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楽しむ経営者を増やし悩める経営者を減らす
楽しむ経営者を増やし悩める経営者を減らす

〈報告テーマ〉
〈報告テーマ〉

大阪府中小企業家同友会
大阪府中小企業家同友会豊能支部8月例会
豊能支部8月例会

車座例会
車

豊能支部8月は車座例会です

新しく同友会に入会した仲間お二人に「なんで入会したん?」
「入会してどうなん？」をお聞きします。会歴の長い方、同友
会の活用の仕方をアドバイスください。最近参加できてないな
という方、改めて例会に行ってみようと思い出してください。
同友会に興味のある会外の方、学びのきっかけになります。
ざっくばらんな車座例会で語り合いましょう。
株式会社花電
代表取締役 花岡 伴比古

株式会社APOLLO works
代表取締役 三木 悠介
利益を追求しないから、会社が
安定する。～自分が出来ることを
最大限やりきる～
名刺がない、不動産屋なのに車が
ない、資本金が2万円しかない。三
木さんは何もない状態から事業を始
めました。そんな状態でも信用し必
要とし、期待してくれる人がいました。その方々への恩
返しがしたい、その思いが2期3期と積み上がり、今日も
誰かの為に営業出来ています。同友会に入会したこと
で、思いだけでなく実践が出来るようになり会社が変わ
り始めた、元気いっぱいの三木さんに報告いただきま
す。

経営者として今やるべきこと
会社設立から10年が過ぎ、次の10年を見据えたと
き、自社の課題を俯瞰して見つめなおすために同友
会に入会した花岡さん。改めて経営理念を考え、経
営指針書をつくり、持続可能な経営をすすめる意気
込みを語っていただきます。
(注 経営指針セミナーは来期受講予定です)
所在地 大阪府大阪市淀川区三津屋中1-4-51
事業内容 電気設備工事、ﾘﾌｫｰﾑ・ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ工事
設立
2011年
従業員 5人(パート1名)
入会
2022年1月

所在地 大阪府豊中市庄内東町3-13-3
事業内容 不動産仲介・売買・管理・賃貸・ﾘｻｲｸﾙ品の販売
設立
2019年
従業員 5人
入会
2021年7月

8/26

( 金 ) 受付開始/18:00 例会 18:30-21:00

会 場: 敦 煌(予定)

豊中市本町1-10-1 ﾎﾞｰｾﾞﾑ豊中第1ﾋﾞﾙ5F

※参加人数により会場が変更になる場合があります

会 費: 5000円(予定)

出・欠のお返事は e.doyu または同友会事務局 FAX 06-6941-8352 にお願いします。
出欠回答 例会に

ゲスト

□出席 □欠席

します

会社名

お名前

その他お問合せはお気軽に同友会事務局
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06-6944-1251 まで

大阪府中小企業家同友会
吹田支部 ８月 広報例会



:(% 音痴の輸入元がいかにコロナを
駆け抜けたか
～616 戦略２０２２～



報告者

ヘレンベルガー・ホーフ株式会社
代表取締役社長 山野 高弘氏
所属：三島支部）

業  種：
設  立：
所  在：
入会年度：

酒類、飲料品などの輸入販売
 年  月  日
大阪府茨木市蔵垣内２－１０－１５
 年

８月２２日

月 

受付 ： 開会 ： 終了 ：

場所：ԕԏԍ 日本研修センターӨ江坂ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ
大阪府吹田市江坂町 ӻӷӻӽӷӾӻӨԢԡ ビル
会議室Ө４Ｂ１ӨӨӨӨӨ6'.
Ө

ドイツワインの専門輸入卸商社の４代目社長と
してお父様から事業を引き継がれた山野さん。    
従来は取引先や顧客とのリアルでのつながりを

重視した営業活動を展開し、ＳＮＳなどのデジ
タルコミュニケーションツールの活用は敬遠し

てこられました。
           
しかし、コロナ禍によってリアルで人とつなが
ることが制限されたことにより、経営環境が激

変。コロナ禍の影響が出始めた２０２０年３月
からいち早くこうした変化に対応するため、自

社の情報発信のため ;QW6WDG での動画配信を始
めるなど営業手法を一新された結果、昨年度は

創業４０年来、最高売上・利益を記録されまし
た。行動力と突破力に溢れる山野さんのお話
は、きっと営業活動に対する学びや気づきを与

えてくれること請け合いです。           
皆様どうぞ、こぞってご参加ください！



氏名

社名
リアルと <11/ のハイブリッド報告

氏名（ゲスト）


（<11/ アドレスは 'FQ[W で）

社名（ゲスト）




■参加費：無料、懇親会： 円  
◆８月例会□出席（□リアルRU□=220）□欠席

※コロナの状況により、リモートになる場
合や会場が変更になる場合がございます。
※リモート参加の場合は、例会のみの参加
となります。

◆懇親会 □出席 □欠席


参加のお申し込みは GFQ[W または同友会事務局 (#:： までおねがいします。ᴾ
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大阪府中小企業家同友会三島支部 8 月アピール例会

アピール例会
入会１年未満の新入会員さんによる事業紹介

『恩送り～受けた恩を人に繋ぐ～』

『笑顔を守るために！！』

ふじ社会保険労務士事務所

一般社団法人 障がい者グループホーム夢の花

【 報告者 】木村 藤子 氏
【会社概要】
所在地
事業内容
設立
同友会入会

【報告者】三良 貴代美 氏
【会社概要】
所在地
事業内容
従業員数
設立
同友会入会

：茨木市三島丘２丁目３０番３－３０２
：社会保険・労働保険、労務に関する業務
：２０２１年1月１日
：２０２１年８月

報告者紹介

報告者紹介
家族の突然の病に悩まれ、ついには障がい者グループホームの設
立を決意。それまでの三良さんの人生は波乱万丈そのものです。ご自
身は不幸の渦、負のスパイラルから抜け出すためには家族の支えのも
と全身全霊をかけてグループホームを運営することしか頭になかったと
おっしゃっておられます。
不安だらけの未来を同友会に参加することでどの様にして少しでも安
心へとつなげて行かれるか？経営者のスタートラインに立たれた彼女は
これからの人生においてどんな夢の花を咲かせることができるのか？家
族の笑顔だけでなく、すべての人たちが笑顔になることが彼女に課せ
られた使命であります。

長い年月を費やし還暦を過ぎて社労士試験に合格された木村さん。
社労士として経営者として学ぶため、一番良いのは経営者の仲間に入
ることと同友会に入会されました。
建具職人だった父の真摯な姿をみて育ち、銀行員の時に宅建資格
を取得、女性では当時は珍しい不動産の仲介など数多くの職業を経験
されてきました。その折々に支えてくれた方々への感謝の想いから「諦
めない」、「ならぬことはならぬ」との強い意志で目指した社労士。
そんな木村さんのこれまでの人生経験からどんなことが学べるか、ど
んなことをこれからの若い経営者に恩送りしていただけるか、報告が
非常に楽しみです。

8 / 24

日時

茨木市福祉文化会館 202号室

会場

水

18:30 開会（18:00 受付開始）

無 料 ( 懇親会：実費 )

参加費

( オークシアター）

茨木市駅前四丁目７番５５号 TEL:072-623-3962

参加申込

e.doyu より申込ください。

(http://e.doyu.jp/osaka/)
または同友会事務局まで。

会社名：

氏

名：

欠席

+

Zoom

FAX:06-6941-8352

令 和 4 年 8月24 日（水）
出席

：高槻市浦堂本町
：障がい者グループホームの運営
：パート９名
：２０２１年２月
：２０２１年１０月

三島支部例会へ【ご一緒されるゲストの方】

会社名：

氏名：

所在地：

電話：
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〒

役職：
FAX：

大阪府中小企業家同友会

新大阪支部

(2022 年度)

8 月例会

社員とともに「強靭な企業づくり」に挑む《学び多き例会》を目指します

中小企業憲章と
自社経営を結合する
る研究例会
例会
中

小

企

業

憲

章

中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である。常に時代の先駆けとして積極果敢に
挑戦を続け、多くの難局に遭っても、これを乗り越えてきた。
（中略）中小企業がその力と才能を発揮することが、疲弊
する地方経済を活気づけ、同時にアジアなどの新興国の成長をも取り込み日本の新しい未来を切り拓く上で不可欠であ
る。政府が中核となり

国の総力を挙げて

中小企業の持つ個性や可能性を存分に伸ばし、自立する中小企

業を励まし、困っている中小企業を支え、そしてどんな問題も中小企業の立場で考えていく。
これにより、中小企業が光り輝き、もって安定的で活力ある経済と豊かな国民生活が実現されるよう、ここに中小企業
憲章を定める。
（平成 22 年６月１８日閣議決定）

中小企業憲章が閣議決定された「から」ではなく、憲章がうたう
「自立する中小企業」であるために、経営者はまず何をすべきか？
深く考える例会です。ご参加お待ちしています。
コーディネータ
北ブロック憲章委員

野越成一郎さん

（株）ＳＡＲＡＢｉＯ温泉微生物研究所
大阪本部

執行役員

ハイブリッド例会

参加費無料
懇親会費 4000 円程度（実施の場合）

開 催

開会
（受付 18：00～）
８月２５日（木） 18：30
例会に

□ゲスト参加

懇親会に □参加
（会社名）

フリースペース・類
大阪府大阪市淀川区西中島 4-3-2
類ビル２F

TEL 06-6305-2222

□会員参加

□欠席

□欠席

します

します

（氏名）

（電話番号）

参加申し込み →大阪府中小企業家同友会事務局 まで
E-DOYU または
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TEL 06-6944-1251

FAX 06-6941-8352
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大阪府中小企業家同友会 中央北支部８月例会
開催場所：大阪府中小

８月2４日(水)
開始

18時15分

終了

HYBRID
にて開催

21時

企業家同友会事務局
大阪市中央区
農人橋2-1-30
谷町八木ビル4F

地図
QR
コード

Main theme

「企業価値を高めること
それこそが私達の生きる道」
に気づくまで

〜今、方向音痴の運送屋がおおきーい船を作りたいと言い出した
を作りたいと言い出した〜
合同サービス配送有限会社
代表取締役
2012年

Profile

所在地
資本金
売上高

樋谷 羽津美氏

同友会入会 西成・住之江支部所属
女性部会例会委員長

大阪市北区大淀中5丁目11-25 事業内容 一般貨物自動車運送業
３００万円
社員数
３０名
４億３，０００万円
創
立
１９８７年

「あ〜
「あ
〜、もう会社売って逃げよ！」 とも考えた報告者は、
自社が売れない会社だということにすら気づいていなかった。
そんなときに同友会の仲間と出会い、そして良きスタッフとも出会った。
経営者の姿勢 経営理念 ビジョン作成短期間で駆け上がった報告者。
今まで気づかなかった新たな悩みや経営課題にどう向かっていこうと
しているのかモチベーション高くバイタリティあふれる報告者が
ユーモア交えた報告です。聞き逃す手は・・・・・ない！
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 中央北支部例会 お申込み
①

□出席 （ZOOM／リアル）

会社名

□欠席

② □会員 □ゲスト（紹介者名

お名前

支部
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）

中央南・西支部
8 月合同例会

理念なき経営からの脱却
〜私の使命は V 字回復〜

・走りながら考える
・コロナがきっかけで芽生えた経営者の覚悟
・人との出会いやつながりを大切にしたい
・既存事業を見直し、シェアトップを目指す
・100 年企業の事業承継

取締役

専務

高 橋 勇 多
株式会社スポーツタカハシ
創業：大正 11 年（1922 年）8 月
事業内容：スポーツ用品、小売販売、

2022 8 24
道頓堀ホテル

受付開始 18:00

（水）／ 18:15 〜 20:40

大阪市中央区道頓堀 2-3-25
TEL：06-6213-3444
※会場参加のみ

コロナの状況により、変更になる場合があります。

卸輸出入業務、不動産、駐車場運営

従業員数：50 名
売上高：9 億 5,000 万円
資本金：5,000 万円
所在地 : 大阪市中央区西心斎橋 2-5-9 12F
同友会入会：2020 年 2 月

プログラム

お一人様

無料

【第 1 部（例会）
】

お一人様

4,000 円（税込み）

【第 2 部（懇親会）
】

受付開始 /18：00
例 会 /18：15 〜 20：40

所属 : 中央南支部所属

開始

/21：00 〜 22：00

お 返 事 は e.doyu シ ス テ ム ま た は FAX 06-6941-8352
中央南・西支部 8 月合同例会に

□ 例会・懇親会に参加します
会社名

□ 例会のみ参加します

お名前

支部名

ゲストの方をお気軽にお誘いください！
会社名

お名前

役職名

連絡先

□ 欠席します

お問い合わせは
TEL.06-6944-1251
（同友会事務局
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坪本へ）
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青年部会・京阪支部・ ひらねか支部合同
８月例会

報告者

川口 健次

大阪府中小企業家同友 会

簡単じゃなかった事業承継。
不屈の決意で優良企業から戦う集団へ！
今 期の青年部会幹事長を務める川口氏。光学レンズの研磨という特殊な業界で、超優良な財務状態を維持する会社の三代目で、
昨年ついに事業を承継しました。社長就任早々、
コロナ禍での打撃や主力製品の廃盤などが原因で赤字となり、
また社員の問題も発生し、
経営の難しさを痛感します。思っていたものとは違った事業承継でしたが、現状維持ではなく、会社を戦う集団へと変えて、
さらに発展させていくと決意します。財 務 状 態は良いものの、ほとんど投資をしてこなかったという同社。
ることか
今 後 、同 業 者 の 廃 業 が 増 えると予 想 さ れ ること
か ら 、チャンス は あると 話しま す。
優秀で人望も厚い川口氏が、同友会で学んだことと豊富な資金力を活かしてどんな戦略を立て、
どういう手を打っていくのか話して頂きます。
今 回の報告において全てをさらけ出す覚悟で臨んで頂いています。その覚悟を共に現地で学びあいましょう！
今回の報告において全てをさらけ出す覚悟で臨んで頂いています。

大阪 光 学工業株式会社
代表取締役
所在地

事業内容
創 業 79年

川口 健次

同友会入会年 2016年1月25日 所属 京阪支部・青年部会

大阪府門真市北巣本町19−30

レンズ・プリズム等光学製品の製造・販売業

参加を希望の方は、

社員数 ４名

e-doyuもしくはFAXにて申込みください。

年 商 1.3億円（2021.6月期）

開催

２０２２年８月２６日
（金）リアル開催
18：30スタート ※ 受付18：00〜

会場

TKP心斎橋駅前カンファレンスセンター

懇親会
主催

※どちらかに〇をお願いします。

懇 親 会（同会場）➡

大阪市中央区南船場３丁目１１−１８
ホール11A（会場最寄り駅 心斎橋駅）

同会場開催、参加費5,000円（※キャンセルは1週間前まで）
大阪府中小企業家同友会青年部会
京阪支部 ひらねか支部

申込先：事務局 FAX 06-6941-8352
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嘘をつか な い 経 営 と は
全員参 加 の 風 土 作 り
そのすべては現場に答えがあった

参加費

無料

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。

06-6941-8352 までお送りください。

□出席 □欠席

会場

■ 会社名

経営者と従業員︑その信頼関係はどうやって築いていますか？

受付 18:00 開会 18:30 終了 21:00

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 有田
（ 080-4194-0761 ）
迄ご連絡お願いいたします。
■ 懇親会

先代から引き継いだ後︑社内改革を進めていくが数々の苦難が到来︒社員との衝

会社概要

会社設立：1969 年 同友会入会：1999 年 12 月
社 員 数：19 名
資 本 金：1000 万円
事業内容：製缶・板金・産業用機械設計製造
所 在 地：大東市新田中町 2-41

しげる

（月）

突を繰り返し︑
﹁人間尊重の経営の本質﹂に気づきました︒

e-doyu

やっと一丸となってきたその時︑リーマンショック︑コロナ禍と更なる苦難が襲

8 月 29 日

参加申し込みは

い掛かってきました︒

やまだ

乗り越えるためには何が必要か！そこには経営者としてのビジョンがありました︒

山田 茂

同友会の﹁労使見解の精神と経営指針成文化﹂を確実に実践していくための一つ

の気付きとなるものでしょう︒つつみ隠さずありのままをお話されます︒

グループ討論も盛り上がること間違いなし！

みなさまの例会へのご参加お待ちしております︒

株式会社 山田製作所
代表取締役会長

8月例会

﹁人を生かす経営１００％﹂

大阪府中小企業家同友会大東四條畷支部

大東市立市民会館

■ お名前

キラリエホール

■ 電話番号
■ FAX番号

お連れいただけるゲストの方

キラリエホール

〒574-0076
大阪府大東市曙町 4-6
●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 >
「住道駅」下車 徒歩約 14 分。
会場周辺地図 GoogleMap

■ 会社名
■ お名前

■ 電話番号
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学び合う経営者達の中でみえたもの

大阪府中小企業家同友会

〜 企業を助ける士業の方が伝えたい事 〜

東成・生野支部８月例会
８月２６日 ( 金 )18:30〜21:00

会社名：アズコネクト社会保険労務士事務所

所在地：大阪市中央区森ノ宮中央 1-16-15 三双ビル 5F
事業内容：人事労務コンサルティング及び諸手続き、
社長・役員の公的年金コンサルティング、
SDGs 導入支援コンサルティング

創業：2012 年 7 月

従業員数：3 名（うち、パート 1 名）

入会：2021 年 3 月

アズコネクト社会保険労務士事務所

山本

哲史氏

会社名：oﬃce あじさい・二木税理士事務所
所在地：大阪市城東区諏訪 3-5-15-704

oﬃce あじさい・二木税理士事務所

事業内容：税理士業務、組織づくりコンサル
創業：2022 年 2 月

二木

従業員数：1 名

入会：2021 年８月

徹氏

この例会は、会歴２年未満で「経営指針確立・実践セミナー」を受講したお二人にお話し
頂きます。分野は違えど同じ士業の方ですが、それぞれ違うアプローチでこのセミナーを
受講されました。みえたものは違います。

しかし共通して言っていたのは「受けて良かった！」という言葉。

会社を維持発展させるヒントがここにあります。是非 , お聞きください !
参加申し込みは、 e-doyu または、

会場での参加の場合

まで、どちらかの参加方法にチェックを付けて

１階大ホール

同友会事務局

クレアホール・ふせ

FAX 06-6941-8352

東大阪市足代北 2-1-13-101

ご返信ください。

□ 会場での参加
□ Zoom での参加
企業名・お名前
（
ゲストの企業名・お名前
（

新型コロナウィルス感染予防の為の会場参加での注意事項

）

近鉄布施駅から徒歩５分

） Zoom での参加の場合

＊会場での参加は人数制限がございます。
事前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 をご利用ください。
＊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。

接続方法等の詳細については、e-doyu にて公開します。参加費無料
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大阪府中小企業家同友会

しろきた支部

2022 年 8 月例会

理念がやっぱりわかりません！
蔵所さんは、7 年以上前に経営コンサルタントの勧めで自

社の理念を作り、コロナ禍が始まるまでの約 4 年間、従業員

と毎日一緒に唱和し続けてきました。2 年前に受講した指針

有限会社

セミナーでは再度自分の思いを整理し、新たに理念を作り
直します。とはいうものの、自分自身が作った理念に今一つ
納得いかない気持ちを抱え続けていました。コロナ禍での
感染防止の為に、理念の唱和も行わなくなってしまいます。
ところが昨年、ふと自分の作った理念が行動理念であるこ
とに気付きます。そこから再び理念について考え始め、今度
はもっとシンプルな理念に行きつきます。従業員の前でも説
明し、自分でもある程度納得のできるものではありましたが、
それでも尚、会社に堂々と掲げる気にはなりませんでした。
そんな中、今回経営体験報告をすることになったのです
が、わからないなりにも、その理念との 7 年以上に渡る格闘
を報告のテーマにすることを決めます。そして自分の中だけ
ではなく、実際の経営体験報告とするために、従業員一人
一人と理念について話し合う機会を持つことにしました。そ
してある社員との話し合いの中で、理念について驚きの発見
をします。そして自分が理念というものについて、今まであ
る大きな勘違いをしていたことに気が付くのです。藏所さん
の発見、気づき、そしてそれを通して得られた理念に対する
思いとは？
理念をテーマの中心に据えた、一味違う経営体験報告を
ぜひ。

蔵所写真工芸

代表取締役

藏所

拓二氏

所在地 : 大阪市旭区新森 5-8-25
設立 : 1960 年

資本金 : 300 万円

年商 : 約 5000 万円

従業員数

5名

業務内容 : フィルム製版、インクジェット印刷
駐
※車場を備えますが︑収容台数が少ないため︑

できる限り公共交通機関をご利用願います︒

ココ

8 26 金

18:30 〜 21:00
18:00 開始）

（受付

会場：城東区民センター（3F 中会議室）
大阪府大阪市城東区中央 3-5-45

京阪電鉄「野江駅」 JR「野江駅」

大阪メトロ 今里筋線 長堀鶴見緑地線

「蒲生四丁目駅」

しろきた支部 8 月例会に □ 参加 □ 不参加
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例会打ち合わせの
模様を Y o u t u b e
に て 配 信 中！！

ゲスト参加、大歓迎！！

202２年度大阪府中小企業家同友会 東大阪第１支部 ８月例会

車座例会～ベテランから新入会員まで、それぞれの経営体験
「支部会員みんな集まれ！」
今年の東大阪第一支部の例会は、車座形式で行います。
ベテランから新入会員の皆さんにそれぞれ報告してもらい、
互いの経営体験を共有し、深めていきましょう！
支部長の畑です。
今年は東大阪第一のみんなが集まってくる”おもろ
い”例会を目指してます。自分の人となり・経営経験
にくわえ、目指している夢や今抱えてる悩みなどた
くさん話し合って、実現や解決に前進していく例会
にしようぜ！

【報告者】
1)クレバー産業（株） 代表取締役 辰巳さん
事業内容：プリント配線板や樹脂、金属の薄板（ルーター）加工
2)中川マネジメントパートナー事務所 代表 中川さん
事業内容：経営支援や指導・講習。行政書士業務など
3)（株）水野製作所 代表取締役 水野さん
事業内容：事務用・医療用機器の精密板金および設計等

日時：8 月 26 日(金) 開会 18
会場：東大阪市立
２階

時 30 分

受付開始 18

時

終了 20

時 30 分

東体育館

中会議室

大阪府東大阪鷹殿町 1-2
近鉄奈良線「瓢箪山駅」から北へ 10 分
近鉄奈良線「枚岡」駅から西へ 10 分
近鉄けいはんな線「新石切」駅から南へ 15 分
例会参加費

無料〔例会後、自由参加にて懇親会予定〕

最寄りの支部会員の方、是非ご参加ください。

お問合せは事務局）坂まで ＴＥＬ06－6944-1251

８月例会に □出席

□欠席

お申込みは e-doyu または ＦＡＸ06－6941－8352

(懇親会：□出席

会社名（

）氏名（
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□欠席

□未定)
）

東大阪第２支部 ８月例会

大阪府中小企業家同友会

備えあれば憂いなし︕第２⽀部 第⼀回セミナー例会
リスク︕
企業経営はリスクとの戦いかもしれません。
第2⽀部８⽉例会はそんなリスクと戦う上
で、⼤切なことを３⼈の⽅に語っていただき
ます。
津波が来てから堤防を築くことはできません。
まずは⽼後2000万問題。企業型確定拠出
年⾦の制度の考え⽅と具体的なメリット・

デメリットについて、導⼊とそれから。
続いて顧客企業と契約上のトラブルを防⽌す
るには。協⼒企業が⼀⽅的にリスクを負わな
いためには。また労災について。
最後にBtoB企業がBtoCを⽬指すときに注意
すべきこと。
特許・意匠・商標について。

リスクと 向き合う！

ファイナンシャルプランナー

杉本 和⽣⽒

弁護⼠

ZOOM＆会場ハイブリッド
2022年

弁理⼠

松井 潤⽒

加藤 敬⼦⽒

ZOOM ID とパスワードを会員様は e-doyu にて
申し込みいただいたゲスト様は個別にお知らせします。

8月 23日（火）

参加ご希望の方は e-doyu または FAX でお申込みください。
①e-doyu

18：30 開会 21：00 終了（受付開始 18：00 ～）

会

場

参 加 費

②FAX

東⼤阪市⽂化創造館
（有料駐⾞場有り）
東大阪市御厨南二丁目３番４号

大阪府中小企業家同友会 事務局 宛

ＦＡＸ ０６-６９４１-８３５２

お問い合わせ

八戸ノ里駅徒歩 5 分

http://osaka.e-doyu.jp
大阪府中小企業家同友会
http://www.osaka.doyu.jp

ＴＥＬ ０６-６９４４-１２５１

無 料（懇親会 4,000 円程度の予定）
いずれかに
会場参加

チェックを⼊れてください。
ZOOM 参加

⽋席

会社名
役 職

お名前

⽀部名
ＴＥＬ
紹介者お名前

16

FAX

⮬❧ⓗ䛷㉁䛾㧗䛔ᴗ䛵䛟䜚

পଚਿর৵੫ੇ௵ভ

ূপଚਸ਼੍گাভ

ভभோਢम৩भৡदਛॉয়ढथःॊ
عीऩःົჴऔ؞ଭॉ௭इॊৡ॑ण৽पྟؚവऔोॊ৩ञठع
ਾઔ

ਨ੨

৻ഁ૽শ

ඥᄶ

ْ੫ਏٓ

ઙૄভ ਨ੨ଲਚ
ਚ ূ؟পଚਧ༕মৢਧڮഛ৯ڮٕڰ
ৱমস ؟ਐ

৩ਯ ؟
োভ

؟ফা

হઍ؟সരभજచਸੵ

䜎䛷䛾⤒㦂䛿↓㥏䛷䛿䛺䛛䛳䛯䚹
ᅔ䛳䛶䛔䜛ே䛾ᡭຓ䛡䛜䛧䛯䛔䛸䚸
ᑡᖺ䛾㡭䛛䜙࿘ᅖ䜢Ẽ䛻䛫䛪䚸
ᅔ䛳䛶䛔䜛ே䜢ຓ䛡䛶䛔䛯ຬᩒ䛺ᚰ䛾ᣢ䛱䚹
ே䛻䛺䛳䛶䛛䜙䛿䚸ാ䛟ᴦ䛧䛥䜢▱䜚䚸㞠䜟䜜䛶䛔䜛❧ሙ䛷䜒䚸♫䛜䛹䛖䛩䜜䜀Ⰻ䛟䛺䜛䛾䛛
ᖖ䛻⪃䛘䚸ᜨ䜎䜜䛺䛔⎔ቃ䞉ᩘ䚻䛾䝖䝷䝤䝹䛾୰䚸ᡂ㛗䛻⧅䛢䜛⾜ື䜢㉳䛣䛧䛶䛝䛯䚹
䛭䛾䛚䛛䛢䛷䚸㢳ᐈ䛸䛾ಙ㢗䜢ᵓ⠏䛩䜛䛣䛸䛜ᙉ䜏䛸䛺䜚䚸Ⴀᴗຊ䛜ቑ䛩䚹
䛥䜙䛻䚸䝍䞊䝀䝑䝖䛾ᝎ䜏䜢ゎỴ䛷䛝䜛䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ຊ䛜ഛ䜟䛳䛯䚹
ᣢ䛱㔠䠎䠔䛷㉳ᴗ䜢Ỵព䚹䜔䜛䛧䛛䛺䛔䟿䛸Ỵព䛩䜛䛸䚸ᶵᲔ䞉ሙᡤ䞉ே䜎䛷䜒䛜㞟䜎䜚䚸
䛷䛿䝏䞊䝮䛷⌮ᛕ䜢ᥖ䛢䚸䝡䝆䝵䞁䜢ᥥ䛝䚸♫䜢䛳䛶䛔䛟䚹
ྠ䛷Ꮫ䜃䚸䛥䜙䛻ぬᝅ䛜Ỵ䜎䛳䛯ᮧ䛥䜣䛾䝤䝺䜲䝤⁄䜜䜛ሗ࿌䜢䛚ぢ㏨䛧䛺䛟䟿䟿

ৎ ফ াققع؟كਭહ৫كع؟
ভৃ ূপଚધ৲ୗை=٭220ঁॖঈজॵॻ৫ಈ=پ220,'ಉमணप৴൪
ਸા

૮મ

ਸ্১قজ॔ঝ
ਖ়

 ٲٲٲলಳभ௦म H'2<8ऊैउൢःखऽघٲٲٲ
RU =220॑كHGR\Xभ॔থॣॺشჷपোৡৣऔः

௵ভহਜଂ

০भভ

7(/ )$;

؞؞؞؞؞؞ڵ

17

18

大阪府
大阪府中小企業家同友会

上町支部・東住吉支部
８月合同例会
令和4年

8月23日(火)
18:30〜21:00
報告者
株式会社エスエス保険センター
代表取締役

亀多 正純

氏 （上町支部）

上町支部・東住吉支部8月合同例会の報告者は

会社概要

株式会社エスエス保険センター代表取締役の亀多さんです。
亀多さんは家族経営だった保険代理店を事業承継し、M&Aを経て企業へと大きく変革してきました。
そして保険会社からは代理店の0.2%しか入らないAAAという評価を獲得しました。
従業員も増え、業績も右肩上がり、そんな順風満帆に思えた経営でしたが、
ある時をきっかけに多くの問題が立ちはだかります。亀多さんはそのひとつひとつに丁寧に向き合い、
同友会活動からも解決の糸口を見つけようとしてきました。

所在地／大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15
サンパール天王寺502
資本金／1,000万円
設立／1988年3月

社員とのコミュニケーションを重ねる中で、今年度初めて社員と経営指針書を作成し社内発表を行いました。 従業員数／17名（2022年7月現在）
事業内容／損害保険代理業務

今やっと未来の光が見えてきたと話す亀多さん。
この境地になるまでにどんな取り組みをしてどんな気づきがあったのでしょうか。

生命保険の募集に関する業務

すべての経営者に共通する悩みに真正面からぶつかる亀多さんの魂の報告は必見です！

各種コンサルティング業務

場所

阿倍野市民学習センター 講堂

〒545-0052

大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3F

懇親会

3,500円（例会終了後、会場周辺にて）
※懇親会の出欠も合わせていれてください。

ＺＯＯＭ ハイブリッド
■例会 □参加

□不参加 ■懇親会

□参加 □不参加

●お名前／会社名
お申込URL
※お申し込みはファックス（FAX:06-6941-8352）またはe-doyuでお願いいたします。
※新型コロナのウイルス感染拡大の状況によっては、オンライン開催または中止にさせていただく場合があります。
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★参加者の皆様へのお願い事項
発熱などの症状がある方は来場をお遠慮ください。

大阪府中小企業家同友会 西成住之江支部

８月例会

あきらめない地域づくり！！
～不動産業は、コンサルいやソリューションビジネスだ～
８月の報告は臨港支部増強委員長、株式会
社ベイサイドリアルターの西村匡史さんです。
不動産仲介にとどまらず、公認不動産コンサルテ
ィングマスター資格を活かし不動産全般の相談
事の解決に価値を見出された西村さん。
１０年ビジョンに掲げた東京出店が実現した今
も、経営のコンパスの軸は創業の地、大阪市のベ
イエリア港区にあると言われています。地域に対す
る熱い思いの報告は中小企業にとって大切な学
びになること間違いなしです！！
事業内容: 不動産コンサルティング、テナント仲介
不動産売買賃貸仲介、空き家利活用
スタッフ数：２名

報告者
株式会社ベイサイドリアルター

本社所在地：大阪市港区八幡屋2-9-14
創業：２０１１年９月

代表取締役 西村 匡史 氏

同友会入会：201０年

開催日時

８月2２日(月)

会場＆Zoomのハイブリッド開催です
IDとパスワードは【e-doyu】をご確認下さい

18:30 開会 （ 18:00 受付・入室開始）

西成区民センター 会議室2-1

開催会場

大阪府大阪市西成区岸里1丁目1-50
TEL 06-6651-1131

【e-doyu】または 同友会事務局 fax：06-6941-8352までお願いします

出欠のお返事は

西成住之江支部 ８月例会に
□会場出席
□Ｚｏｏｍ出席
支部名
会
員

会社名
氏名

一
般
（
ゲ
ス
ト
）

□欠席

住所
会社名

役職

氏名

電話

問い合わせは、大阪府中小企業家同友会まで
（TEL:06-6944-1251）
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⼤阪府中⼩企業家同友会

平野⽀部8⽉例会

別所
別
所 ⻑
⻑政
政

会社情報

事業内容:⾦属・樹脂部品のバレル研磨、
揺動式遠⼼バレル研磨機での加⼯
設⽴:1977年
従業員数:14名

倒産⼨前から超⾼収益企業へのV字回復の軌跡
〜経営は数字と分析⼒だ！！〜

８⽉例会の報告者は東洋バレル技研株式会社の代表取締役 別所⻑政⽒です。
海外⽣活を11年続けホテルマンとして働いていた別所⽒でしたが、親が経営する会社の状
況を⾒かねて会社を引き継ぐこと決断します。
⼊社当時は受注量も増え売上も回復し、第⼆⼯場を構えて「さあこれから！」という時に
やってきたのがリーマンショック。⼀社依存体質で⾝動きが取れず徐々に⼤きな⾚字を出
すようになり、あれよあれよという間に倒産⼨前に。
たくさんの悔しい思いや決断をしながらも、いろいろな⼈を介してたくさんのことを学び
⾝に着けた経営に必要な「数字を⾒る⼒」と「分析⼒」。ここから⼤逆転！！徐々に新規
のお客さんを増やし⼀社依存の体質を改善していき、たった10年ほどで超⾼収益企業へと
V字回復していきます。いまでは現場は従業員に任せて⾃分は経営の仕事に専念するこ と
ができるまで成⻑されています。
さてどうやってこの危機を乗り越えてきたのか？？必ず報告の中に経営改善のヒントがあ
ります！

８ ⽉ 24 ⽇（⽔）
受付18:00

開会18:30

終了21:00

【会場】

阿部野市⺠学習センター

〒545-0052 ⼤阪市阿倍野区阿倍野
筋3-10-1-300 あべのベルタ3階

21

申し込みはこちらから
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大阪府中小企業家同友会
さかい浜支部 ８月例会

さかい浜支部 ᵖ月例会

長寿企業の
不易流行
創業年を目前として
変えていくものと変えないものとは
概要
今月の報告者は堺市西区津久野で晒染加工を営んでいる角野晒染㈱の角
野孝二さん。
現在創業91年目の老舗企業。堺市の伝統産業でもある注染和晒を守ってい
くために本業を軸としながらも多くの新事業に取り組んできています。昔ながら
のやり方に固執するだけでは生き残っていけない。多くの新規事業に取り組ん
できた角野孝二さんに戦略や老舗企業ならではの悩みなどを語っていただき
ます。
長寿企業を目指すためのヒントが学べますので、皆様のご参加お待ちしていま
す！

報告者
角野晒染 株式会社
代表取締役社長
【 所 在 地 】
【

創

業

】

角野 孝二

氏

大阪府堺市西区津久野町３丁３２－１
昭和ᵔ年（ᵏᵗᵑᵏ年）創業

【 社 員 数 】

１５名（アルバイト・パート含む）

【 事 業 内 容 】

綿織物の精錬漂白加工、捺染加工

開催場所

ᵐᵎᵐᵐ年

８月２３日

火

１８：３０～２０：５０

フェニーチェ堺【多目的室】大阪府堺市堺区翁橋町ᵐ丁ᵏᵋᵏ
※例会終了後、下記にて懇親会を予定しております。
ご都合のつく方は是非ご参加ください。

【懇親会】
時間 ： ᵐᵏᵘᵎᵎ～
会場 ： 焼肉ホルモン酒場 がやが屋（大阪府堺市堺区北瓦町ᵏᵋᵒᵋᵓᵏ）
費用 ： ５０００円
※予約の関係上、事前にご連絡をお願い致します。
ᵤᵟᵶ：ᵎᵔᵋᵔᵗᵒᵏᵋᵖᵑᵓᵐ
お申込みは右記にご記入の上、
大阪府中小企業家同友会 事務局まで
※ホームページからもお申込みいただけます。

ᵲᵣᵪ：ᵎᵔᵋᵔᵗᵒ４ᵋ１２５１

さかい浜支部 ８月例会
ᶆᶒᶒᶎᵘᵍᵍᶂᶍᶗᶓᶉᵿᶇᵌᶌᶃᶒᵍᶋᶃᶃᶒᶇᶌᶅᵍ

会社名

役

氏

名

T E L

住

所

紹介者
大阪府中小企業家同友会
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大阪同友会
かんくう支部

宮城同友会
千賀ノ浦支部

合同例会

2022

8/25（木）
18:30～21:00

Zoom

（申込があった方には後日、IDと
パスワードをお送りいたします）
沼田氏はゲオのフランチャイズ店舗を複数展開されています
が、ネットでの動画や音楽配信の台頭により市場は縮小。厳し
い外部環境の中、新規事業開拓にも意欲的に取り組まれていま
す。同友会で経営指針の大切さを学び、取り組むこと10年。こ
の10年は苦難の道のりで多くのトラブルに見舞われました。し
かしその都度、経営指針に立ち返り、『労使見解』を何度も読
み返し、「やっぱり最終的には同友会の学びが大切」と言われ
ます。
沼田氏がどうしてそう思うのか、経営指針や労使見解から何
を学んだのか、一緒に学びましょう！
……………………………

出欠回答

□参加する
FAX返信先

(有)エス・エス・プランニング
代表取締役

沼田 真一氏

宮城同友会千賀ノ浦支部長
事業内容：ゲオフランチャイズ、リサイクル
ショップ、ネットショップ
社 員 数：6名（パート・アルバイト70名）
設
立：1999年
同友会入会：2008年

……………………………

□参加しない

大阪同友会FAX：06-6941-8352

会社名

役職

氏名

mail

宮城同友会FAX：022-257-3220

◎同友会会員の方は所属同友会のe-doyuからも出欠回答できます

大阪府中小企業家同友会 TEL 06-6944-1251
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宮城県中小企業家同友会 TEL 022-355-2771

青年部会・京阪支部・ ひらねか支部合同
８月例会

報告者

川口 健次

大阪府中小企業家同友 会

簡単じゃなかった事業承継。
不屈の決意で優良企業から戦う集団へ！
今 期の青年部会幹事長を務める川口氏。光学レンズの研磨という特殊な業界で、超優良な財務状態を維持する会社の三代目で、
昨年ついに事業を承継しました。社長就任早々、
コロナ禍での打撃や主力製品の廃盤などが原因で赤字となり、
また社員の問題も発生し、
経営の難しさを痛感します。思っていたものとは違った事業承継でしたが、現状維持ではなく、会社を戦う集団へと変えて、
さらに発展させていくと決意します。財 務 状 態は良いものの、ほとんど投資をしてこなかったという同社。
ることか
今 後 、同 業 者 の 廃 業 が 増 えると予 想 さ れ ること
か ら 、チャンス は あると 話しま す。
優秀で人望も厚い川口氏が、同友会で学んだことと豊富な資金力を活かしてどんな戦略を立て、
どういう手を打っていくのか話して頂きます。
今 回の報告において全てをさらけ出す覚悟で臨んで頂いています。その覚悟を共に現地で学びあいましょう！
今回の報告において全てをさらけ出す覚悟で臨んで頂いています。

大阪 光 学工業株式会社
代表取締役
所在地

事業内容
創 業 79年

川口 健次

同友会入会年 2016年1月25日 所属 京阪支部・青年部会

大阪府門真市北巣本町19−30

レンズ・プリズム等光学製品の製造・販売業

参加を希望の方は、

社員数 ４名

e-doyuもしくはFAXにて申込みください。

年 商 1.3億円（2021.6月期）

開催

２０２２年８月２６日
（金）リアル開催
18：30スタート ※ 受付18：00〜

会場

TKP心斎橋駅前カンファレンスセンター

懇親会
主催

※どちらかに〇をお願いします。

懇 親 会（同会場）➡

大阪市中央区南船場３丁目１１−１８
ホール11A（会場最寄り駅 心斎橋駅）

同会場開催、参加費5,000円（※キャンセルは1週間前まで）
大阪府中小企業家同友会青年部会
京阪支部 ひらねか支部

申込先：事務局 FAX 06-6941-8352
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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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