
 

 

 

 

役 

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

会社名（ 
★ご参加いただけるのは

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
※本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

トップが
 

下記日程にて、倉敷支部
今⽉の倉敷支部例会では

藤井孝章
指針書が上手くいくかどうかは、「なんといってもまず、科学

性！科学性による成果がでないと他の成果はでてこない！」と
⾔い切る藤井⽒。そんな藤井⽒と成和設備⼯業所の歩みは⼤型
不渡りによる経営危機から始まりました。
孤独・誹謗・賞与も寸志に・・そんな中それでも寄り添って

くれた社員さんや⾦融機関。なんとか倒産は免れますが、汗す
れど業績成果
員とも共有できないという悩みを抱えます。
そんな時

実践を始めたことにより
内が変化し
10 ⽉例会では、今の成

針を社員とどのように共有し
を実践していくうえで社員と
を乗り越えてきたのか？
据えるものとは何なのか、藤井⽒より報告をいただきます。
皆様、ぜひ

 

日時：10
場所：活⿂料理やま幸
（〒701-

会費：無料
締切：10
※出欠のご連絡

オブザーバーの

お申し込み・

岡⼭県中⼩企業家同友会

会社名・組織名

役 職（       

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

会社名（     
ご参加いただけるのは
方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

トップが

下記日程にて、倉敷支部
今⽉の倉敷支部例会では

藤井孝章 ⽒にご報告いただきます。
指針書が上手くいくかどうかは、「なんといってもまず、科学

性！科学性による成果がでないと他の成果はでてこない！」と
⾔い切る藤井⽒。そんな藤井⽒と成和設備⼯業所の歩みは⼤型
不渡りによる経営危機から始まりました。
孤独・誹謗・賞与も寸志に・・そんな中それでも寄り添って

くれた社員さんや⾦融機関。なんとか倒産は免れますが、汗す
れど業績成果は出ず、経営者として目指すものが解らない、社
員とも共有できないという悩みを抱えます。
そんな時、「経営指針成文化研修会」を受講し、

実践を始めたことにより
内が変化し、戦略的科学性を社員と共に発揮していきます

⽉例会では、今の成
針を社員とどのように共有し
を実践していくうえで社員と
を乗り越えてきたのか？
据えるものとは何なのか、藤井⽒より報告をいただきます。

ぜひお誘い合わせの上

10月17
活⿂料理やま幸
-0112 倉敷市下庄１４０

無料（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約
10 月 16 日（

連絡を締切までに

オブザーバーの方は電話

FAX：

お申し込み・

岡⼭県中⼩企業家同友会

会社名・組織名 

          

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

              
ご参加いただけるのは中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部
方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

岡⼭県中⼩企業家同友会

トップが引っ張

下記日程にて、倉敷支部 10 ⽉例会を開催いたします。
今⽉の倉敷支部例会では（株）成和

にご報告いただきます。
指針書が上手くいくかどうかは、「なんといってもまず、科学

性！科学性による成果がでないと他の成果はでてこない！」と
⾔い切る藤井⽒。そんな藤井⽒と成和設備⼯業所の歩みは⼤型
不渡りによる経営危機から始まりました。
孤独・誹謗・賞与も寸志に・・そんな中それでも寄り添って

くれた社員さんや⾦融機関。なんとか倒産は免れますが、汗す
ず、経営者として目指すものが解らない、社

員とも共有できないという悩みを抱えます。
「経営指針成文化研修会」を受講し、

実践を始めたことにより「機関⾞から⾃主⾃動の電⾞」へと社
、戦略的科学性を社員と共に発揮していきます

⽉例会では、今の成和設備⼯業所に至るまでに、経営指
針を社員とどのように共有し実践してこられたのか。
を実践していくうえで社員とどのように課題を明確にし、それ
を乗り越えてきたのか？ そして、成和設備⼯業所が未来に⾒
据えるものとは何なのか、藤井⽒より報告をいただきます。

お誘い合わせの上ご参加ください。

17日（水）
活⿂料理やま幸

倉敷市下庄１４０
（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約

日（火）
までに e.doyu

電話、ＦＡＸ、

：086-225

お申し込み・お問い合わせ

岡⼭県中⼩企業家同友会

  ）氏名（ 

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

             
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

切り取らずにそのまま

岡⼭県中⼩企業家同友会

張る機関車

⽉例会を開催いたします。
（株）成和設備⼯業所

にご報告いただきます。 

指針書が上手くいくかどうかは、「なんといってもまず、科学
性！科学性による成果がでないと他の成果はでてこない！」と
⾔い切る藤井⽒。そんな藤井⽒と成和設備⼯業所の歩みは⼤型
不渡りによる経営危機から始まりました。
孤独・誹謗・賞与も寸志に・・そんな中それでも寄り添って

くれた社員さんや⾦融機関。なんとか倒産は免れますが、汗す
ず、経営者として目指すものが解らない、社

員とも共有できないという悩みを抱えます。
「経営指針成文化研修会」を受講し、

「機関⾞から⾃主⾃動の電⾞」へと社
、戦略的科学性を社員と共に発揮していきます

和設備⼯業所に至るまでに、経営指
実践してこられたのか。
どのように課題を明確にし、それ

そして、成和設備⼯業所が未来に⾒
据えるものとは何なのか、藤井⽒より報告をいただきます。

ご参加ください。

）18:3
活⿂料理やま幸 

倉敷市下庄１４０１ ℡
（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約

） （懇親会は
e.doyu で同友会事務局

、ＦＡＸ、メールでも

225-3662

お問い合わせ：岡山県中小企業家同友会事務局

岡⼭県中⼩企業家同友会 倉敷支部

）氏名（         

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

    ）役職（
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・経営支援機関・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

切り取らずにそのまま

岡⼭県中⼩企業家同友会

機関車から

⽉例会を開催いたします。
設備⼯業所 代表取締役

指針書が上手くいくかどうかは、「なんといってもまず、科学
性！科学性による成果がでないと他の成果はでてこない！」と
⾔い切る藤井⽒。そんな藤井⽒と成和設備⼯業所の歩みは⼤型
不渡りによる経営危機から始まりました。 
孤独・誹謗・賞与も寸志に・・そんな中それでも寄り添って

くれた社員さんや⾦融機関。なんとか倒産は免れますが、汗す
ず、経営者として目指すものが解らない、社

員とも共有できないという悩みを抱えます。 
「経営指針成文化研修会」を受講し、藤井⽒⾃身が

「機関⾞から⾃主⾃動の電⾞」へと社
、戦略的科学性を社員と共に発揮していきます

和設備⼯業所に至るまでに、経営指
実践してこられたのか。
どのように課題を明確にし、それ

そして、成和設備⼯業所が未来に⾒
据えるものとは何なのか、藤井⽒より報告をいただきます。

ご参加ください。 

30〜21:0

℡: 086-462
（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約

（懇親会は 10/15 
同友会事務局にご連絡

メールでも受け付けます

3662 E-mail：

岡山県中小企業家同友会事務局
 

倉敷支部 10 月例会

          

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。 

）役職（    
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

経営支援機関・⾦融機関を除く）。
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

切り取らずにそのまま FAX してください

岡⼭県中⼩企業家同友会倉敷 10

から自主自動

⽉例会を開催いたします。 
代表取締役 

指針書が上手くいくかどうかは、「なんといってもまず、科学
性！科学性による成果がでないと他の成果はでてこない！」と
⾔い切る藤井⽒。そんな藤井⽒と成和設備⼯業所の歩みは⼤型

孤独・誹謗・賞与も寸志に・・そんな中それでも寄り添って
くれた社員さんや⾦融機関。なんとか倒産は免れますが、汗す

ず、経営者として目指すものが解らない、社

藤井⽒⾃身が
「機関⾞から⾃主⾃動の電⾞」へと社

、戦略的科学性を社員と共に発揮していきます。 
和設備⼯業所に至るまでに、経営指

実践してこられたのか。経営指針
どのように課題を明確にし、それ

そして、成和設備⼯業所が未来に⾒
据えるものとは何なのか、藤井⽒より報告をいただきます。  

21:00 

462-2241） 
（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約4000円）

10/15 〆切） 
連絡ください。

けます。  

：info@okayama.doyu.jp

岡山県中小企業家同友会事務局

月例会   

 

       ） 懇親会に

     ） 
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部社員です。経営者以外の方や一般社員の

⾦融機関を除く）。
参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

してください

10 月例会 

自主自動の

 

 
）    

。 

info@okayama.doyu.jp

岡山県中小企業家同友会事務局（℡ 086-

    参加
 

懇親会に  参加する

 ⽒名（   
社員です。経営者以外の方や一般社員の

⾦融機関を除く）。 
参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

してください 

株式会社

代表取締役

設 立  

社員数  

年 商 

事業内容

本部所在地

岡山市中区藤崎

こちらから

加のお申込みが

できます

 

 

の電車へ

info@okayama.doyu.jp 

-222-7473

参加 ・ 

参加する ・ 

      
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

株式会社 成和設備工業所

代表取締役 藤井

■ 会社概要

  1966 年 

  20 名 

(外、契約社員

   7 億 3 千万円

内容 空調衛生各施設の

設計・施工管理

本部所在地  

岡山市中区藤崎

こちらからも参

加のお申込みが

できます。 

   ⇒⇒ 

へ 

7473） 

 欠席 

 参加しない 

          
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

成和設備工業所 

藤井 孝章 氏

会社概要 ■ 

  

外、契約社員 18 名)

千万円 

空調衛生各施設の 

設計・施工管理 

岡山市中区藤崎 685 番地 7 

 

   ） 
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきます｡ 

 

氏 

 

) 

 

 

 


