、他

e-Doyu から

●しろきた支部９月例会に ZOOM で（ 参加 ・ 欠席 ）します。
（メールアドレス
）
ZOOM の URL を送付します。
会社名
お名前
↓ゲストの方
会社名

お名前

連絡先
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支部
-

-

東大阪第１支部９月例会

２2020 年度大阪府中小企業家同友会

ゲスト参加、大歓迎

迎！！
そもそもＳＤＧｓってなんなん？

むずかしそうだけど、あなたの会社の環境経営が活きる
持続可能な開発目標－近年しばしば目にする、下のロゴにあるカラフルなリン
グ（カラーホイール）も、自分たちには関係ないわ、なんて諦めていません
か。報告者の坂口さんはご自身のルーツである和歌山の豊かな自然の中で、指
折りの最新の高い技術でアルミ、ステンレスの板金、溶接、組立加工を手掛け
る（株）坂口製作所の社長さんです。自己プロデュースを大事にする坂口さん
は地球規模の大きな夢にも怯むことがないみたいです。会社のホームページを
ご覧下さい。ＳＤＧｓの取り組みについて解りやすく具体的に説明されていま
す。その秘密は外務省の「お墨付き」なのです。手が届かないように考えがち
なものを繋げるときに生まれるパワーで会社を、さらに地球をも回していく。
もちろん戦略があり、地道な諸活動もあってのことで、そのプロセスは当日あ
なたが学んでください。坂口さんの報告とそのあとの討論の結果が、あなたの

例会テーマ

「ＳＤＧｓ」

ゴールを目指す力に加わります。ふるってご参加下さい。
（文責：田中成実 株式会社天昭堂）

報告者

坂口

清信

氏

株式会社坂口製作所

代表取締役

http://www.sakaguchi-ss.co.jp/
事業内容：工業用各種アルミ・ステンレス製品の設計・製造・加工販売
設立：１９８６年

資本金：１，０００万

社員数：８２

所在地：大阪府大阪市西成区千本中 2 丁目 4 番１４号

名

入会：２０１５年１０月

日時：9 月 16 日(水) 開会１８時３０分
会場 : 東大阪市立市民多目的センター

受付開始

18 時

終了 21

時

３Ｆ大会議室１

大阪府東大阪市高井田元町 1 丁目 2−13

参加費

無料

懇親会 3,500 円（予定）

自由参加

＜政府や府の方針により zoom での開催となることがあります。＞
参加ご希望の方は会員サイト e-doyu または FAX でお申し込みください。
① e-doyu http://osaka.e-doyu.jp
② 大阪府中小企業家同友会 事務局 宛

９月例会に □出席
会社名（

FAX06-6941-8352

□欠席
）氏名（
12

）
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自立的で質の高い企業づくり

大阪府中小企業家同友会

東大阪 第３支部 9月例会

変⾰のチャンスを⾒逃すな！
コロナ危機だからこそ、⾒えてきたことがある。
やりたかったことが今、グイグイ加速していく。
報告者

河北 一朗氏

『この10年間で今が一番いい！』と語る河北さん。
打合せの中で、突然、ポケットの中から経営計画書が二つ

株式会社カワキタ 代表取締役社⻑

出てきました。去年の分と今年の分。⾃分が何をすべきか、

キャラクター雑貨・文具のOEM・ODM

いつもポケットの中に⼊っている。社員さんも同じものを

daccolinoブランドの企画・ 製造・ 販売

持っているそうです。皆さん、ホンマにそこまでやってま

東大阪ブランド認定商品の企画・製造・販売

すか。言い訳してませんか。・・・私は出来てません。

「ギャルママ商品開発部」の運営

『逃げない経営者』河北さんが、何を感じ、どんな⾏動を

所在地 ：東大阪市荒川2丁目4番6号

し、カワキタでは今、何が起こっているのか。

資本⾦：1000万円

⾃分が『今』すべきことを考える例会にしたいと思います。

東大阪第3支部所属

社員数 ：11名
⼊会年2008年

（東大阪第3支部 例会委員⻑ 藤塚精密 藤塚孝征）

参加費 無料

日時
会場

9月15日（火）18：30〜（ＺＯＯＭ開始18：00〜）
ZOOM開催

今後の例会予定

（※ ZOOMのルームID 等は申込者に後日連絡 )

10/19 11/26 12/17 1/22 2/19 ※3/19（※4支部合同例会）
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大阪府中小企業家同友会

（仮案内）

ゲスト参加歓迎

八尾支部 2020 年度 9 月例会
報告者

福田 修山氏

（株）Ｍａｇｉｃ Ｗａｎｄｓ 代表取締役

三島支部の若き経営者、福田さんの例会報告
です。
様々な経験を経て経営者となられ、ものづく
りを通じて、常に挑戦し続ける姿から、学び取
る数々のヒントとは？
ご報告に乞うご期待ください！

会社概要

HP http://magicwands.jp
業種･営業内容…インターネットによ
る、天然石アクセサリーの販売。
資本金
1000 万円
設立年月 2007 年 4 月
創業年月 2004 年 12 月
従業員数 16 名（内パート 10 名）
年
商 1500 万円
入会年月 －記－
2012 年 10 月

◆と き：2020 年 9 月 23 日(水)（受付 18:00）

１８：３０スタート

21:00 閉会

◆会 場：Zoom
URL、ID、パスワードは後日 e－doyu ならびに参加の皆
さまにお知らせいたします。
◆ 参加費：無料
**********************************************************************
出欠のご返信は、e.doyu または FAX06-6941-8352 までお願いします
**********************************************************************
2020 年 9 月 23 日（水）

出席します（

八尾支部 9 月例会に

）

欠席します（

お名前
お誘いしたゲストさま

会社名

お名前
役職

会社名
TEL
15

）

日時：9 月 24 日（木）
18 時 30 分開始
場所：
報告者名：㈱あさひ在宅サービスセンター
代表取締役 山本 麗子

ZOOM を利用した
WEB 例会（予定）

所在地：大阪市西成区旭 1-9-20

ミーテイング ID・パスワードは
E－doyu にてお知らせいたします。

事業内容：訪問介護、住宅介護支援
創業：平成 24 年
従業員：30 名（パート含む）
年商：1 億 2,000 万円

令和 2 年 9 月例会の報告は㈱あさひ在宅サービスセンターの山本麗子さんです。
山本さんは台湾出身。体の悪い母と妹達の４人家族でした。幼少の頃は、食べる物を確保する為田んぼや道端の
散らばった稲穂をかき集めて１年間の食物を確保し、家族を食べさせて過ごしていました。13 歳で学校を卒業
後、仕事３つ掛け持ちし家族を養っていました。そして、20 数年前日本語を話せないまま来日した場所が当時
日本のスラム街と言われた西成区。台湾で見聞きした煌びやかな日本のイメージは大きく覆ります。翌年西成区
のある病院で働き始めるが日本の病院に対する理想と違いすぎ大きく失望します。ただ、山本さんは西成区の
方々・患者さんから多くの優しさを強く感じ、次第に退院された後の患者さんの事も気になり始め、平成 24 年
独立されます。
山本さんと話をした方々は言います「今までに知った経営者の方々の中で、これ以上お客様に寄り添った社長
がいるか!!?私は他に思い当たらない」と。山本さんは言います。『日本は「儲かってる」と言い辛い風習がある
が、より良い事業を継承していく為にも、どんな環境下であろうと儲けるのは当たり前。じゃないとその先には
行かれへん!!!』どの業種の方でも山本さんに触れれば学びに繋がります。
山本さんの大変な想い、考えや、重み・決意が伝わる熱い報告です。是非皆様ご参加ください。

参加申込は、e-doyu か同友会事務局ＦＡＸ：０６-６９４１-８３５２まで。
□ ZOOM で例会に参加する
会社名

お名前

ご連絡先
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大阪府中小企業家同友会 女性部会・西成住之江支部 ９月合同例会

報告者

代表取締役 寺本 智恵子 氏
（阪神支部/女性部会）
株式会社ぜんＧＩＦＴ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ

会社名
創業
事業内容
資本金
年商
社員数
入会年月

：株式会社ぜんＧＩＦＴ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ
：２００６年９月
：粗品、アパレルの企画・開発・販売
：３００万円
：１億６，５００万円
：１４名（パート含む）
：２００９年６月

同友会入会直後に受講した指針セミナーで、経営理念は作ったもののどこか不完全燃焼の感を
払しょくできなかった寺本さんは、思い立って2年前に指針セミナーを再度受講します。
そこで改めて人を生かす経営、10年ビジョンの大切さを痛感することになります。
そして「女性にもっと頑張ってほしい、もっときれいになってもらいたい」という想いから、社員さんととも
にアパレル関連の新事業に進出されました。
一方で、足元を固めることの重要性も認識し、新型コロナの影響が広がる中、お客様がどんなものを
必要としているのかを考えた活動も展開しています。
寺本さんの元気いっぱいのお話を聞いて、忘れかけていた「ワクワク感」を取り戻してみませんか？
ぜひ皆さま報告を聞きに来てください。

■日 時
９月２８日（月）
例会時間／18:30～21:00／ZOOMオープン18:15～
■場

所

■参加費
参加申込は

ZOOMを利用したwebでの例会報告となります。
※ミーティングIDとパスワードはe‐doyuにてお知らせいたします。
無料
e-doyu

または 同友会事務所

FAX 06-6941-8352

TEL 06-6944-1251

ゲスト⼤歓迎!! 男性⼤歓迎!!

女性部会・西成住之江支部 ９月合同例会
会社名
お名前

（

□ 出席 □欠席
支部）

電話

紹 介者
FAX
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平野・
平野・東成生野支部

９月ハイブリッド合同例会
ハイブリッド合同例会

平野・東成生野支部の9月例会報告者は、八尾支部の株式会社柳田
株式会社柳田
製作所代表取締役 柳田 大介氏です。
大介氏
事業内容は、主にゴミ収集車や消防車などの特殊車両、産業用プラン
トの大物製缶品などを製造されておられます。
創業者である父親が目指した大手特殊車両ﾒｰｶｰ下請けNO.1の座を達成した
頃、1社依存率100％という関係性から理不尽な要求を突き付けられ
経営状態が
経営状態が悪化していきます。先の経営不安を感じる中、経営状態を改善する
悪化
ため柳田さんは1社依存
社依存からの
社依存からの脱却
からの脱却を掲げ父親から事業を引き継がれました。
脱却
事業を引き継がれた矢先、信用していた社員から「
「オレら
オレら、大ちゃんに
はついてかれへんわ」
はついてかれへんわ」と思ってもみない言葉に柳田さんはあまりのショッ
クで自宅
自宅で
自宅で倒れます。
れます
報告者：柳田 大介 氏
取引先からの度重なる理不尽な要求、経営状態の悪化、不信を募らせ
る社員の存在にドン底に突き落とされ殻にこもりたい気持ちになり、同
株式会社柳田製作所 代表取締役
所在地：大阪府八尾市太田4丁目44-45
友会からも足が遠のく中「
「引きこもって会社
きこもって会社が
会社が良くなるんか？」
くなるんか？」という同
？」
創業／設立：昭和51年9月／昭和53年4月
友会仲間からの言葉が胸に刺さります。
資本金：300万円
苦しい中でも同友会に参加し続けられ、自身には労使見解
労使見解の
労使見解の精神が
精神
業務内容:特装車部品製造組立、
完全に抜け落ちていた事に気付かれます。
大物製缶品製造、
経営者の覚悟と決意を胸に社員と真剣に向き合い企業風土作り、経営
産業用プラント設備製造
指針の実践をされ今現在、新規顧客の開拓も実り目標に掲げていた
従業員数：59名
1社依存率
社依存率も
％まで下
社依存率も10％
まで下げられました。
げられました
自主性を持った社員による自社製品の製造販売、自社の技術を活かし
た新事業を立ち上げるなど発展され続けておられます。
そして自社の技術力を生かし、発展途上国であらたな産業の発展に貢献したいという大
大きな夢
きな夢（ビジョン）
ビジョン）を
掲げられた柳田さんに熱い報告をしていただきます。
抜けていた労使見解の精神とは？1社依存からの脱却の秘訣とは？そして柳田さんの大きな夢(ビジョン）と
は？
コロナ禍で引きこもりがちな今の時代ですが、心まで引きこもってはいけません！！
柳田さんの報告を聞き、同友会の学びをもとに明るい先を見据えた経営を実践していきましょう！
＜新型コロナウイルス対策の説明＞
①会場での参加は人数制限がございます。
事前登録制（定員30名）ですので、
登録をされていない方は参加できません。
当日に急遽参加される方はZoomをご利用下さい。
②会場ではマスク着用の事。
発熱されている方は入室をお断りします。

＜開催場所・日時＞

９月２５日

（金）
日時：
受付：18:00～
開会：18:30～21:00
参加費：無料
会場：阿倍野市民学習センタ－ （講堂）
住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300
あべのベルタ3階
TEL:06-6634-7951

～Ｚｏｏｍでの参加の場合～
接続方法等の詳細については、
e.doyuにて公開します。

参加申し込みはe-doyuまたは、同友会事務局 TEL06-6944-1251まで。FAXの方は下記にご記入の上、FAX:06-6941-8352まで送って下さい。
「９月例会」に

■会社名

□会場で参加

ゲストの方はこちらにご記入ください

□Zoomで参加
■会社名
■お名前

■役職

■支部名
■紹介者
■お名前

■お電話
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【河南支部

９月度ＺＯＯＭ例会】

河南支部 9 月例会の報告者は、歳は若い割に会歴は相当
長い、株式会社アイトックの伊藤大助氏の報告です。今
でこそ同友会活動にも積極的に参加される方ですが、か
つては長い休眠会員のひとりでした。当時会社は利益こ
そあるものの、社風は良くなく、社員同士のコミュニケ

ーションはよくありませんでした。そんな中、伊藤さん
自身も仕事に対してやりがいを感じきれず、振り返る暇

もなく、違和感を感じながらも、とにかく馬車馬のよう

に働き、業務をこなすだけの日々を送られていました。
しかしこのままではいけない、このままでは会社がダメ

になると感じた伊藤さんは、再度同友会の門をたたき、
自身が変われるヒントをみつけます。社員の為、お客様
の為に、
「良い会社とは何か」
「やりがいのある仕事とは

何か」について、もがきながらも少しずつでも前進して

いく様を、
「伊藤節」に乗せて皆様にありのままご報告致
します。会社を良くしたいと思う気持ちは経営者だけで

なく、働いている社員さんやパートさん全員の共通の願

いです。その気づきのきっかけとなる報告ですので、コ

ロナ禍のため ZOOM による例会となりますが、皆様奮
ってご参加下さいますよう宜しくお願い致します。

株式会社アイトック
代表取締役

伊藤 大助

【会社概要】

氏

平成元年 10 月創業

昭和 53 年 大阪府生まれ

資本金 1000 万円

平成 18 年 同友会 河南支部 入会

社員数 14 名（役員、パート含む）

平成 30 年～ 例会副委員長

業種 各種販促用品の製造卸販売・和雑貨の企画・販売（染織

日
会

時：

9/29

火

受付 18:00～
開始 18:30～

場：ZOOM 例会の為、あなたのパソコンの前が会場です！
※ZOOM のパスワード等詳細は参加表明頂いた方に個別でお渡しします。

参加費：無料

（懇親会はございません）

出欠のご返事は、e-doyu または FAX：06-6941-8352 までお願いします。

令和２年 9 月 29 日（火）
■

河南支部 9 月例会

お名前

出席

・

欠席
会社名
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京楽布）

ＺＯＯＭでも開催！
ID 996 5914 5115
PW
799887

同友会歴３１年
ともに歩む
経営とは？
いかに社内浸透させるのか？
なぜ、経営理念が大事か？

HASHIMOTO KITIO
◆参加申込み連絡欄◆

□例会参加

御社名：
氏 名：
備 考：

□懇親会参加

南ブロック ＨＰ

FAX：06-6941-8352
Mail：wada@osaka.doyu.jp
ゲスト様大歓迎。上記までご連絡
下さい。会員の方はe-doyuから
申込をお願いします。

[報告者] 橋本 吉生
資本金
売上高
所在地
従業員
事 業
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1989年入会

1,000万円
10億円
堺市堺区北庄町２-４-８
16名
切削工具, 工作機械,
精密測定機器, 伝導機器,
油空圧機器, メカトロ機器,
OA機器, ハイテク機器,
環境機器、その他

２０２０年９ 月 例 会

今回の報告に詰まってます
是非ご参加ください。

さ か い 浜 支 部

MR.同友会の橋本さんだからこそ、長年同友会
同友会の橋本さんだからこそ、長年同友会
と関わる中、学び実践した経験をたっぷり
お話して頂きます。同友会理念でも
ある自主,民主,連帯についても
わかりやすく話して頂き、

中 小 企 業 家 同 友 会

日時 ９月１７日（木）
時間 １９：００～
場所 フェニーチェ堺 文化交流室

例会：無料
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令和2年 大阪府中小企業家同友会 かんくう支部9月チャレンジ例会

チャレンジし続ける若き二人の経営者の報告です！

2020年9月24日（木）
18:30～（受付18:00）

チャレンジ例会とは報告者の現状の経営課題を報告して頂き、その経営課題を乗り越える方法を
模索して実行し、その結果報告を来年の3月例会時に行ってもらう、2回にわたる例会です。
9月例会は、その前半で、お二人の経営課題の報告です。
マツカ工芸

都経営コンサルティング

稲葉陽平 氏

代表 阪上友也 氏

年商：非公開

年商：5,000万円

従業員数：5名

従業員数：なし

小さい頃から父親の働く姿を身近で見ていた稲葉さ
ん。自分が後継者になることを意識して様々な会社
に就職し技術の習得に励みます。しかし同友会の指
針セミナーを受けて自分は父親に守られながらしか
仕事が出来ないことに気付かされます。父親のよう
な経営者になるべく、まず稲葉さんが取り組むこと
とは？後継者必見！

大手メーカー勤務を経て営業を学び、保険会社では
保険の面白さを知り、2011年に起業した阪上さん。
同友会に入会してからも売上も順調に伸び、現在で
は1,400名の顧客を抱え、多忙の毎日を送られていま
す。同友会の指針セミナーを受講後、自らの野望と
ともに年商3億を掲げたことで、見えてきた課題と
は？創業者必見！

"e-doyu"またはFAXにてお申込みください 参加費 無料！
【例会】

出席 ・ 欠席

ゲ

氏名

ス

会社名

ト

氏名
会社名

大阪府中小企業家同友会 事務局（担当：和田）

FAX ０６－６９４１－８３５２ （☎０６－６９４４－１５２１）

ウェブでの開催になる

かもしれません。後日

【会場のご案内】

ご案内いたします。

会 場 名 ： テクスピア大阪
住 所 ： 大阪府泉大津市旭町22-45 ☎：0725-31-4402

2020年度 かんくう支部 スローガン 【何がなんでも前進！】
2020年度 かんくう支部例会スケジュール
（2020年）10月例会 10月22日

11月全大阪研究集会 11月11日
（2021年）1月例会 1月21日 2月例会 2月25日 3月例会 3月24日
※日程は変更となる場合がございます。随時e-doyuなどでご確認ください。

南ブロックHP→ https://doyu-osaka-minami.jp/
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Q 同友会ってなに？

❸

同友会 の

一人ひとりが主人公として学び合う、
中小企業の経営者の会です。

① 同友会はひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代
化と強靭な経営体質をつくることをめざします。

つの目的

② 同友会は、中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を
高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総合的な
能力を身につけることをめざします。
③ 同友会は、他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりま
く、社会・経済・政治的な環境を改善し、中小企業の経営を守
り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁栄をめざします。

大阪府中小企業家同友会は、1958 年に創立された自主的な中小企業経営者の会です。
現在、府下に 30 支部あり、約 2300 社の会員が所属しています。一人ひとりが主人公
として知恵と経験を出し合い、学んだことを自社に取り入れ、実践して経営力強化に役立
てています。
2010 年 6 月には、かねてより同友会が提唱していた「中小企業憲章」が閣議決定さ
れ、大阪府では「中小企業振興基本条例」が制定されました。これからの時代を担うの
は中小企業です。私たちは、自立的で質の高い企業を一社でも多く増やし、志の高いネッ
トワークを築くことが大切だと確信しています。
同友会は趣旨に賛同する中小企業経営者（取締役・後継者・個人事業主含む）なら誰
でも入会できます（会費月 7000 円、入会金 2 万円）。ぜひ一緒に学んでいきましょう。

大阪府中小企業家同友会事務局
〒 540-0011 大阪市中央区農人橋 2-1-30 谷町八木ビル 4F
TEL 06-6944-1251 FAX 06-6941-8352
http://www.osaka.doyu.jp
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