
サンテル白熱例会 

『社長はダメだ！』社員から浴びた 
痛烈な一言が全てを変えた～（仮）

■ 吉備高原支部９月例会

 「システム開発で企業の役に立ちたい」という創業時の理想とは裏腹に、気
がつけば下請けやその場しのぎの仕事に追われる毎日。取引先経営者の強い勧
めで同友会に入会し、経営指針成文化研修会を受講しました。研修では、それ
まで後回しにしてきた自社の進むべき方向性を見つめ直し、苦心の末に晴れて
経営指針書が完成。自信満々で社員に発表しました。ところが ― 「社長はダ
メだ！」。それが創業時から会社を支えてきた幹部の反応でした。驚きと怒り
で愕然とする藤原氏。しかし、その瞬間が変化の始まりでした。 
 社員と本音でぶつかり合いながら「気がつくと私自身も社員も、そして何よ
り会社が大きく変わっていた」と語る藤原氏に、変革の歩みを赤裸々に語って
いただきます。是非、ご参加ください。

【と  き】９月２８日（金）１８：３０～２１：００ 
※例会後に懇親会を開催します。（各自清算）

【と こ ろ】 新見商工会館 大会議室 
（ 新見市高尾2475-7 TEL 0867-72-2139） 

【報 告 者】 (有) サンテル 代表取締役 藤原 輝昌 氏 
（倉敷支部役員）

【例会会費】  ５００円 ※ オブザーバーは無料 

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

老舗企業の将来ビジョン
～田中実業の地域への想い～

■ 津山支部９月例会

 新見市に本社を置く田中実業（株）は、県内に４つの営業所と4つのＳＳを
擁し、石油製品やＬＰガス、セメントのほか、自動車販売や住宅リフォームな
ども手掛ける総合商社。 
 田中氏は平成18年に社長就任後、経営指針書を作成し、理想の将来像を掲げ
て経営実践をしてきました。その際、田中氏が掲げた将来像は「人々の暮らし
を支え、地域を元気にする企業」「地域社会で活躍する人材輩出企業」という
もの。しかし思い描いたビジョンに近づく道のりは決して平坦ではなく、試行
錯誤の繰り返しでした。 
 津山支部9月例会では、「歴史を引き受けながら常に進化し、地域の産業と
暮らしを支えたい」と語る田中社長に、地域に根ざす中小企業としての経営実
践と現在の将来展望についてお話しいただきます。ぜひ、ご参加ください。

【と  き】９月２６日（水）１８：３０～２１：００

【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】田中実業 (株)  代表取締役 田中 康信 氏 （ 吉備高原支部役員）
【例会会費】  ５００円 

【申込締切】 ９月２５日（火）18：00

【と  き】９月１８日（火）１８：３０～２１：００ 

【と こ ろ】 おさふねサービスエリア 
 （ 瀬戸内市長船町長船1133-2 TEL 0869-66-9215 ）

【報 告 者】 (有) 小野田商店 代表取締役  小野田 浩洋 氏 
 （ 東備支部役員） 

【例会会費】５００円 

美味しい「パン屋」のつくり方（仮）

■ 東備支部９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

■ 岡山南支部９月例会

【と  き】９月２７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 ） 
※お車の方は近隣の駐車場をご利用ください。

【報 告 者】  (株) イケル 代表取締役 山下 秀男 氏 
（岡山南支部副支部長） 

【例会会費】 無料 ※例会後に懇親会を開催します。（各自清算）

 同友会での学びを素直に実践し、経営者として模範的な成長をされ、
会内外からも評価を受けている山下氏。しかし実情は順風満帆ではな
かった。経営指針を作成・実践するも、昨年までは業績が伴わず焦りや
葛藤と日々戦っていました。ただその中にあっても同友会の教え「人を
生かす経営」を経営者の責任としてぶれる事なく愚直に実践していきま
す。何故か？それは「社員その家族、取引先、顧客、地域社会を幸せに
し会社を維持発展させる為には、成り行きの経営にならず、経営指針を
成文化し全社的に実践する」と決めたからです。経営指針の実践をやり
続けて６年目。経営者としての「決意」、経営指針の全社的「実践」を
山下氏から学びます。 
 理念の実現に向けて「何の為に経営しているのか？」「経営指針をど
の様に実践していくのか？」今一度ご自身に問いかけてみませんか？ 

理想の実現に向けて「決意と実践」
～指針書に本気で取り組んだ男の軌跡～ 

10月26日（金）は 
第26回教育（共育）講演会へ！

ビジネス誌『プレジデント』好評連載

「『実践！会社を良くする社長学』ー4万7000社が集結『中小企業家同友会』パワーの源泉」

ビジネス誌『プレジデント』（32万部発行、月2回刊）の4月23日発行号から、全国の中小企業家同友会の幅広い取り組みを紹介する長期連載が
スタートしました。連載タイトルは「『実践！会社を良くする社長学』－ 4万7000社が集結『中小企業家同友会』パワーの源泉」です。 
1年間にわたり、全国の同友会の活動とそこで企業変革を行った会員企業が続々と紹介されます。中小企業家同友会の幅広い活動内容と、多彩な
会員経営者の姿を、是非、ご覧ください。 

同友会（会員、会員企業の社員、同友会事務局対象）専用ページからの 
購読のお申込は、割引など各種特典が受けられます。 

≪プレジデント：専用購読申込ページ≫ https://presidentstore.jp/doyu/

（1)2018年9月10日           

９月９月
QRコードからもお申込いただけます 

お気軽にご参加ください！！お気軽にご参加ください！！お気軽にご参加ください！！

岡山 中小企業家同友会公開行事のご案内岡山 中小企業家同友会公開行事のご案内
（2)2018年8月10日           

【と  き】９月２５日（火）１８：３０～２１：００ 
※ 受付開始：18：00～

【と こ ろ】 倉敷物語館（ 倉敷市阿知2-23-18 ） 
【例会会費】無料

【申込締切】9月24日（月）17：00

■ 青年部９月例会

＜ パネリスト  ＞ 

マイクロシステム (株) 代表取締役 面田 高章 氏

(株) プティ・リス 代表取締役 合田 吉博 氏

オリーブハウス 代   表 淺野 肇之 氏

＜ コーディネーター＞  

安永教育学院 (株) 代表取締役 安永 吉光 氏

 創業者が直面する大きな壁。集客、資金繰り、採用、人材育成・・・ 
これらの課題を先輩創業者たちはどのように乗り越えてきたのか。 
 この会では、創業者たちによるパネルディスカッションと参加者の皆さ
んによるグループ討論で、それぞれの悩みを共有し、乗り越え方を共に考
えていきます！共に学び、よりよい経営環境を創りましょう！

【と  き】９月１９日（水）１５：００～１６：４５ 
【と こ ろ】 岡山同友会事務局 

（ 岡山市北区富田29 TEL 086-222-7473 ） 

【例会会費】  無料

■ 女性部９月例会

二人のパネラーが実体験を元にズバリ！本音トーク。お金の常識（金融機関との関係）と社
会の常識の違いなどを赤裸々に語ってくれます。 
 すでにバリバリ経営されている方から起業したばかりの方、また、これから起業を考えてい
る方。さらには後継者の方！運転資金の調達の仕方や、設備投資の準備の仕方を具体的に聞く
事ができます。パネルディスカッションの後、質疑応答の時間も予定しています。 
日頃疑問に思っていることを、出し合いましょう。興味のある方を誘って、是非ご参加ください。

＜ パネラー ＞ 

えくぼ 
ﾎｰﾑﾍﾙﾊ ﾟ ｰｽﾃｰｼｮﾝ 代表取締役 糸山 智栄 氏

(有) 田中製作所 代表取締役 門田 悦子 氏

＜ コーディネーター ＞ 

ふたば司法書士法人 代   表  磯崎 淳子 氏

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 
9月例会

津山北支部 
9月例会

吉備高原支部 
9月例会

東備支部 
9月例会

青年部 
9月例

女性部 
9月例

第20期社員 
共育大学・見学 

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。

オレ流！頭一つ抜け出す方法 
～創業者が語る「これがオレの生きる道」～

避けては通れない経営とお金の話
～財務・金融機関との付き合い方～ 

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、来期以降受講をご検討の方はぜひご参加ください。
※受講のお申込は締切りました。尚、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） 
※ 見学は下記の日時で受け付けております。

見学 

希望
開催予定 問題提起 

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 

希望
開催予定 問題提起 

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～ 

岡山校  10/10(水) 18:45～ 
「目標の重要性(仮)」  

倉敷校  10/11(木)  18:45～ 

第２０期社員共育大学


