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１１月１１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

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～  2代目オーナー経営時に入社し、昨年5代目として事業継承されまし

た。企業の変遷を間近で見ながら、ご自身も立場の変化とともに見えるも
のが変わっていったと浅野氏は話します。 
 そんな浅野社長の考える「経営者の仕事」について、（株）サンキョウ
－エンビックスの現在の取り組みとビジョンを交えながら熱く語っていた
だきます。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。

■ 倉敷支部１１月例会

経営者の仕事は、○○創り！
～サラリーマン経営者が語る、従業員と経営者の視点～

【と  き】１１月２１日（水）１８：３０～２１：００ 

【と こ ろ】  玉島市民交流センター 第２会議室
（ 倉敷市玉島阿賀崎1-10-1 ＴＥＬ 086-526-1400）

【報 告 者】  (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 ※ 例会後懇親会あり、各自清算、予算約4,000円 

【申込締切】 １１月２０日（火）※ 懇親会は１１/１９締切

失敗を乗り越えて実現した 
『働きやすい会社』 

【と  き】１１月１６日（金）１８：３０～２１：００ 

【と こ ろ】  高梁総合文化センター2Ｆ小講座室 
（ 高梁市向町21-3 ＴＥＬ 0866-22-7243）

【報 告 者】  (株)オーザック 専務取締役 岡崎 瑞穂 氏 
      （ 広島同友会理事・求人社員教育委員長） 
       元・働き方改革実現会議 有識者議員 
      （現・働き方改革フォローアップ会合 有識者構成員）

【例会会費】 500円 ※ オブザーバーは無料

【申込締切】 １１月１４日（水）

 （株）オーザックの社長夫人である岡崎専務は働きやすい職場環境づくりに
取り組み、家族の職場参観やキッズルームの社内設置など、仕事と家庭の両立
を積極的に支援。同時に 産性向上と労働時間短縮を図り、6年間で残業時間6
割削減を実現しました。2016年には政府の「働き方改革実現会議」に、全国
の中小企業経営者から唯一の有識者議員として選出されるなど、その手腕は内
外で高く評価されています。 
 真の働き方改革の旗手として多方面から注目を浴びる岡崎専務に、同社の事
例を詳しくご報告いただきます。ふるってご参加ください。

■ 吉備高原支部１１月例会

■ 岡山北支部１２月例会

【と  き】１２月１４日（金）１８：３０～２１：１０ 
【と こ ろ】  第一セントラルビル１号館 中ホール 

（ 岡山市北区本町6-36 ＴＥＬ 086-231-7724）

【報 告 者】 (株)クワタ 代表取締役 桑田 賢 氏 
（ 兵庫同友会・会員）

【例会会費】 1,000円 
※ 例会での学びを深めるため、例会終了後に懇親会を開催します。（各自清算） 

【申込締切】 １２月１１日（火）

正社員・パート・アルバイト１６０人ベクトルを合わせ、モチベーションが上がっていくチームづくり 
～力を合わせて頑張る社風が当社の強み～

【と  き】１１月２０日（火）１８：３０～２１：００ 

【と こ ろ】  津山圏域雇用労働センター2Ｆ（ 津山市山下92-1）

【報 告 者】  (有)田中製作所 代表取締役 門田 悦子 氏 
【例会会費】 ５00円           （ 倉敷支部・役員）

【申込締切】 １１月１９日（月）18：00

■ 津山支部１１月例会

溶接もできない私が板金製造業の社長に！？ 
～モノづくり企業の社内改革奮闘記～

 (有)田中製作所はオーダーメイドの金属加工などを手がける板金製造業。今
年は工場の増築と併せて大規模設備投資をするなど、発展目覚ましい企業で
す。そんな田中製作所ですが、リーマン・ショックの際には仕事が激減し、
社内では不平と不満が噴出しました。 
 会社を良くするためには何をしたらいいのか、そんな悩みを抱えたまま同
友会に入会。経営指針成文化研修を受けてから、社内環境が大きく変わった
と門田氏は話します。 
門田氏の悪戦苦闘の実録と、田中製作所が掲げる事業ビジョンをお話しい
ただきます。ぜひご参加ください！

■ 岡山南支部１１月例会

問題児は社長、変わる時がきた！！

【と  き】１１月２２日（木）１８：３０～２０：５０ 
【と こ ろ】  岡山国際交流センター（ 岡山市北区奉還町2-2-1） 
※ 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 

【報 告 者】 (有)ヒカリシルク 代表取締役 黒田 英利 氏 
（ 岡山南支部・役員）

【例会会費】 無料  
※ 例会での学びを深めるため、例会終了後に懇親会を開催します。（各自清算） 

 先代社長である父が70歳を過ぎたのをきっかけに、黒田さんが社長に
就任してから5年が経過しました。同友会には先代が入会していた頃から
何度か参加経験があり、社長就任から３年後に入会。以前から課題として
いた「社員の育成」に思い悩む日々が続いています。 
 社員には、「同友会に行っている場合ですか？」「同友会に行く前に
もっと会社の中身を見てほしい」と言われる黒田さん。 
 同友会での学びを社員になかなか理解してもらえず、どのように会社に
落とし込むべきか、迷い苦しみながらも同友会と不離一体の経営に挑戦し
ています。同友会の学びを実践する前に決断しなければならないのは、社
員に見せる社長の覚悟とその背中。   
 社員と共に歩むことを決意し、共に会社を成長させるためには何が大切
かを考えるきっかけとなる報告です。

 社員が10人いれば10通りの考え方があります。160人いれば160通
り。育った環境も異なれば性格も違います。いかにしてベクトルを合わせ
てモチベーションが上がっていくチームを作れるのか？ 
 父が経営する (株)クワタに桑田さんが入社したのは2001年。当時は借
金10億円の債務超過の状態、また社員同士が協力し合わない、バラバラ
な社内でした。2007年社長就任。14歳年上の専務と社内改革を行い、
社員同士が力を合わせて頑張る社風を醸成し、売上を伸ばしていきます。 
 チームづくりに必要なこと・大切なことが学べます。社風を変えたいと
お考えの方、ぜひお越し下さい。

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

岡山南支部 
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倉敷支部 
11月例会 

津山支部 
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吉備高原支部 
11月例会 

岡山北支部 
12月例会 

女性部 
部会 

青年部 
11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。

（2)2018年8月10日           

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。『プレジデント2018年10月29日号』で、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
関する取り組みが大きく紹介されています。「社員共育大学」「幹部社員大学」「同友会大学」などの概要、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」

『プレジデント2 0 1 8年 1 0月 2 9日号』で  
岡山県中小企業家同友会が大きく紹介されました

■ 女性部・部会

【と  き】１１月21日（水）１５：００～１７：００ 

【と こ ろ】  岡山同友会会議室
（ 岡山市北区富田29 TEL 086-222-7473）

【例会会費】 無料 

● 各チーム進捗状況の報告、情報交換、下半期(3月まで）の計画の話し合い 

● 仲間づくりについて 

●『同友会運動の発展のために』読み合わせ 

内  容

■ 青年部１１月例会

地震、水害と予想外の出来事が続いた2018年。 
皆さんは10年後の未来が想像できるでしょうか。現在の先の見えな
い日本に一石を投じる為、立ち上がった4人の若者がそれぞれ持ち味
を生かした取り組みを発表します。 

【と  き】１１月２７日（火）１８：３０～２１：００ 
                  ※ 受付開始：18：00～

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

【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】 １１月２３日（金）１７：００

日本再生
～これが未来の創り方 田舎とバカ者が未来を創る～ 

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 

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  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～ 

※  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。

第２０期  
社員共育大学

報告者 (株) Cone･Xi   代表取締役 高木 大地 氏 

こうもと法律事務所 所長 河本 泰政 氏 

安信工業 (株)  専務 安信 政裕 氏 

ヒラタ理容店 店主 平田 慎一 氏ゲスト報告


