お気軽にご参加ください！！

８月 岡山 中小企業家同友会公開行事のご案内
■ 岡山北支部８月例会

■ 津山支部８月例会

「No.２が育つ仕組みづくり」
〜共育ちの仕組みで売上3倍増〜
【と

き】 ８月１０日（金）１８：３０〜２１：００

岡山ロイヤルホテル2階 光華の間

【と こ ろ】

（ 岡山市北区絵図町2-4 TEL 086-255-1111 ）
※駐車場には限りがございます
【報 告 者】

(有)広野牧場

代表取締役

広野 豊

農業のイメージを変えたい！と父親と取り組んだ規模拡大と多角経営。
しかし、当時は社員が数人で、朝から晩まで現場作業の毎日。やらなけれ
■
倉敷支部７月例会
ばと思いつつも、経営者としての仕事はできていなかった。 そんな中、同
友会の先輩経営者から「本来、お前がすべき仕事はそれではない」と厳し
く言われます。現在 はナンバー2が育ち現場を任せられるようになったこ
とで、経営者としての仕事に専念できるようになり、売上を順調に伸ばし
ています。
どのようにしてそう変われたのか？ 報告者の広野氏から学びます。現場で
手一杯、雑務に追われる日々を変えてみませんか？ぜひご参加ください！

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〜

【報 告 者】

笹井社会保険労務士事務所
所長 笹井 茂樹 氏

経営指針の成文化で見つめ続けた自分の本質
〜中小企業の経営者だからできること〜
き】８月２１日（火）１８：３０〜

平成29年3月に働き方改革実現会議において決定された「働き方改革実
■
倉敷支部７月例会
行計画」。そして、同30年7月に公布された「働き方改革関連法」。それ
らはどのような内容なのだろうか？私たち中小企業はどう対応したら良
いのだろうか？
今回の例会では、今もっとも気になる「働き方改革」について、社会保険
労務士の笹井氏をお招きし、経営者が抱える疑問にお答えいただきます。
他社の実践事例を交えながらセミナー形式でお話いただき、自社の働き
方を見つめ直す契機としていきます。

【と

玉島市民交流センター
（ 倉敷市玉島阿賀崎1-10-1 TEL 086-526-1400 ）

井上 富男 氏（吉備高原支部役員）

【例会会費】 無料 ※例会後に懇親会を開催します。（各自清算、予算約4,000円）

森氏は、2002年に(株)六基に入社し、その後「MOBY」を立ち上げ、現在4店

舗を展開しています。
順調に経営を続けているように見えますが、上手くいか
■
倉敷支部７月例会

ず悩むこともたくさんありました。振り返ると、大きな三つの転機があり、そ
れがすべて同友会に関わる出来事だったそうです。
まさに同友会と共にあった森氏の成長やその転機とは、どういうもの
だったのか。自分の成長、会社の成長、そしてその苦悩の末にたどり着いた
「人を生かす経営」とは？ 森さんの思いを聞き、それをどう社内で実践して
いるかを学びます。
若くして経営者となった方や、同じような境遇で悩みを抱えている経営者
の方には特に有益な報告になるはずです。
是非お誘い合せのうえ、オブザーバーさんと一緒にご参加下さい。

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〜

き】 ８月３１日（金）１８：３０〜２１：００

【と こ ろ】

吉備高原リゾートホテル会議室
（ 加賀郡吉備中央町吉川4860 6

「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〜

「目標の重要性(仮)」

●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。

青年部８月例会（ウェルカム例会）

主に同友会入会を検討されているゲスト（オブザーバー）さんのための会です。同友会青年部で懸命に学ぶ4人のパネリストは、同友会以外の経営者団体
にも所属しています。「他の会にも参加しているからこそわかる同友会の良さは何か？」「忙しい中どのようにして時間をつくり、業績を伸ばしているの
か？」「入会後で何を学び、どのように変わったのか？」パネルディスカッション形式で報告します。グループセッションは「同友会で何を学んだのか？
同友会で何を学びたいか？」ゲストを中心に経営課題や悩みや夢を経営者同士で語り合います。
【と

き】８月２８日（火）

【パネリスト】

１８：３０〜２２：３０※ 受付開始：18：00〜
【と こ ろ】

ＭＯＢＹ岡山駅前店（ 岡山市北区駅前町1-7-22 ）
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

【例会会費】５，０００円 （懇親会費込み）
※ ゲスト（オブザーバーは3,000円）

【申込締切】８月２７日（月）１３：００

【コーディネーター】

立岡靴工房

代表

立岡 海人

氏

かわた塾

代表

川田 崚介

氏

インフォポート(同)

ＣＥＯ

松山 将三郎

氏

(有)アイ･ ティ−･ エム

代表取締役

渡邊 祐矢

氏

(株) Ｃｏｎｅ･ Ｘｉ

代表取締役

高木 大地

氏

＜ オブ ザーバーの参加要件につい て ＞

切り取らずにそのままＦＡＸしてください
参加申込書
所在地

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

〒

TEL 0866-56-7170）

会社名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

役職

（岡山同友会代表理事）
【例会会費】 ５００円（予定）※ オブザーバーは無料

氏 名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

電話番号

【申込締切】 ８月３０日（木）１３：００

ご紹介者氏名

FAX番号

※ 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。

E-mail

【報 告 者】

「共に育つ」

経 営者・後継者・ 取締 役（以 上） ・当該事業所代表 ※ 同伴を含め、一般社員の方はご参加いただけません

鋤柄修著
「経営者を叱る」に叱られる（仮）
【と

問題提起

岡山校 12/5(水) 18:45〜

「職場で求められる
リーダーシップとは(仮)」

「ポジティブに考えることの
大切さ(仮)」

※ 見学は下記の日時で受け付けております。

開催予定

本音deトーク！いろいろある中「Ｙｏｕは何故に同友会へ？」

■ 吉備高原支部８月例会

岡山国際交流センター２Ｆ
(株)六基 代表取締役 森 一生 氏（岡山南支部役員）

倉敷校 11/ 8(木) 18:45〜

【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。）

き】 ８月２３日（木）１８：３０〜２０：５０

【報 告 者】

岡山校 11/ 7(水) 18:45〜

■

き】 ８月２２日（水）１８：３０〜２１：００

見学
希望

倉敷校 10/11(木) 18:45〜

社長が変われば、社員も変わる
〜社員と共につくる、喜んでいただくための「わくわく大作戦」〜

創業当時の製材業から業態を変えながら、約90年新見市で経営し続けてき 【申込締切】 ８月２１日（火）（懇親会は8/21（火）13：00）
た同社。先代の父から引き継いで4代目となって振り返ったとき思うのは、地
親孝行することと自身の店を持つことが夢だった井上社長。お客様や周囲
域のみんなへの感謝の思い。決して順調な時ばかりではなかった日々をどの
の人々に喜んでもらうことが何より励みとなり、奮闘されてきました。しか
ように乗り越えてきたのか、また経営理念にどんな思いを込めたのか語って
し周囲の期待が高まるとともに様々な分野へ事業拡大を進め、その結果、各
いただきます。さらに、新見への恩返しのつもりで関わった「新見市中小企業・ 分野の経営が悪化。立て直しのために他社を真似た経営革新に取り組むもの
小規模企業振興条例」についても、お話しいただきます。
の、自分の思いとはかけ離れたものとなってしまいました。
他支部の方、オブザーバーの方もお誘い合わせの上ご参加ください。
そんな崖っぷちに立たされていた折に同友会に入会。「例会報告を聞き、自身の
経営に疑問を持ちながら経営指針成文化研修会を受講する中で、大きなヒントを得
た」と話します。同友会入会から約２年半における井上氏、そして(有) 楓の劇的な
■ 岡山南支部８月例会
変化を生んだ実践報告から、自社に置き換えて考えられるヒントが見つかるはずで
す。ぜひご参加ください。

（ 岡山市北区奉還町2-2-1 TEL 086-256-2905 ）
※お車の方は近隣の駐車場をご利用ください。

問題提起

岡山校 10/10(水) 18:45〜

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〜

【報 告 者】(有) 楓 代表取締役

【と こ ろ】

開催予定

倉敷校 9/ 13(木) 18:45〜

【報 告 者】 鈴木工業(株) 代表取締役
【例会会費】無料

【と

見学
希望

岡山校 9/ 12(水) 18:45〜

【と こ ろ】

なんちゃって社長、ただいま急成長中！
〜きっかけは入会10年前のあの言葉が〜（仮）

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）

【例会会費】 ５００円

【と こ ろ】 体験学習施設 百花プラザ
（ 岡山市東区西大寺南1-2-3 TEL 086-944-8716 ）

鈴木 香 氏（岡山同友会理事）

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

【申込締切】 ８月１６日（木）13：00

■ 倉敷支部８月例会

■ 東備支部８月例会

【と

き】 ８月１６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 ）

氏（香川同友会）

【例会会費】 １，０００円 ※例会後に懇親会を開催します。（各自清算、懇親会費4,000円）

下記の要領で、第20期社員共育大学を開講します。

時代にあった中小企業の働き方を知る
〜働き方改革法案って何？〜
【と

見学者募集
見学無料

第２０期社員共育大学

QRコードからもお申込いただけます

(有)まるみ麹本店 代表取締役 山辺 啓三 氏

8月例会は、今年の岡山同友会定時総会・経営者フォーラム全体会の座長を務
めた山辺啓三氏（岡山同友会代表理事）を迎え、同フォーラムのグループ長学
習会をさらにグレードアップした内容で開催します。鋤柄修著『経営者を叱る』
をベースに、同友会が目指す経営者像と企業像について、その原点からあらた
めて問い直します。支部会員の皆様はもちろん、他支部の皆様や役員の方も、
是非、ご参加ください。

※ 該当する行事に○をしてＦＡＸください。

岡山北支部
8月例会

岡山南支部
8月例会

倉敷北支部
8月例会

津山北支部
8月例会

吉備高原支部
8月例会

東備支部
8月例会

青年部
8月例

第20期社員
共育大学・見学

