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A word of my learning…私の 学びの一言

　同友会では人を大切にすることを学びました。

これからも人を大切にしながら経営を進めていき

たいと思っています。

廣瀬　雄二 

※

　三豊支部の中でいい仲間ができ、 一緒に地元を盛り上げていけるの

が嬉しいですね。

　僕自身、 どちらかというと職人タイプだったのですが、 人と人との

繋がりを生かして、 いい会社にしたいという意識が芽生えてきたのが

入ってよかったことだと思います。

三豊支部　西部製綿㈱　店長（後継者）　石川　克幸

　同友会に入会してたくさんのご縁をいただき

ました。 ほんとうに入ってよかったと思ってい

ます。

　今後もみなさん、 一緒に活動していきましょう。

高松第 1 支部　建生興業㈱　代表取締役　公文　健二 

　僕は経営のけの字も知らなくて、 一から学ばせていただき

ました。 それを実践することによって今があります。

　目的と手段を間違えないように、 目的は香川が輝くように

するのが目的で、 その中で同友会で学んで実践して、 我々が

輝くことが手段だと思います。

　みなさんと一緒にそういう仲間をたくさん集めて一緒に学

んでいきましょう。

黒川　保 

　入会して一番よかったことは仲間が増えたことです。 自社に

は両親も先代もいないので、 経営の相談相手がいませんでした。

経営の相談相手が一度に何百人もできたことが私としては非

常に有り難いことです。

　来期も中讃第 1支部の支部長を継続してさせていただくこと

になりました。 その中で、 支部会員のみなさんからいろんな

勉強をさせてもらっています。

　一つの支部、 グループであれ、 長であるということは、 会社

も同じで社長の立場だとどのような考え方や振る舞いをしな

ければならないのかを今、 非常に勉強させてもらっています。

　まだまだ未熟ですが頑張ってまいります。

森崎　晶子 

　いろんな人と交流ができ、 みんなが明るく元気に

なって大きく育っていけるところが同友会のいいと

ころだと思います。

廣重　博司 

　同友会では人のご縁をとても強く感じますし、 また有り難いと

思っています。 私は屋島のご縁ができたのがきっかけで入会さ

せていただきましたが、 このご縁が大事だと思っています。

薦渕　雅春 

　共同求人の責任者になって、 いろんな人たち、 学校の先生などと会う

ときに、 ひとりの会員だけではなく会の代表であるということで意識が

自然に変わってきました。

　やはり自分たちの共同求人が地域の活性化のためにも本当に役に立っ

ているのだと思います。 ただ悲しいかな、 中小企業ということもあり、

会全体の代表として多くの場でＰＲがなかなかできていません。

　今後はできるだけ露出を高め、 地元に残るということをひとりでも多

くの学生さんを始め、 先生や親御さんに考えていただき、 香川県の人口

減少の歯止めを、 我々が同友会を代表して取り組むという意気込みで今

年はさらに進めていきたいと思っています。

高松第 1 支部　三宅産業㈱　代表取締役社長　三宅　慎二 
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　同友会のいいところは経営指針を創る会に参

加し、 理念を創り、 会社の軸づくりができるこ

とが一番素晴らしいことだと思います。

　お世話になりました。 ありがとうございました。

中讃第 2 支部　㈱日協堂医療機　代表取締役　喜井　規光 

　同友会に入って青年部というところと関われたのですが、 独立す

るという私の中では大きな節目に必ず同友会があり、 そこで学ば

せていただいたことが今の全てにつながっています。

　仲間ができ、 先輩ができ、 師匠ができました。 その全てが同友会

があったからこそです。 そのように思っています。

高松第 4 支部　㈱ライブイノベーション　代表取締役社長　松野　誠之

　駄目だった僕が、 同友会のお蔭でいろんな出会いと叱咤激励を受け、

自分自身を変えることができましたし、 会社も変えることができま

した。 ほんとうに本気で語り合える同友会さまさまです。

　ぜひとも同友会へ！！

中讃第 2 支部　㈱ビルド　常務取締役　吉田　尚樹

　一番よかったのは、 経営指針を創る会で、 自分の経営の芯

になるようなものが創れたことです。

　これが一番よかったことです。 同友会以外にあまりないこ

とだと思いました。

高松第 2 支部　うえむら農園　代表　植村　隆昭 

　同友会のいいところは大勢の人たちと仲間になれ

たことだと思います。 それからいろんな人がいるの

でいろんな勉強をさせていただいています。

高松第 4 支部　ヨコタニ建築事務所　所長　横谷　信隆 

　同友会の魅力はいろんな企業のいろんな業種

の方と知り合えることです。

高松第 5 支部　㈲ River Field Flowers 　取締役　河野　洋一

　若い人も年よりも関係なく、 みんなが横一線で経

営の勉強ができること。 これが一番です。

東讃支部　㈱ほけん企画　代表取締役　中澤　篤史

　四十周年を振り返ってみると、 同友会には女性が少な

かったのですが、 今は女性がほんとうに中心になって起

業をしていますし、 同友会の中も変わりました。

　青年部ができ、 香川同友会も大きく躍進したと思います。

高松第 8 支部　㈲奈良企画　代表取締役　奈良　茂子

　四十周年おめでとうございます。 私たち中小企業家

同友会は経営者や後継者、 会社役員の集まりですが、

どんな経営者でも日々の勉強が必要と考えています。　

　また経営者の悩みは経営者しかわからないので、 そ

れを解決できるのが香川県中小企業家同友会のメン

バーでもあり、 志を同じくする仲間だと考えています。

高松第 4 支部　㈱ＺＥＲＯ　代表取締役　庄司　健二
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　　今年一年間グループ長をやらせてもらいましたが、 正直私より

も若い経営者がとても多く、 起業したり後継者の方たちが苦労し、

奮闘している姿を見てきました。

　私は苦労のないまま代表者になったのですが、 苦労を乗り越えて

はじめて経営者になれるような感じがします。 そういう中で勉強を

させていただくことが同友会の魅力ではないかと思います。

高松第 2 支部　四国機電産業㈱　代表取締役　川西　和行

　私は同友会に入って長いのですが、 やっぱり良い会社をつ

くろう。 良い経営者になろう。 良い経営環境をつくろう。 こ

の 3 つが基本だとつくづく思っています。 頑張ります。

高松第 1 支部　デザイン工業㈱　代表取締役　小西　達也 

 同友会のいいところは、 素晴らしい人との出会い

があることです。 これが何よりです。

中讃岐第 2 支部　島田治男建築設計事務所　所長　島田　治男

　同友会は本気で会話ができるとてもいい会だと思います。 今後と

もよろしくお願いします。

高松第 6 支部　㈲トータルカーショップ　シコクボデー　代表取締役　鴨井　輝人

　入会して三十四年、 思い出しますね。 僕は事業計画書をつくるという発

想を同友会で学びました。 でもどうやってつくればいいかわかりません

でした。 そしたら全国の同友会の未来工業さんなどからサンプルが十数

部送られてきました。 それをバラして真似てつくったのがスタートです。

もう三十年前のことです。

　いろんなことを同友会で教わりましたね。 とくに人との交わり、 素晴ら

しい人たちとの交流が僕の力になった。 でも一番力になったのは全国規

模でのお付き合いで、 その人たちを通じての世界からの情報や経営の喜

びや苦しさが生で聞けたこと。

　たったあれだけの会費でですから、 びっくり仰天です。 だからいろんな

会に入っては辞めているけれど、 同友会だけはずっと入っています。　同

友会はほんとうに誇るべき組織だと思う。 僕は東京と両方に入っている

ので楽しくやらせてもらっています。

　同友会に入ったきっかけは三宅産業の三宅会長の話を聞いたからです。

その話を聞いて凄い会だと思いました。 超おすすめの経営実践の集団な

ので、 みんながその気になって求めたら成果はいっぱいだと思います。

ぜひともみんなにエールを送って広げたいね。そういうことで 頑張りましょう。

高松第 2 支部　㈱大坂塾　代表取締役　大坂　靖彦
　同友会では役員をどんどん受けることと、 会社が大きく

なることと、 全く同じようになります。 会社が大きくなれ

ばなるほど役も大きくなるということです。

　全研で大きな役を受けて私の会社も大きくなりました。

ほんとうに役が育ててくれるので率先して役を受けるの

がいいと思います。 みなさんで育てていただいたこと、 あ

りがとうございます。

高松第 9 支部　㈲エスコートライフ　代表取締役　樫原　貴仁

　もともと僕は経営者になるための覚悟を持つために自ら入会しました。 会

歴五年ですが、 今会社が存続しているのは同友会に助けられ、 仲間たちに助

けられたからです。

　まだまだ成長過程なので、 これからもいろんな人に恵まれて成長していき

たいと思っています。

高松第 2 支部　㈲藤田木工所　代表取締役　藤田　淳司

　同友会では、 まず友だちがたくさんできました。 私は若いときから同

友会に入っていますが、 会社の経営は同友会で学びました。

　同友会では助け合う精神がみんなにあり、 助けたり助けてもらったり

がいっぱいあります。

　同友会に入会していて悪いところは一切ありません。 全ていいところ

ばかりなので、 いろんな友だちを同友会に誘いたいと思っています。

高松第 1 支部　豊栄自動車㈲　代表取締役　上枝　秀則
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　同友会に入ってまだ二年ぐらいしか経っていませんが、 入会して

から熱い経営者の仲間ができました。

 自分自身が全人格的成長ができるのでこれからも同友会で活動し

たいなと思っています。

高松第 4 支部　㈱西山自動車　後継者　西山　彰一朗

　同友会に入会してまもなく四年になりますが、 その間い

ろんな方と出会い、 経営の勉強をさせてもらいました。

　新しい出会いと自分のやる気、 モチベーションを上げて

くれる人たちと一緒に、 これからも頑張っていきたいと

思いますのでよろしくお願いします。

高松第 1 支部　㈱ＵＲ　代表取締役　植村　亮子 

　いいところは、 仲間がいるので僕らは本気、 本音で語り合え、

会社経営にそれを生かせることです。

　語り合ったことをいいように利用できると思います。 同友会はい

い会だと思っています。 よかったら参加してください。

高松第 5 支部　㈲生島興業　代表取締役　木村　征司

　私は会歴は浅いのですが、 とにかく人との出会いと学びと実践がいっぱ

いあることです。 ほんとうに学ぶことがたくさんあります。 また出会い

ももの凄くあります。

　それをやるかやらないかはほんとうに自分次第だと思います。 私は必ず

持ち帰ってできることからやっていこうと毎回思っています。 　

　それが会社に今、 新しい風を吹き込んでいるのではないかと自負してい

ます。 まだまだ学んでいこうと思っていますのでよろしくお願いします。

高松第 7 支部　㈱アロバー　国分寺店店長　関本　亜紀

　同友会ではいい学びができます。 会のみなさんとの絆は

ほんとに素晴らしいものです。

　それから会員増強で動いていると、 会社にとってとてもい

い学びができると思います。 それを身をもって体験しました。

高松第 1 支部　㈲ファースト・コンサルティング　取締役　渡邊　恵子 

　同友会のいいところは、 やっぱりたくさんの人と

知り合えるところだと思います。 これが一番いい

ところです。

高松第 7 支部　和泉潤税理士事務所　所長　和泉　潤 

　私が同友会に入ったきっかけは女性委員会からのお誘いです。

実際に入ってみると女性委員会はほんとに楽しくて、 みなさんの

お蔭で楽しい仲間ができました。

高松第 1 支部　　㈱Ｊリスクマネージメント　支社長代理　中西　利枝

 　同友会のいいところは、 雰囲気が非常にいい

ことです。

高松第 8 支部　㈱宗家くつわ堂　専務取締役　田村　正太郎

　同友会のいいところは本気、 本音で話ができ

る仲間がいることです。

高松第 5 支部　㈲広野牧場　代表取締役　広野　豊

　私が同友会に入ってよかったところは、 会歴十年で休眠会員だっ

た僕をお前なら頑張れる、 やれるといってくれた人がいたことです。

　その人に見習って少しでも良い会社にしていきたいと考え、 少し

ずつ変わっていったことです。

高松第 4 支部　㈲キムテック　代表取締役　木村　裕士
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