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１２月１２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

■ 東備支部１２月例会（学習会）

隠れた強みをあぶり出せ！ 
～実践的経営環境分析の手法と活用法～

【と  き】１２月１８日（火）１８：３０～２０：５０ 
【と こ ろ】  体験学習施設 百花プラザ （研修室１）

（ 岡山市東区西大寺南1-2-3 TEL 086-944-8716 ）

【報 告 者】 至誠コンサルティング(株)  
代表取締役 藤井 正徳 氏（岡山北支部）

【例会会費】 ５００円 ※ オブザーバーは無料でご招待！ 

 あなたの会社では、経営に関する情報を収集・分析し、方針・計画に活か
す仕組みづくりができていますか？  
 東備支部12月例会では、経営理念を実現する上で欠くことのできない経
営方針・経営計画を策定する第一段階、内部環境・外部環境の分析について
学びます。今回は、様々な企業の経営改善や金融機関交渉の支援に関わって
きた中小企業診断士の藤井正徳氏から経営環境分析の手法について学ぶと
共に、それを踏まえて自社の強みをどう引き出すか、参加者と意見交換しな
がら学びを深めます。難しく考える学習会ではありません！是非オブザー
バーの方もお誘いの上、気軽にご参加ください。

■ 岡山南支部１２月例会

災害発生！ 
経営者はどう決断し、どう動いたのか？

【と  き】１２月１２日（水）１８：３０～２０：５０ 
【と こ ろ】  岡山国際交流センター ７階（ 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） 

 岡山の安全神話が崩れた7月の西日本豪雨災害。この時に大きな被害に
遭った会社、咄嗟の出来事に経営者は何を考え、決断し、行動したのか？ 
 今回の12月例会は、災害に見舞われた経営者の方々と集い、この経験を
どのように生かしていくことができるのか。いざという時、経営者はどう
動くことができるのか？ そして緊急事態でも事業を継続させ、如何なる
環境の変化にも生き残ることのできる強い会社にするには、自社で何を備
えておくべきか？ をフリップディスカッションを通じて参加者の皆さん
と共に経営のあり方を学びます。是非！ご参加ください。

コーディネーター

（特非）岡山ＮＰＯセンター 代表理事 石原 達也 氏 （岡山北支部）

災害地区に何度も足を運び、現地の状況を目の当たりにして考えさせられたことは・・・・ 

パネラー

 (株) 日の丸タクシー 代表取締役 平井 啓之 氏 （倉敷支部 役員）

倉敷市真備町で被災。建屋が浸水した他にもタクシーや大型バスが水没。甚大な被害の中で下した決断は・・・

 (有) まるみ麹本店 代表取締役 山辺 啓三 氏 (岡山同友会 代表理事)

総社市美袋で被災。工場や原料倉庫内が浸水。短期間での復旧を迫られ起こした行動は・・・

 (有)  ヒロシゲ文庫 代表取締役 三宅 誠一  氏 （倉敷支部 役員）

倉敷市真備町の店舗が被災。災害時は成す術もなく考えたことは・・・

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・女性部１２月合同忘年例会

“寄り添う力”が明るい明日を切り開く 
～人を生かす経営を同友会に学ぶ！！～

【と  き】１２月１９日（水）１８：３０～２１：３０ 

【と こ ろ】  倉敷ステーションホテル（ 倉敷市阿知2-8-1） 
※ 会場に駐車場はありません。公共交通機関か近隣の有料駐車場 
 （カモ井パーキング・元町駐車場等）をご利用の上ご来場ください。 

【報 告 者】  (株) メガネマーケット 
代表取締役 久賀 きよ江 氏 
（埼玉同友会・代表理事、中同協女性部連絡会代表）

【例会会費】 ２，０００円 ※ 例会後懇親会あり、各自清算、予算約4,000円

【申込締切】 １２月１８日（火）※ 懇親会は１２/１７締切

埼玉県で店舗展開をするメガネマーケットは県外から訪ねてくる来店者が
後を絶ちません。顧客はいったい何を求めてわ
ざわざ遠方から来店するのか？ 「メガネ（モ
ノ）を売る」企業から「接客（コト）を売る」
企業へと変革を続けてきた久賀氏の報告から明
日を切り開くヒントを学びましょう！

■ 吉備高原支部忘年例会

社長就任１年目の歴史的大決断 
～さらば公共工事よ～（仮）

【と  き】１２月２１日（金）１６：３０～１９：００ 

【と こ ろ】  新見商工会議所 会議室（ 新見市高尾2475-7 ） 

【報 告 者】 (株) 山一工業  代表取締役 森下 茂成 氏 
（吉備高原支部）

【例会会費】 ６，０００円 ※ 懇親会込み（例会のみは2,000円） 

【申込締切】 １２月１９日（水）正午

 会社の業績は運まかせ！？公共工事の入札において最低制限価格の公表
が進んだ結果、今や最低制限価格に応札が集中し、同価格に十数社が並ぶこ
とも珍しくありません。新見市で主に建築土木業を営む山一工業も、得意と
する橋梁工事ですら2年間全く落札できませんでした。 
 森下氏は、そんな業界の矛盾や運だのみの経営に限界を感じながらも一
年前に社長に就任。長年実績を積み重ねてきた建設業への強い思いをふり
きって、それまでの公共工事主体の業態に見切りをつける決断を下します。 
 そして現在、関連会社が運営するホテル業に集中し、新しい道を切り拓き
つつあります。今回は、大きな決断に至った背景や葛藤、未経験の分野での
奮闘と展望、そして経営者としての思いについて森下社長に語っていただ
きます。今年最後の支部例会です。是非、ご参加ください。

【時   間】１９：３０～２１：３０ 

【と こ ろ】  グランドホテルみよしや（ 新見市高尾2456）

懇親会のご案内
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～ 

■ 津山支部１２月望年例会

交流望年例会（仮）

【と  き】１２月２０日（木）１９：００～２１：００ 

【と こ ろ】  おやど 文の家 
（ 津山市上河原210-5 ＴＥＬ 0868-23-8228）

【例会会費】 ５,000円（予定） ※ 飲食費含む 

【申込締切】 １２月１８日（火）18：00
※ 宿泊が可能です（例会会費には含まれておりません。各自清算。） 
ご希望の方は事前にご相談下さい。

詳細が決まり次第、e.doyuおよびホームページで 

情報を公開いたします。

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

岡山北支部 
12月例会 

倉敷支部・女性部 
合同12月忘年例会 

津山支部 
12月望年例会 

東備支部 
12月例会（学習会） 

青年部 
12月例会 

第20期社員 
共育大学・見学 

吉備高原支部 
忘年例会 

岡山南支部 
12月例会 

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。

■ 青年部１２月例会

【と  き】１２月７日（金）１９：００～２１：３０ 
                  ※ 受付開始：18：３0～

【と こ ろ】  ＭＯＢＹ駅前店（ 岡山市北区駅前町1-7-22） 

【例会会費】 ４，０００円 ※ 飲食費含む 
【定  員】 先着５０名

【申込締切】 １２月５日（水）１７：００

経営者の未来を共に考える「望年会」
～地域に徹底的に寄り添う成長企業！！～ 

第１部・報告会（19： 0 0 - 1 9 ：3 0）

● テーマ「下請けメインだったのが、元請け１００％に！？ 

お客様に喜ばれながら、成長している理由とは」 

● 報告者 （有）アイ・ティー・エム 代表取締役 渡邊 祐矢 氏 

（倉敷支部）

第２部・グループ討議 ＋ 懇親会（1 9： 30 - 2 1 ：3 0）

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。

今期も残すところ後わずかになりました。この機会に講義の様子をぜひご見学ください。
※見学は会員経営者とオブザーバー（経営者・後継者・取締役以上の幹部社員の方）のみに限らせていただきます。

【 主 会 場 】 岡山校  ：(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  ：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 ：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・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  12/  5(水) 18:45～ 
「責任とは何か」  

倉敷校  12/  6(木) 18:45～ ※  見学は上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。

今期から、講義の様子を 

見学いただけるようになりました！！第２０期社員共育大学

■ 岡山北支部１２月例会

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】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） 
【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）

 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。

社員の自主性が企業の未来を開く～資金ゼロから出発した強靭な企業づくり

1月31日（木）は2019新春経営講演会へ！

【と  き】２０１９年１月３１日（木）１８：３０～ 
※18:00 開場 受付開始

【と こ ろ】 岡山ロイヤルホテル（ 岡山市北区絵図町2-4 ） 
※お車でのご来場はご遠慮ください

【報 告 者】 (株)ヒューマンライフ 
代表取締役 中山 英敬 氏 

（中小企業家同友会全国協議会 幹事長、（一社）福岡県中小企業家同友会 相談役）

【スケジュール】 ① 講演 18：30～ ② 賀詞交歓会 20：35～  
※お名刺をご用意ください 

【講 演 会 費】 講演+賀詞交歓会      6,000円

講演のみ                ２,000円

 賀詞交歓会のみ       ５,000円 

※ 当会ホームページ（Web）で申込用紙をダウンロードいただき、 必要事項を 
  ご記入のうえ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。）


