
1 0月 2 6日（金）は第 2 6回教育（共育）講演会へ！

（1)2018年9月10日           

１０月１０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

■ 倉敷支部７月例会

■ 東備支部１０月例会

【と  き】１０月１６日（火）１８：３０～２０：５０ 

【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） 

【報 告 者】  影山貴敏社労士事務所 代表 影山 貴敏 氏 
（ 岡山南支部・役員）

【例会会費】 無料 

 東備支部10月例会に参加して、自社の職場環境は最新の法令に即して
いるか、今一度見つめ直してみませんか？ 
 他支部から、またオブザーバーの方の参加も歓迎します。奮ってご参
加ください。

これをやらなきゃブラック企業！？
～働き方改革で職場環境改善～

 2019年4月（中小企業は2020年4月から）から施行される働き方改革関連法
について、今回の法令制定の意図と、制度の概要を社会保険労務士の影山貴敏氏
に説明いただきます。影山氏の説明を受けて、社員の働きやすい職場環境づくり
について意見交換を行います。

 当会では毎年地域の皆様と共に学ぶ「教育（共育）講演会」を開催し、今年で２６回目を迎えます。 
今回は、「元少年院院長が語る！信じる力 不信感から信頼感へ ～寄り添うやさしさと、立ち向かう強さと～」をテーマに、元法務省矯正局所管
少年院院長 中野レイ子氏をお招きし、１０月２６日（金）岡山県医師会館（三木記念ホール）にて開催いたします。ぜひご参加ください！ 

【と  き】１０月２６日（金）１８：３０～２０：４０（ 18:00 開場 ※ 受付開始）

【と  こ ろ】 岡山県医師会館2階（ 岡山市北区駅元町19-2） 

【テ ー  マ】 「元少年院院長が語る！信じる力 不信感から信頼感へ 
～ 寄り添うやさしさと、立ち向かう強さと ～」

【講   師】 元 法務省矯正局所管少年院 院長  中野 レイ子 氏 
【参  加  費】 無料 
※ お申込は当会ホームページ（Web）にアクセスください。申込用紙をダウンロードいただき、 必要事項をご記入いただいたうえでFAXにて 
  お申込ください。（お申込締切後のキャンセルはご遠慮下さい。）

申込締切  

2018年１0月19日（金） 

※定員に達し次第締切ります。 

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１０月例会

 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出てこない！」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。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、藤井氏自信が実践を始めたことにより戦略
的科学性を社員と共に発揮していきます。 
 今の成和設備工業所に至るまでにどのように
課題を明確にし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。

トップが引っ張る機関車から
自主自動の電車へ 

【と  き】１０月１７日（水）１８：３０～２１：００ 

【と こ ろ】  活魚料理 やま幸（ 倉敷市下庄140-1 TEL 086-462-2241）

【報 告 者】  (株)成和設備工業所  
代表取締役 藤井 孝章 氏（ 岡山同友会・代表理事）

【例会会費】 無料 ※ 例会後懇親会あり、各自清算、予算約4,000円 

【申込締切】 10月16日（火）※ 懇親会は10/15締切

■ 岡山北支部１０月例会

「一代で年商５０億」
～理念の形成で社員・会社が変わった～

【と  き】１０月３０日（火）１８：３０～２１：００ 

【と こ ろ】  岡山ロイヤルホテル ２Ｆ（ 岡山市北区絵図町2-4）

【報 告 者】  (株)ヤマシタ 代表取締役 山下 英一 氏 
（ 岡山南支部・会員）

【例会会費】 1,000円 ※ 例会後懇親会あり、各自清算、予算4,000円

【申込締切】 10月２６日（金）

 「創業したときは、年商が５億位になれば良いなと思っていたんです。
それが今は５０億で、さらに１００億を目指せ
る会社になった。そのきっかけは全て同友会か
ら始まったんですよ。」造作用集成材の製造・
加工・販売全般を行う株式会社ヤマシタ。その
代表である山下社長は、創業からの２５年をこ
う振り返ります。

 同友会で、どんな出会いや学びがあり、何を
実践してこられたのか。その成功のメソッドが
１０月３０日（火）、明らかになります。 
 是非、ご参加下さい。

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

東備支部 
10月例会 

倉敷支部 
10月例会 

岡山北支部 
10月例会 

女性部 
10月例会 

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。

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、ぜひご参加ください。
※ 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） 
※ 見学は下記の日時で受け付けております。見学希望欄に○印をして下記参加申込要項をご記入のうえＦＡＸしてください。

見学 

希望
開催予定 問題提起 

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  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～

第２０期社員共育大学

（2)2018年8月10日           

■ 女性部１０月例会

私が覚悟した 
社員ファーストの事業承継

【と  き】１０月１７日（水）１４：００～１６：３０ 

【と こ ろ】  岡山国際交流センター ５階会議室 
（ 岡山市北区奉還町2丁目2-1） 

※ 会場に駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用いただく 
か、公共交通機関をご利用の上ご来場ください。 

【講  師】  (株) フジワラテクノアート 
取締役副社長 藤原 加奈 氏 

【例会会費】 無料 （ 定員５０名） 

【申込締切】 10月16日（火）

 1933 年創業の株式会社フジワラテクノアート（本社＝岡山市北区
富吉）は、醤油、味噌、清酒、焼酎等の原料処理から製麹、仕込み、発
酵、圧搾工程におけるすべての醸造機械を製作する国内有数の醸造プラ
ントメーカーです。これまで職人の経験や勘に頼ってきた麹造りの完全
自動化を実現し、売上高・シェアともに国内トップに成長。図面を一か
ら引く完全オーダーメイドの醸造機械は、海外30カ 国以上に輸出さ
れ、日本の食文化を世界に発信する一役を担っています。 
 前社長の急逝後、専業主婦から社長に就任した母・藤原恵子氏（現代
表取締役社長）は、「顧客満足度を第一に考えて仕事をしなさい」 
という創業者の教えや、「社員は皆、家族だ」という前社長の言葉を常
に心に留め、社員が働きやすい職場づくりに取り組んでこられました。
そして、2015年に後継者として副社長に就任した藤原加奈氏は、家庭
的経営を引き継ぎながら、「進むべき方向性を決めて組織が結束する
と、強い会社になれる！」という確信のもと、社員の幸せを一番に考え
る「社員ファースト」の事業展開を積極的に進めています。 
 経営者の円滑な世代交代や事業承継が大変難しいと言われる時代、創
業85年の企業を存続・発展させていくために、藤原副社長が 
強く心に決めた“覚悟” について、お話を伺います。

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。10月6日（土）発売の「10月29日号」では、「なぜ社員と社長が一緒に学ぶのか」と題して岡山同
友会の人材育成に関する取り組みが単独で取り上げられました。8月に開かれた社員共育大学倉敷校の様子や、「社員共育大学」
「幹部社員大学」「同友会大学」の概要、岡山同友会の各種人材育成プログラム成立の経緯と歩み、会員経営者のインタビューな
ど、内容は盛りだくさんです。是非、お手に取ってお読みください。

ビジネス誌『プレジデント』好評連載中  － 「『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」

１０月６日（土）発売の「１０月２９日号」で  
岡山同友会の人材育成に関する取り組みが  

単独で取り上げられました！


