
お気軽にご参加ください！！
岡山 中小企業家同友会岡山 中小企業家同友会

公開行事のご案内公開行事のご案内 ７月７月

【と  き】７月１７日（火）１８：３０～ 

【と こ ろ】 お食事処ＡＳＡＨＩ
  （ 瀬戸内市邑久町山田庄371-2 TEL 0869-22-0073 ）

【例会会費】  ４，０００円（90分飲放題付）

自社の課題持ち寄り例会 
～あなたの悩み、何ですか？～

■ 東備支部７月例会

朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた 
～共に育つ職場づくり～ 

■ 倉敷支部７月例会

学びと気づきが会社を変えた
～同友会との出会いが会社発展のカギ～ 

■ 津山支部７月例会

 1963年にイ草サンダル等を製造する町工場として出発。その後、主力製品を医療
用コルセット・サポーターにシフトして国内トップシェアを誇るまでに成長したダ
イヤ工業。しかし、その歩みは決して平坦なものではありませんでした。 
 ２代目の松尾氏が社長を継いだ際には減収減益に直面し、「このままでは会社を
潰すかもしれない」という不安から中小企業家同友会で経営の勉強を始めました。
そこで得たヒントから、若手社員を幹部に登用し、新卒採用を開始。同時に社員教
育にも力を注ぎます。さらに自社の目的と方向性を示すために経営指針書を作成。
こうした取り組みを通じて、飛躍的に業績を伸ばすことに成功しました。 
 「同友会で学んでいなかったら、今のダイヤ工業はなかった」と断言する松尾会
長。経営者の姿勢と覚悟、そして同友会での学びと実践についてご報告していただ
きます。是非、ご参加ください。

【と  き】７月１８日（水）１８：３０～２１：００ 

【と こ ろ】  瀬戸大橋温泉 やま幸（ 倉敷市下庄140-1 TEL 086-462-1126 ）

【報 告 者】 (株)ヤマシタ 代表取締役 山下 英一 氏 
（岡山北支部会員）

【例会会費】  無料 ※例会後に懇親会を開催します。（各自清算、予算約4000円。）

【申込締切】７月１７日（火）13：00（懇親会は7/17（火）10：00） 

朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた 
～共に育つ職場づくり～ 

■ 倉敷支部７月例会

 同友会運動の重要な柱として取り組まれている『社員教育』。(株)ヤマシタでは
『社員共育大学』『幹部社員大学』に多数の社員が参加し修了しています。その
『社員共育大学』でも紹介された同社の朝夕のハイタッチ挨拶の様子は多くの共感
を呼び、岡山同友会の会員企業の中に広がりつつあります。 
 山下氏は「成長の大きな要因は、社員共育大学の受講が始まりでした。経営指針
発表会も経営者ひとりでは開催できませんでしたし、ハイタッチの導入も」と、自
社の成長と実践の道のりを振り返ります。7月例会では、(株)ヤマシタの企業像から
経営者と社員が共に育つ職場づくりの学びを深めていきます。 
 当日ご参加のみなさんは、是非！ハイタッチの挨拶から始めましょう！

朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた 
～共に育つ職場づくり～ 

■ 倉敷支部７月例会

  今こそ、条例を活かして 
地域で生き残る会社づくりを！

～あなたの会社は本当に地域に支持されていますか？～ 

■ 岡山南支部＆政策委員会合同７月例会

同友会らしい真の『働き方改革』とは？ 
～キレイごとだけの指針書になっていませんか～ 

■ 吉備高原支部７月例会

 「ウチは働きがい・やりがいを実感してもらっているから社員は満足している」と
思い込んでいないか？ 有効求人倍率と賃金水準が上昇する一方、深刻な人材不足に
陥っている中小企業にとって、若者が生涯を賭して全人格的成長を実現できる魅力
ある企業づくりには何が必要か。 
 国から押し付けられる「働き方改革」に追従するのではなく、同友会らしい労働
環境改善を主体的に進める上での考え方・取り組み方とはどのようなものか。 
 林氏は現在、中同協経営労働委員会で「働く環境づくりのためのガイドライン」
の作成に直接かかわり、企業の将来ビジョンを社内で共有するためのツールとして
同ガイドラインの活用を提起しています。今回は、林氏の経営者としての歩みと事
例を織り込みながら、今求められている同友会型企業づくりについて具体的にご報
告いただきます。是非、ご参加ください。

【と  き】７月２６日（木）１８：３０～２０：５０ 

【と こ ろ】  岡山国際交流センター ７Ｆ 
（ 岡山市北区奉還町2-2-1 TEL 086-256-2905 ） 
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

【報 告 者】 あおば税理士法人 代表社員 平本 久雄 氏 
（政策委員会副委員長） 

 (株)サンキョウ－エンビックス  
 代表取締役 浅野 浩一 氏（岡山南支部役員） 

【例会会費】 無料 ※例会後に懇親会を開催します。（各自清算）

【申込締切】７月２５日（水）17：00

 この度、岡山市の中小企業振興条例が全面改正となりました。条例改正に向けて
は岡山同友会としても長年取り組んできましたが、今回施行された条例は以前のも
のに比べて私たちの努力しだいで大きく活かすことのできるものに変わっていま
す。 
  平本氏には条例について分かりやすく解説を、浅野氏には実際にどのように自
社の企業活動と条例を結び付けているかといった事例をお話しいただきます。 こ
の機会に自社の未来と地域の未来を一緒に考えながら、どのように条例を活用し、
この岡山でどのようにして事業を継続させていくかを掴んでください。  
 南支部だけでなく、岡山市内で経営されている会員さん、岡山市在住の会員さん
は是非ご参加ください。もちろん岡山市外からの参加も歓迎いたします。

      こんな方におススメです  

● 自社の事業をもっと地域に発信したい！  
● 行政や学校などとも連携して商品やサービスを 拡大したい！  
● 地域活動・地域貢献を通じて、自社をＰＲしたい！  
● 自社が将来残っていけるか不安・・・  
● 今さら中小企業振興条例について聞くのは恥ず かしい・・・  

【と  き】７月２７日（金）１８：３０～２０：５５ 

【と こ ろ】 高梁総合文化会館２Ｆレクチャールーム 
（ 高梁市原田北町1212 TEL 0866-22-1040 ） 

【報 告 者】 香川県ケアマネジメントセンター(株) 
代表取締役 林 哲也 氏 

（中同協経営労働委員長・香川同友会副代表理事）

【例会会費】  ５００円（予定）※ オブザーバーは無料 

【申込締切】  ７月２５日（水）16：00

【と  き】７月１９日（木）１９：００～２１：００ 

【と こ ろ】 津山圏域雇用労働センター
（ 津山市山下92-1 TEL 0868-24-3633 ） 

【報 告 者】 ダイヤ工業(株)  
 代表取締役会長 松尾 正男 氏（岡山同友会代表理事）

【例会会費】  ５００円 

【申込締切】 ７月１８日（水）13：00 
 ※ 締切以降のキャンセルおよび参加形態変更につきましては、当初お  

申込形態の全額をご負担いただきます。

 7月は、参加者がそれぞれ持ち寄る課題について参加者全員で意見交換を行う、「課題
持ち寄り例会」を行います。例会のグループ討論では話しづらいことや、他社ではどん
な取り組みをしているのか聞いてみたいことなど、気軽に話し合う場にします。「例会
は敷居が高くて参加しづらい」という方も、是非ご参加ください。
 会員企業「お食事処ASAHI」で食事をいただきながら、日頃悩まれていることなど出し
合えればと思います。どなたでも参加できますので、ぜひお気軽にご参加ください。

切り取らずにそのままＦＡＸしてください

参加申込書 FAX ： 086-225-3662
岡山県中小企業家同友会事務局  

TEL：086-222-7473 
E-mail info@okayama.doyu.jp

岡山南支部 
＆政策委員会 
７月合同例会

倉敷支部 
７月例会

津山支部 
７月例会

吉備高原支部 
７月例会

吉備高原支部 
７月例会

女性部 
７月例会 

青年部 
７月例会 

所在地 〒 

会社名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 役職

氏  名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 電話番号

ご紹介者氏名 FAX番号

E -m ai l※ 本申込内容は、岡山県中小企業家同友会の管理のもとに、加者名簿や今後のご案内等に活用させていただきます。

※該当する行事に○をしてＦＡＸください。

下記の要領で、第20期社員共育大学を開講します。 

岡山校は毎月第2水曜日、倉敷校は毎月第2木曜日の開催です。今期から講義の様子をご見学いただけるようになりましたの

で、この機会にご参加ください。※見学は会員経営者とオブザーバー（入会要件を満たす方）のみに限らせていただきます（社員による見学はできません）。

【 主 会 場 】 岡山校の会場  ：(株)トヨタレンタリース岡山 本社会議室（岡山市南区新保651-3） 

倉敷校の会場  ：瀬戸大橋温泉やま幸 ゴールデンの間（倉敷市下庄140-1）  

合同開催の会場 ：ピュアリティまきび 孔雀の間 （岡山市北区下石井 4162） 

見学 

希望
開催予定 問題提起 

岡山校 ７/11(水) 18:45～
「何のために働くのか(仮)」  

倉敷校 7/12(木) 18:45～ 

岡山校 ８/ 1(水) 18:45～ 「様々な視点で 

モノを捉える(仮)」  倉敷校 ８/ 2(木) 18:45～ 

岡山校 9/ 12(水) 18:45～ 「職場で求められる 

 リーダーシップとは(仮)」  倉敷校 9/ 13(木) 18:45～ 

見学 

希望
開催予定 問題提起 

岡山校 10/10(水) 18:45～ 
「目標の重要性(仮)」  

倉敷校 10/11(木) 18:45～ 

岡山校 11/ 7(水) 18:45～ 「ポジティブに考えることの 

 大切さ(仮)」  倉敷校 11/ 8(木) 18:45～

岡山校 12/5(水) 18:45～ 
「責任とは何か(仮)」  

倉敷校 12/6(木) 18:45～ 

岡山・倉敷合同開催 

 1/9(水) 18:３0～  
「共に育つ」

●見学をご希望される場合は上表の見学希望欄へ○ご記入いただき、  
 下記参加申込書にてお申込ください。

第２０期社員共育大学
見学者募集 
 見学無料

【と  き】７月１８日（水）１０：００～１２：００ 
【と こ ろ】 ウェブクリエイティブ(株) 

（ 岡山市北区野田屋町2-11-19 TEL 086-238-9802 ） 
 ※ 建物1階駐車場及び近隣にコインパーキング有 

【報 告 者】 ウェブクリエイティブ(株) 
 代表取締役 石橋 史惠 氏 （岡山北支部会員）

【例会会費】  無料

主婦からＩＴ企業社長として 
 「誇りの持てる」会社作りを

～経営課題を乗り越える術を学ぼう～ 

■ 女性部７月例会・社内見学＆報告

 ウエブクリエィティブ（株） 代表取締役 石橋史恵氏は、一主婦から幾多の困難をしなやかに乗り越え、
社員16名のトップとなり、岡山中心部にあるビルを借りきるまでに。しかし経営課題は、波の様に終わり
なく押し寄せます。最近の大きな課題「求人・採用」、「社員教育」は、同友会の学びからヒントを得て「誰
も損をしない仕組み作り」の構築を成し遂げます。経営を始めたばかり、 これから会社を大きくしたいと
いう方、永遠のテーマ求人採用で悩んでいらっしゃる経営者、石橋氏の会社訪問と報告を聞いて、勇気と
知恵を学びませんか？

【と  き】７月２４日（火）１８：３０～２１：００ 
【と こ ろ】  岡山国際交流センター ５Ｆ会議室（１）

（ 岡山市北区奉還町2-2-1 TEL 086-256-2905 ） 
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

【例会会費】  無料 ※例会後に懇親会を開催します。（各自清算） 

【申込締切】７月２３日（月）17：00

話しやすい雰囲気づくりできていますか？
～グループ長研修会～ 

■ 青年部７月例会

 社員との会議やお客様との打合せ。必要なことを話すのは勿論のことですが、社員が話しやすい場づく
り、お客様の良さを引き出す場づくりはできていますか？７月は同友会で例会の後半に実施している「グ
ループ討論」を題材に「話しやすい場づくり」について、考え実践します。是非ご参加ください。
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模擬
グループ
討論

を見て学ぶ

話しやすい
雰囲気づくり
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グループ
討論で実践
「良いＧ討論
  とは？」

話しやすい
雰囲気づくり

とは
（講 義）

グループ
討論で実践
「良いＧ討論
  とは？」

※ 見学は下記の日時で受け付けております。


