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　10月21日～22日の2日間、第21回障害者問題全国交流会from埼玉がオンライン開催されました。
障害者問題全国交流会では初めて全同友会から参加があり、47同友会・中同協から826名、埼玉か
らは313名と過去最高の参加人数でした。メインテーマに「人を生かす経営の実践で共生社会の実
現を！～本気の企業づくりで夢ある未来を切り拓こう～」を掲げ、学び合いました。
【横山由紀子実行委員長（写真左上）、太田久年代表理事（右上）、杉山博昭・ノートルダム清心女子大学教授（左下）、比嘉ゑみ子・中同協障害者問題委員長、（右下）】

第21回障害者問題全国交流会
from埼玉を終えて
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第21回
障害者問題全国交流会from埼玉を終えて

　この大会を終え、全国の会員さんよ
り沢山の絶賛メッセージをいただいて
います。
　その中で①コロナ禍でもオンライン
にて（時代の変化に対応して）いかに思
いを伝えられるか。②高い士気のもと
に実行委員会メンバーの自発性が発揮
される状態を確立する。③実行委員会
の全機能をフルに発揮させる。
　以上は労使見解からの抜粋ですが、70名に及ぶ実行委
員会の皆様が英知を結集し、埼玉障全交を大成功させよ
う！と当日まで同じ方向に向かい、自主・民主・連帯の精神
で行動してくださったこと。これが大成功の要因である！と
思っています。
　開催にあたり、ご尽力いただいた会員の皆様、ご参加頂
いた皆様、そして実行委員会の皆様に心からの感謝を申し
上げます。ありがとうございました。

　中同協障害者問題全国交流会from埼
玉が終って！
しみじみと感じたことは次世代の埼玉メ
ンバーの目覚ましい活躍でした。
　IT無くしては仕事も広域活動もままな
らぬ世の中、コロナコロナで時は過ぎる
のに多くの仲間がコミュニケーション不
足に不安をもっていました。
　そんな中、早期にZoom一本で行く！ と決めた実行委員
会。
それからは少しづつやることが見えてきたようです。
　若い方の動きは速いし「楽しみながらやろう」という気持
ちがありがたかったです。
　障全交に関わっていていつも思うのは全ての県の参加
者がとても人間味にあふれているんです。個性に富んで
いて愛すべき友たちと思えることがとても幸せです。

　記念講演の杉山教授の講演も参加し
た第5分科会小松さんの報告もそれぞ
れ素晴らしいものでした。とりわけ杉山
教授の人柄が講演のプレから聞いたこ
ともあり誠実な真摯なことがよく表れて
いて学びを深めたと思います。小松さ
んも、素晴らしい企業に発展していく
リーダーシップととりまく人たちの姿が
わかるものでした。
　実行委員会では、グループを絞り、委員会のコントロー
ルが素晴らしく、当初リモートのためもあり何をするのか
手探りの状況も次第に解消され、素晴らしい集中力で障全
交の成功を成し遂げたと思います。数多くの学びが深めら
れたという感想が寄せられているのが、その大きな裏付け
だと思います。実行委員長の横山さん、参謀格の赤塚副実
行委員長、事務局の高頭さん、関根さん、谷田さん、山口
さんの各リーダー、そして多くの実行委員会・事務局の方
本当にご苦労様でした。

沼田道孝 副実行委員長 政 裕美子 副実行委員長

横山由紀子 実行委員長
　障全交の実行委員会では、総務担当
の副実行委員長を拝命し、ほぼ全ての
会議で司会を担当しました。会議は、軽
く30-40回はあったと思います。どう会
議を進行して、どう意見を引き出し、どう
纏めていくか、毎回毎回、緊張の連続で
したが、事務局の的確なサポートもあり、
最後までやり遂げることができました。また、当日は、運営
管理責任者として基地局に詰めていましたが、特に大きな
問題も起きずに、障全交を無事に終えることができ、ホッと
した気持ちでいっぱいです。
　分科会やグループ討論には参加できず、特に出番がある
訳でもない副実行委員長。もしかしたら「損」な役回りに見
えるかもしれません。でも、副実行委員長として、今回の
障全交の企画・運営に関する全てのプロセスに関わること
ができ、数え切れないほど沢山の学びが得られたことは言
うまでもありません。

赤塚正樹 副実行委員長 

2021年10月21日～22日



DO YOU さいたま　12月号　3

特　　集

fe
at
ur
e 
ar
ti
cl
es

　学びチームは、３つの事前学習会と、
7つの分科会（懇親会含む）と、記念講
演（全体会）の担当でした。まずは、メ
ンバーを募りました。当初は、分科会
の数も確定しておらず、メンバーの適
正人数に悩みました。二人のサブリーダーと事務局を入れ総
勢35名程のチーム構成。その後、何をいつ頃までにするの
か？ロードマップを作りました。わからない事も多く不安を抱
える中、メンバー皆が主体的に動いてくれて、公式な学び
チーム会議は実に17回、そこで情報共有や意見交換をしま
した。いつしか「皆で100点」を合言葉に、至らないリーダー
を支えてくれました。最後にIT関係の不安と不満も噴出。し
かしそれを、チームを越えて、設営や広報など実行委員会の
他チーム皆が一丸となりフォローしてくれました。素晴らしい
一生に残る貴重な経験をさせて頂き感謝です。

チームリーダーからのコメント

谷田正樹
学びチームリーダー 

　「広報って何をすればいいの？」という
私の言動から始まり、さぞかしチームメ
ンバーは不安だったことと思います。
　その差し迫る危機感からか、打ち合
わせではチームメンバーの積極的な発
言が多く、支えられながら多くのことを学ばせて頂きました。
　広報としては没企画になりましたが、クラウドファンディン
グを自社で実施できたのも広報チームのおかげです。
役を務めることでこんなにも沢山の学びと気づきを得ること
ができ、仲間との絆も深まり、そして事務局の存在の有難さ
も知り、またまた同友会の奥深さを噛みしめています。
　自社の打ち合わせの際も、自身が出過ぎないように意識
をすることで、社員の発言が増え、積極的に参加する姿勢が
みられる機会が増えました。関わる方全ての方に感謝しかあ
りません！！！

山口将秀
広報チームリーダー

　今回の障全交は今年の1月にオン
ライン開催が決定し、急遽設営チーム
リーダーを任されることになりました。
　Zoom勉強会や、おみやげセット販
売に向けての調整など、設営チームが
担当する業務は多岐にわたりました。
　「オンラインならではの障全交にしよう！」とは言ったもの
の、誰も体験したことのないオンラインでの全国大会設営。
全てが、様々な状況を想像し、仮説を立て、可能な限り試し
てみる…の繰り返しでした。
　そんな状況でしたが、サブリーダーをはじめとした設営メ
ンバーの献身的なサポートを頼りに、なんとかやり遂げるこ
とができました。
　埼玉障全交は終わりましたが、実行委員会での学びを活か
しながら、次の愛知障全交には、どれだけ成長して臨めるか？
自分との勝負の2年がはじまりました。
　皆さんとともに学んで実践を続けていきたいと思います。
　ご協力いただいたすべての方に感謝申し上げます。

関根健一
設営チームリーダー

　増強や動員など私の苦手分野であ
り役を受けるのは、不安感からのス
タートでした。ゲスト参加の返金制度
提案やセールスレターなど、今までの
同友会ではなかった試みでしたが、全
てが上手く行くとは限らず参画する人の合意を得るのは大
変だと感じました。こんな私でしたが広報チームの方たちが
協力して頂いたのは非常にありがたく、同友会は連帯の精神
を持つ経営者の集まりだと感じました。埼玉の参加登録が９
月２４日時点１００人前後で非常に焦りました。事務局から毎

日参加登録状況を送ってもらいメーリン
グリストで呼びかけて、一人でも参加者
を増やし実行委員会皆の願いが叶えば
と思い行動しました。埼玉同友会からは
313名の参加登録（全体では823名）
が達成出来ました。それぞれの立場で障
全交を成功させたい思いが一つになっ
た成果でした。皆様ありがとうございま
した。

吉田雄亮
仲間づくりチーム

　今回の障全交では実行委員会の「学び」、「設営」、「仲間づくり」、「広報」の4チームが有機的に
活動することで、障全交成功の大きな要因となりました。
　力強く各チームを牽引していただいた、チームリーダーの方々に障全交を振り返っていただ
きました。

仲間づくりチーム
作成のレター
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各分科会室長からのコメント

第1分科会（愛知同友会）

人間性、社会性を学び続ける委員会
～人間尊重の経営をめざす同友会会員なればこそ～
報告者：浅井順一氏 〈㈱浅井製作所 代表取締役〉
　　　  髙瀬喜照氏〈㈱高瀬金型 代表取締役〉

　障全交第1分科
会は愛知同友会
の髙瀬喜照氏・浅
井順一氏の2名に
よる報告でした。
人を生かす経営の
1丁目1番地は障
がい者雇用にあ
る！1社1名の障がい者雇用を！と『愛知モデル』を力強く語る
両報告者の言葉からは、真の共生社会を目指す同友会型企
業としての使命感を。そしてそれ以上に、人が人に必要とさ
れ、仕事を通じて人として成長していく姿を目の当たりにす
る、経営者としての喜びを感じることができました。グループ
討論は「自社の経営において、人間性、社会性は深まってい
ますか」というテーマで行われました。発表では参加者1人
ひとりの報告に対する現時点での答え、そして今後目指すべ
き方向と課題がどのグループからも述べられ、大変有意義な
討論がなされたのだと感じます。懇親会も含め終わってみれ
ばあっという間でしたが、分科会づくりにかかわった学びチー
ムメンバーはもちろん、参加者にとっても学びの深い分科会
になったと思います。ありがとうございました。

（川口地区会 小松和人 記）

第3分科会（広島同友会）

多様な社員が生きる企業に挑戦！
～小さな縁を育み続けて「人儲け」～
報告者：田川富生氏 〈㈲三福林 代表取締役〉

　第３分科会は、「多様な社員が生きる企
業に挑戦！」と題して、人手不足から必要に
迫られて始めた障害者、高齢者、外国人、
元受刑者の採用や社員教育等で得られた
様々な経験を通じて、多様性を認め合い、
誰もが育つ企業づくりを実践されている
素晴らしい報告となりました。田川氏は初
めからそのような思いがあったのではなく、結果としてそう
なったとのことですが、多様な人材を戦力として粘り強く育
て、さらには多様性を受け入れる社員にまで育て上げたとい
うのは、経営者の覚悟無しには成し得なかったことであり、そ
れこそが、サブタイトルにある人儲け（ひともうけ）だとも思
いました。
　グループ発表では、「経営者の覚悟がハードルになってい

第2分科会（京都同友会）

誰もが幸せの見える社会づくりをめざして
～キーワードは「人を生かす経営」と「地域連携」～

パネリスト：石井雄一郎氏 〈㈲グラン・ブルー 代表取締役〉
     久田和泰氏 〈㈲シオン 代表取締役〉
パネリスト/コーディネーター：山田正志氏
　　　　　　　　　　　　　〈㈲山田木工所 代表取締役〉

　第2分科会のタイトル「誰もが幸せの見える社会づくりを
めざして」とあるが果たしてこんな社会が本当に実現するの
だろうか？そう思って参加した方々を根底から裏切る、そんな
分科会でした。
　報告者は石井氏、久田氏、山田氏と座長の芳賀氏がコー
ディネートする形式で、京都同友会のソーシャルインクルー
ジョン委員会（IS委員会）の長きに渡る活動から得られた学

石井雄一郎氏 久田和泰氏 山田正志氏

る」、「任せられる仕事にまで細分化する必要性」、「大切なの
は障害の有無に関わらず社員同士の仲間意識、フォローし合
える関係性」、「そのような社風となるための会社の見える
化」、「挑戦しているからこそ見つかる壁がある。だからこそ
課題が見つかる」等々の発表がされました。
　本大会のテーマである「人を生かす経営の実践で共生社
会の実現を」を踏み出すために、各社ハードルを乗り越えて
行こうという気づきの多い分科会となりました。

（浦和地区会 小林勉 記）

　今回の障全交の各分科がスムーズに進行するよう、重要なポジションを担っていただいた室
長の皆様。多くの参加者から「参加してよかった」との声をいただいた各分科会を、各室長よりご
報告いただきました。

びを報告する内容でした。
　障害者問題委員会からIS委員会に名称変更する経緯か
ら、もはや障害者だけでなく貧困、孤児、ニートなどの生活や
就労に困難する方々にもスポットを当てた幅広い活動のご報
告でした。「障害者を雇えば会社の雰囲気が良くなるから雇っ
た方がいいよ」という月並みの理由ではなく、「障害者に限ら
ず、様々な背景を持っている方達を雇わないと社長が成長し
ないぞ」という強いメッセージを込めた言葉に心打たれた方
は多かったと思います。
　なぜ全国規模で障害者にスポットを当てた委員会がある
経済団体は同友会だけなのか。それは、雇用の義務がある
なしに関わらず中小企業が多くを占める我が国は、地域密着
した事業を行うがゆえに地域の困難を支える一番の担い手
だからだ、という熱い思いが込められた報告でした。　　　

（大宮南地区会 串田哲也 記）

浅井順一氏髙瀬喜照氏
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　第３分科会は、「多様な社員が生きる企
業に挑戦！」と題して、人手不足から必要に
迫られて始めた障害者、高齢者、外国人、
元受刑者の採用や社員教育等で得られた
様々な経験を通じて、多様性を認め合い、
誰もが育つ企業づくりを実践されている
素晴らしい報告となりました。田川氏は初
めからそのような思いがあったのではなく、結果としてそう
なったとのことですが、多様な人材を戦力として粘り強く育
て、さらには多様性を受け入れる社員にまで育て上げたとい
うのは、経営者の覚悟無しには成し得なかったことであり、そ
れこそが、サブタイトルにある人儲け（ひともうけ）だとも思
いました。
　グループ発表では、「経営者の覚悟がハードルになってい

第4分科会（神奈川同友会）

夢実現に向けて進化するダイバーシティ経営
～電動車いす経営者の奮闘記～

報告者：安藤信哉氏 〈㈲パーソナルアシスタント町田 相談役〉

　報告者の安藤氏は、18歳の時にバイク
事故により重度障害者となり、車椅子での
生活が始まります。何故、障害者は自由に
暮らせないのか？ 何故、重度障害者は働
けないのか？何故、ヘルパーさんの社会的
地位は低いのか？ そんな思いが安藤氏を
企業家の道へと進ませます。『障害者が企
業を創り、障害者が中心となり企業を発展させていく』そん
なサイクルを持っている会社こそが、株式会社障碍者（しょう
がいしゃ）です。守られる障害者ではなく、お互いが支え合い、
仲間とともに成長することができる『ピアサポートの理念』を
掲げて現在も成長し続けています。自分の事は自分で決め
る。そこには、報告者の『自己選択、自己決定』の強い思いが
あり、障害者自らが、採用から業務内容まで全て自分で決め
るセルフケアマネジメント（SCM）サイクルを実施する事に
よって好循環を生み出しています。
　安藤氏の報告から感じた事は、すべての人には無限の可
能性があり、その可能性を引き出す為には相互理解が重要
である事、経営者としての高い志と実践力、色々な人がいて
当たり前の組織・風土作りです。障害者問題と言っても雇用
だけではない！参加者それぞれが、深く考えさせられ、まだま
だ成長できることを実感させて頂いた報告となりました。

（川越地区会 山﨑浩一 記）

第5分科会（埼玉同友会）

「4本柱」全ての実践こそが共生社会をつくる！
～何のために「障害者雇用」なのか？～
報告者：小松君恵氏 〈㈱コマーム 取締役会長〉

　地域の「あったらいいな」を実現するた
めに、仲間3人と始めた保育・子育て支援
総合サービスも、現在は埼玉に50拠点、
従業員も600名を超える会社に成長。創
業当時は、想いだけで突っ走ってしまい、
従業員から「愛はあるけど中身がない」「場
当たり経営」「丸投げ」「寝言ばっかり言って

第6分科会（沖縄同友会）

聴覚障がい者も電話ができるようになるよ
～聴覚障がい者の雇用問題と「電話リレー」とは～
報告者：一瀬宗也氏 〈㈱アイセック・ジャパン 代表取締役〉

　人類は「道具」をつくり、使うことで進化
を遂げてきました。
報告者である㈱アイセック・ジャパン 代表
取締役の一瀬氏は、ＩＴを通して聴覚障がい
者の手助けがしたいと起業します。
このような「道具」があるのなら。
　聴覚障がい者が有意義に働ける環境が
つくれるのではないか。私たち経営者も、障がい者雇用の可
能性を広げられるのではないか。一瀬氏の熱意が伝わり、そ
う思わずにはいられませんでした。
　この例会で学んだことは、今後の社会に生かさなければな
らないと思います。
　日本財団が電話リレーサービスという聴覚障がい者も電
話ができる画期的な取り組みを開始。LINE等で発信された
文字を相手方に電話代行するというものです。㈱アイセック・
ジャパンは文字リレー提供する事業者としてこれに参画。こ
のサービスによって、聴覚障がい者の人命が救われたことも
ありました。そう、人類が進化するために。

（むさし野地区会 糸賀 淳 記）

る」、「任せられる仕事にまで細分化する必要性」、「大切なの
は障害の有無に関わらず社員同士の仲間意識、フォローし合
える関係性」、「そのような社風となるための会社の見える
化」、「挑戦しているからこそ見つかる壁がある。だからこそ
課題が見つかる」等々の発表がされました。
　本大会のテーマである「人を生かす経営の実践で共生社
会の実現を」を踏み出すために、各社ハードルを乗り越えて
行こうという気づきの多い分科会となりました。

（浦和地区会 小林勉 記）

報告者：三鴨岐子氏 〈㈲まるみ 取締役社長〉
　　　  桜井理枝子氏 〈若者自立支援中央センター〉
コーディネーター：髙橋薫氏〈認定特定非営利活動法人 
           文化学習協同ネットワーク 社会的事業部統括〉

第7分科会（東京同友会）

若者と「ともに働く」を考える
～若者支援団体との連携事例から～

いる」と厳しい言葉を言われたり、スタッフ間のトラブルは日
常茶飯事だったりしたそうです。そのような時期に知人から
同友会の事を知り入会。「多様な人々が活躍し、支え合い、
共に生きる社会を牽引する企業を作りたい」と、「四本の柱」
を熱い想いと誰も真似できないような行動力で実践されて
いきます。成文化まで３年かかった経営指針書作成(人を生
かす経営)。突然の学校訪問から始めた新卒採用(共同求人)。
一方的な教育から、共に育ちあう仕組み作り(社員教育)。総
反対されながらの障害者の採用(障害者雇用)。これらの取り
組みからは、小松氏の本気を感じました。「入口はどこからで
も大丈夫です。出来る所から始めて下さい」と小松氏は言い
ます。「四本の柱」を継続して実践していくことこそが、誰も
取り残さない共生社会を実現していくことに繫がると強く感
じることが出来た分科会でした。 （さくら地区会 竹内 朗 記）

　大きな社会問題となっている「若年無業者」

いわゆるニート、引きこもりと呼ばれる若者達が、全国に87
万人(2020年度)います。
　働くことに障害を持っているとも言える若者たちをテーマ
に東京同友会、立場の異なる3名からの報告となりました。
　桜井氏からは地域若者サポートステーション（全国１７７か
所）の役割について、髙橋氏からはサポステに来る若者が何
につまずき、何がハードルとなって働けないでいるのか、人
生のやり直しがしにくい仕組み、地縁血縁コミュニティの衰

退等、その原因の一端は今の日本社会が生み出している現
状などを報告頂きました。
　三鴨氏からは受入企業として、体験実習から、就労に至る
までの実践報告をして頂きました。
　その報告の中で、「若者を『即戦力』でなく『後戦力』なのだ
と考えることが大事である」と仰っていたのがとても印象的
でした。
座長からは、４つの行動として
・全国同友会に理解者を増やす。
・若者を受け入れる企業ネットワークを築く。
・若サポと連携して実習受け入れを開始する。
・受け入れ体験や例会で学びを深め、どんな若者も安心して
働ける企業を作る。
　これにより、全ての若者が地域社会の担い手となり、持続
可能な企業を築いていこうと呼びかけて座長のまとめとなり
ました。

（中部地区会 水上真紀 記）
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feature articles
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渋沢栄一に学ぶ福祉の未来
～共生社会に向け中小企業家がいま何をすべきか～
講演者：杉山博昭氏 〈ノートルダム清心女子大学教授〉

　渋沢栄一といえば、資本主義の父
と称されるように、経営者として著名
な人物ですが、社会福祉、あるいは障
害者のことといったいなんの関係が
あるのだろうかと思っていましたが、
実は、渋沢は社会福祉の先駆者だっ
たのです。「渋沢がいなければ日本の
社会福祉の発展はずっと遅れた、そう
言っても過言ではありません」との杉
山教授の言葉で、驚きとともに、渋沢
に対する、新たな見解を持つことになりました。

経営者の視点と社会福祉
　記念講演をお聴きし、渋沢が経営者としての視点や感性を
もって社会福祉の世界で活躍したことの意義は非常に大き
かったのだと考えさせられました。「渋沢は経営者の仕事と
社会福祉の仕事、別々の仕事をやっていたのではなく、一つ
のことだったのではないでしょうか。経営をするためには、社
会福祉についてもしっかり目を向けていないとうまくできな
い。そういう渋沢の立ち位置というのは、中小企業ではより
大切である」と杉山教授も話されていましたが、渋沢の偉大
さの一面を見た思いがしました。

共生社会を目指して
　渋沢は今でいう共生、共に生きる、ということを身をもって
示した人でした。渋沢がかかわったのは貧困な人、ホームレ

記念講演をお聴きして

　大きな社会問題となっている「若年無業者」

三鴨岐子氏 桜井理枝子氏 髙橋 薫氏

杉山教授の著書
『渋沢栄一に学ぶ福祉の未来』

ス、結核やハンセン病などの病気の人、障害者、非行児童な
ど、いわば今風にいうと、社会的排除の対象になる人です。
渋沢はそうした人を排除しないばかりか、適切な生活環境を
つくろうと努力し、一人ひとりがそのふさわしい生活ができ
るようお互い努力することが当たり前の社会を目指した姿
に、改めて渋沢の先見性を感じました。

渋沢の姿勢に学び実践に向けて
　杉山教授は「渋沢の福祉への姿勢は現在の中小企業経営
のあるべき姿にそのまま当てはまるものです①目前の課題
が困難でも逃げない。自分の責任として取り組む②自分で
動く③厳しい状況でも諦めないで難題に立ち向かう④将来
への見通しを持ち、確信を持って向き合う。特に渋沢の行動
力（動く姿勢）は現代の中小企業経営者が学ぶべき大切な姿
勢と感じました。今後、私たちが何を学んで受け継ぐべきか
を考えることが、今の社会をよくしていくことにつながるので
はないでしょうか」と話されていました。
　この講演では、最初から高い志を持って取り組んだわけで
はなかった渋沢が、使命感を
もって取り組む姿に、自身を
振り返って、経営者としての地
域課題や、障害者雇用につい
て、自分事として捉え、地域づ
くりに主体的に取り組むこと
について、改めて考える機会
となりました。渋沢を通して、
私たち中小企業家として、何
をなすべきなのか、大きな示
唆をいただいた記念講演でし
た。
（川越地区会 井上敏郁 記）

いわゆるニート、引きこもりと呼ばれる若者達が、全国に87
万人(2020年度)います。
　働くことに障害を持っているとも言える若者たちをテーマ
に東京同友会、立場の異なる3名からの報告となりました。
　桜井氏からは地域若者サポートステーション（全国１７７か
所）の役割について、髙橋氏からはサポステに来る若者が何
につまずき、何がハードルとなって働けないでいるのか、人
生のやり直しがしにくい仕組み、地縁血縁コミュニティの衰

退等、その原因の一端は今の日本社会が生み出している現
状などを報告頂きました。
　三鴨氏からは受入企業として、体験実習から、就労に至る
までの実践報告をして頂きました。
　その報告の中で、「若者を『即戦力』でなく『後戦力』なのだ
と考えることが大事である」と仰っていたのがとても印象的
でした。
座長からは、４つの行動として
・全国同友会に理解者を増やす。
・若者を受け入れる企業ネットワークを築く。
・若サポと連携して実習受け入れを開始する。
・受け入れ体験や例会で学びを深め、どんな若者も安心して
働ける企業を作る。
　これにより、全ての若者が地域社会の担い手となり、持続
可能な企業を築いていこうと呼びかけて座長のまとめとなり
ました。

（中部地区会 水上真紀 記）

のちせんりょく

杉山博昭氏
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　私はまだ同友会に入会して日が浅く、全国交流会は今回が
初参加でした。当日はZoom画面で他県の表記を見るたびに
同友会の規模を実感し、またこれだけ多くの人が集まる交流
会とはどんなものなのか、そんな期待感を開始前に持ちまし
た。
　私が参加した第5分科会は㈱コマームの小松君恵会長によ
る報告でした。画面越しに聞いているだけで、小松会長の熱
や、強い推進力のようなものが伝わってきました。その熱意や
行動力の源となっているのは、おそらくご自身の事業への信
念・覚悟といったものでないかと、そんな感想を持ちました。
　その後のグループ討論では、各々が簡潔に感想を話すこと
から始まったのですが、気づくと、自然な形で討論テーマにま
で落とし込まれていました。グループ長の適切なリードによる
ことは勿論、皆さんが経験に裏付けられた意見をお持ちだか
らだと思います。
　この交流会への参加前、私にとって障害者雇用や共生社会
といった言葉は重く感じられ、「とにかく交流会の雰囲気だけ
でも知ろう」程度の気持ちでした。しかし参加後は、自分の会
社が何のためにあるのか、一人だからといって事業承継を考
えなくていいのか、などを思い直す良い機会になりました。

（さくら地区会 遠藤裕行 記）

　中小企業家同友会に入会させていただき初めて全国交流
会に参加させていただきました。一日目は第７分科会「若者と
ともに働くを考える」に参加いたしました。弊社はホテル専門
の清掃業で万年人材不足が課題になっており、障がいのある
方や若者をいかに雇用していくかを学ぼうとの趣旨です。報
告の中でまず15歳から49歳の無業者が134万人いること
に驚き、そして何故働けないのか、行政や民間のサポート体制
がどのようになっているかを知り、弊社のみならず人材不足に
悩む業界、企業との橋渡しができないものか、若者たちを世
の中に送り出せないものかと考えるきっかけになりました。実
際の受け入れ企業の報告でその大変さや課題を学び、自分事
として弊社に置き換えてシュミレーションも行ってみました。
過去に障がい者を雇用したことがあり、その際は業務が合わ
ず1週間で退社してしまった経緯があり、受け入れ体制の大切
さを学ぶことができました。
　二日目の杉山先生の「渋沢栄一に学ぶ福祉の未来」につい
ては、兎にも角にも渋沢栄一の起業家精神、生き様が心に刺
さり、改めて会社の代表としての覚悟を自覚させていただき
ました。最後に、このような有意義な学びの場を提供いただき
ました横山実行委員長をはじめ、開催にご尽力いただきました
スタッフ皆様に御礼申し上げます。
ありがとうございました。

（大宮東地区会 野原健志 記）

全国大会に初参加しました！
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●2日間、ありがとうございました。各分科会報告
を聞いて、どの分科会のお話も聞いてみたかっ
た！と思いました。記念講演の杉山先生のお話は
とてもわかりやすく、多くの学び気付きがありま
した。福祉と企業と市民をそれぞれ切り離して考
えるのではなく、色々な形で関わり合っているこ
とがもっと自然になっている社会、そんな未来が
見えてくるお話でした。その一端を企業としても
一市民としても担い、広げていけるよう、この2日
間の学びを自社や地域社会で必ず実践していき
たいと思います。埼玉同友会さんの熱い思いを、
準備（PR）期間そしてこの2日間とずっと感じて、
学びはもちろん勇気やパワー、たくさんのものを
いただきました。素晴らしい障全交を本当にあり
がとうございました。

●記念講演講師のスタンスが、ニュートラルであっ
たことで、偉人だけが支えてきたわけではないこ
とが理解でき、地域の中の経営者のあり方、「地域
企業」としてのありようを深く考える機会となり
ました。設営いただいた埼玉同友会の皆様に心か
らお礼申し上げます。ありがとうございます。

●なぜ同友会は障害者問題に取り組むのか。改めて

考えなおす機会になった。いかに自社の経営に生
かし良くしていくのか、という点について、まず
は自社を変えるという点を会員とどう共有し実
践するかが大きな課題であると再認識した。

●働くことに問題があるのは障害者だけではない
ということから、地域社会を変えていこうという
取り組みと京都の皆さんの熱い想いに感動しま
した。ひとりひとりが一人じゃないと思って動く
ような社会を作りたいと思います。

●誰かに役立つ、認められたい、承認欲求は障がい
の有る無し関係なく誰もが求めているもの。社員
の存在価値、立ち位置、目標設定を自身が明確に
出来て、それを達成する事が出来る環境を創造、
提供して行きたい。

●障害者が経営者となり、経営を担う人材をも育成
する視点がとても刺激を受けた。

●できることを探す目、良いところを見る目が当た
り前の風土づくりが、働く人の幸せ、会社の発展、
人を大切にする社会づくりにつながる。

■□■□■□ 参加者アンケートより ■□■□■□ 
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取られる割に量が少なかったんですね。私は幼少の頃から
体格の割によく食べる方でして、そんな男子学生の胃袋
はパスタ一皿ではとても満足できなかったのですが、学生
故にお金もありません。ならばどうするか…と考えた時、
「だったら自分で食べたいだけ作ればいいじゃん！」と思い
立ったのが始まりという、完全に食い意地のなせる業だっ
たわけです。作るものは今でもパスタ料理が一番多いで
すが、その欲求はパスタから同じイタリア料理のピザに推
移したことを皮切りに、今ではカレーや麻婆豆腐を市販の
ルゥやソースを使わずに作るなど、本職の方には全く及び
ませんが自由奔放に楽しくやっております。

　この文書が掲載されるのは冬頃と聞いていますが、毎
年寒い時期になると作っている料理があります。５、６年
前に料理雑誌に載っていたのを見て作るようになったもの
で、白いんげん豆といろいろな野菜をどろどろになるまで
煮溶かしたスープです。豆を煮始めてから完成までおよ
そ３～４時間、美味しく作るコツは数点ありますが技術は
いりません。動物性の食材は一切入りませんが、いんげん
豆のおかげでどっしりと食べ応えが生じ、「飲む」というよ
りは「食べる」という表現の方が適切なスープです。これを
食べていればカゼ知らずというやつでして、家族の健康維
持のためにと作っています。難点は大鍋いっぱい作っても
2～3日でなくなってしまうことくらいでしょうか。

　どんな仕事をしていても体は資本です。よく食べよく休
み、万全のコンディションを維持
してこそ、よい成果につながるも
のと常日頃思っております。ただ
かく言う私自身は、長年の飽食が
祟ってか、毎年の健康診断では
中性脂肪だの尿酸値だのが必ず
引っかかる有様。今後はスイーツ
作りにも挑戦してみたいのです
が、カロリーを考えるとさすがに
二の足を踏むところです。皆様も
ご自身の望むところを達成する
ため、健康には十分気をつけて
頂きたいと思います。

題字：小松茂男

　東部地区会に所属しております、黒田伝導機㈱の黒田
と申します。会社は東京都荒川区南千住で、モーターや
歯車、ベアリングなど機械部品全般を取り扱っております
商社です。どうぞ宜しくお願い致します。

　今回は「趣味などの話」というお題を頂きまして、私自
身趣味と呼べそうなものはこれまでいろいろ手を出して
きたもので何を書くか非常に迷ったのですが、このコロナ
禍という行動が制限された中でも続けてきたというとこ
ろで、料理について話をさせて頂こうかと思います。私の
場合、普段の食事は家族が作ってくれるのですが、仕事が
休みの土曜日の昼食などは特に用事がない限り、自分で
自分の食べたいものを作って楽しむというのが習慣に
なっています。「誰も邪魔されず、気を使わずものを食べ
るという孤高の行為。この行為こそが現代人に平等に与
えられた、最高の『癒し』といえるのである」とは某ドラマ
の台詞ですが、まさにこれが私の想いを端的に表現して
いると言えましょう。

　某ドラマと異なるのは、料理を外で食べ歩くのでなく、
自分で作るという点です。きっかけは学生の頃。当時世
の中にはイタ飯ブームというやつが到来していまして、私
もトマトやチーズといったイタリア料理によく使われる食
材は好みだったことからすぐにハマったのですが、ごくご
く単純な問題として、パスタなどの料理は一皿千円とか

黒田 兼一
（東部地区会）
黒田伝導機㈱
東京都荒川区南千住1-59-1
TEL:03-3806-0611
http://kuroden.jp/

黒田 兼一
（東部地区会）
黒田伝導機㈱
東京都荒川区南千住1-59-1
TEL:03-3806-0611
http://kuroden.jp/

幸福に空腹を満たすよろこびbreak tim
e

ほっと一息

創作意欲を掻き立てられるキッチンにて

料理にハマるきっかけはパスタ！
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トピック／地区会だより

    

各地区会で開催された例会をご紹介します。

2021新入社員リフレッシュ研修会 ～新入社員 輝いていますか？～

　9月度の例会は平成15年に入
会され18年間共に学び合ってい
る中目氏の報告でした。個人経営
の保険代理店を営む父親の事業
を引き継ぎ変化の激しい保険業
界で、最善の選択として同業の㈲
JNCと合併した経緯や現在の状
況下においても大きな影響も受
けることなく成長し続けている経
営手法と戦略等を拝聴しました。
　中目氏は大学卒業後、自動券売

機メーカーに7年間勤務したのちに、知人から聞いたバック
パッカーの経験談に興味を持ち、自身もオーストラリアやア
ジアの国々を数か月の間、自由気ままな旅をし見識を広げま
した。帰国してからは、父親の事業を手伝う為に保険代理店
研修を受けて保険業界に入り、数々の資格を取得されてい

【大宮中央地区会 9月例会】

～ 保険会社は今、
どうやって経営しているの？ ～

報告者：中目英敏氏 〈㈲ＪＮＣ 部長〉

　社員に対して、また社員共育に
は愛は必要か？をテーマに、報告で
は中川氏が金子会長から事業承継
をするに至った話やダブルスタン
ダードで社員を戸惑わせてしまっ
た、過去就職した会社で社員の時
に感じた待遇などについて、その経
験から、自分が代表になったら絶対

【むさし野地区会 9月例会】

愛という名の経営
～社員の幸せを求めて～

報告者：中川怜子氏 〈㈱ ディーアイケイ 代表取締役社長〉

　今年度は9月21日に参加企業14社・参加者28名でリフレッシュ研修会が開催されました。4月からの半年の行動を振り返り、
皆で入社前とのギャップ・成功体験・失敗体験・悩み・解決策等を確認しました。次にビジネスマナーの振り返りでマナーの重要
性を再確認。続いて先輩社員の体験と意識の変化についてのパネルディスカッションを聞きました。研修を受けた後は、受講生
主体のグループ討論でより理解を深めました。その後、各自の今後の行動目標を定め、仕事への思いを新たにしました。

（大宮中央地区会 鈴木光義 記）

≪受講者の感想≫
(2021新入社員リフレッシュ研修会アンケートより）

■リフレッシュ研修会という名前の通り、学びもありつつ良
いリフレッシュにもなった研修となりました。同期とのグルー
プ討論は勿論、スタッフとしてサポートしてくださった経営者
の皆様のお話も討論が行き詰まった際などにお聞きするこ
とができ、大変良い機会でした。半年経ったこのタイミング
でのビジネスマナー講義も、チェックリストを見て最近惰性
になってしまっているようなマナーを再確認することができ、
気が引き締まりま した。 同期の皆さんのお話を聞いて私も
負けていられないなと思ったので、この研修での意気込みを
忘れずに励みたいと思います。

■パネルディスカッションでは、貴重な先輩の体験談等を聞
くことができたので、良い経験になりました。近い年代の方々
と悩みや失敗談を共有できたことで、悩みを持っているのは
自分だけではないと感じ、少し安心感を得るとともに、ほか
の会社にも同期がいるような気持ちになりとてもうれしく思
いました。 今回の行動宣言を実行に移し、少しでも早く、より
会社に貢献できるよう努力して参りたいと思います。 本日は
ありがとうございました。

■本研修では改めてビジネスマナーや仕事の仕方について

ます。現在も活躍を続けられている所以は弛まぬ向上心と
行動力にあると感じました。
　例会当日は、「業界の変化や外部環境の変化にどう対応し
ていますか？」というテーマでのグループ討論では、異業種
ならではの充実した情報交換ができました。

 （鈴木光義 記）
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学ばせて頂き、自分を見つめ直すきっかけとなりました。ま
た昨今はコロナ危機によって友人はおろか、人と交わる機会
は 極端に減りました。そのような中で、オンラインではあり
ますがこのように他社の方々とお話できる機会は大変貴重
でした。グループ討論を通して、それぞれ違う職場で働き違
う環境で生きる人が同じような悩みや思いを持っているとい
うことを知ることができたのは大きな財産であります。いつ
かコロナ禍が終わった暁にはグループのメンバー、そして参
加された皆様にも直接お目にかかってお話したいものです。
御準備頂きました同友会の皆様には厚く御礼を申し上げま
す。ありがとうございました。
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地区会だより

　東部地区の９月例会が９月
16日にZoomで開催されま
した。
　まず、10月に行われる「障
害者問題全国交流会」のPR
動画が流れ、横山由紀子実行
委員長と奥津雅史埼玉同友会
副代表理事の障全交PRから
始まりました。
　岡田氏の報告では、店舗数

がコンビニの4.5倍もある美容室業界では、手塩に掛けて育
てた社員が独立する現状があること。そこでの新たな取り組
みとして計画を進めている「店舗内独立」について、ご報告を
いただきました。
　グループ討論におきましても活発な意見交換が行われ、離
職防止に関する悩みを分かち合い、そこから多くの学びを得
る良い機会となりました。
　店舗内独立は、離職防止という観点はあるものの、その本
当の狙いは「社員が意欲的に働ける企業づくり」にあるとい
います。店舗内独立を構想するに至るまでの失敗談やそこ
から学んだ気付き、経営状況、さらに今後の構想などについ
てお話を伺い、社員の夢に寄り添いながら企業力を強化す
る姿勢に同友会型社員教育のあり方を学び合いました。

（佐藤智晴 記）

【東部地区会 ９月例会】

社員が意欲的に働ける企業づくり
～その為に社長が出来る事とは～

報告者：岡田明生氏 〈㈱グラント 代表取締役社長〉

　彩北地区会の９月例会は、彩北地区会企業づくり委員会に
よる手作り例会をイメージしながら開催致しました。今回の
テーマは、「新入社員の評価制度について」という企業経営
の中でも、非常に難しい議題ですが、決して無視できない内
容であると思います。
　今回、コロナ禍での開催だった為リモートによる説明、グ
ループ討議という形式で行いました。
　まずは、ひな形の評価シート（ワークシート）に新入社員に
求めることをキーワードで各々書き込み、次にその中から本
当に必要なものをグループで討議して絞り込み、次により具
体的な事項に落とし込んでゆきます。非常にシンプルです
が、実際にグループ討議を行っていくと実はあまり自分自身
も整理できておらず「意外に難しい！こんな事では新入社員
に伝わる訳がない！」という事がわかります。
　中小企業経営者は、様々な事象を日々自分で解決しなが
ら進んでいると感じていらっしゃる方も多いかと思いますが、
自分ひとりでは進められない事も事実です。
　経営の未来は、社員の未来に懸かっている、という事を考
えれば、経営者が会社の事を真摯に見つめ直し、社員にきっ
ちり伝える必要があるのではないでしょうか？そういった事を
考える良いきっかけになった例会だと思いました。
　企業づくり委員会では、年間を通じて、引き続きこの評価
シートをベースにしながらあるべき企業の姿を模索できれば
と思っています。そして次回は是非ともホワイトボードなどを
用い実際に仲間たちと集い、経営者の熱い思いを感じなが
ら実施できればと思います。

（加庭雄介 記）

【彩北地区会 ９月例会】

新入社員が入社後、
身につけて欲しい10個の事とは！！

に行わない事などからお話頂きました。
　同友会に入会し金子会長が実践してきた事をベースにさ
らに周りの経営者の姿をみて社内の環境を改善しますが、社
員の表情は暗く、仕事にも身が入っていない現状をみます。
プラスアルファが必要だと感じた中川氏は社員の幸福につ
いて様々な勉強を始めます。そして幸せを感じるためには大
きく分けて4因子があることを突き止めました。その4因子
をテーマにそれぞれ中川氏は社内に落とし込む行動と社員
との付き合い方や、何気ない一言まで気を付けて行動して
いきます。そうすることで社員は自発的な行動や社内が明る
く、コミュニケ―ションの良く取れる会社へ変化しました。
　最後に、中川氏は今後の会社の展望としてスペシャリスト
の集団から地域のジェネラリストとして何でもこなす公器に
したいと宣言されて、現在実践されている野菜畑のお話を頂
き報告を終えました。
　社員への愛を注ぐため自分自身勉強されて実践されてい
る中川氏に感動した参加者は多くいたのではないでしょう
か。グループ討論では「あなたや社員、協力会社の幸福度は
どれぐらいですか」のテーマでした。難しいテーマではありま
したがグループ内やグループ討論発表でも皆さん自社を振
り返り様々な角度で討論することができました。

(遠藤雄大 記）



DO YOU さいたま　12月号　11

ひ ろ ば

op
en
 s
pa
ce

 

会員数

《住所変更》
東部地区会 ㈱とも 福本知弘会員
  〒343-0844  埼玉県越谷市大間野町4-21-2 
  大間野森田事務所1F
浦和地区会 ㈱ビジネスサポート 嶺山 大会員
  〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和
  3-44-18
《役職変更》
むさし野地区会　 ㈱エンドープラスチック　遠藤隆雄会員
  取締役会長へ
むさし野地区会　 ㈱エンドープラスチック　遠藤雄大会員
  代表取締役社長へ
《住所・TEL・FAX変更》
中部地区会　 ㈱メガネマーケット 久賀きよ江会員
  〒349-0212 埼玉県白岡市新白岡4-14-5  
  ルネアイン1F
  TEL：0480-38-9388
  FAX：0480-38-9044
《社名変更》
西部地区会　 ㈱WHITE 坂元愼太郎会員
  ダブルバンク㈱へ

編 集 後 記
　自分は何かモノを書く時やアイデアを求められる時、残
念ながら良案がパッとひらめくようなことがない。
　そんな時のおまじないみたいなものがあって、それが「ま
ずはボツになる原稿を書いたり、案を出してみる」こと。良
いモノを考えようとすると頭や手が止まるので、あえて駄
文・駄案・突拍子もないことを書き出す。すると気楽なせい
か、あっさりとノートがメモだらけになる。ここまでくれば
ひと安心。あとは自然に手が動き、つられて頭もやっと動き
出す。
　社内でアイデアを出し合う時などに応用できるかもしれ
ません。今度ぜひお試しを。　 （さくら地区会 遠藤裕行 記）

会員information新たな辞書の1ページ　新入会員紹介　（10/1～)

  １日（金） 大宮中央幹事会
  ２日（土） 高校生のための合同企業説明会
 経営指針づくりセミナー【7講 戦略編④】
  ３日（日） 経営指針づくりセミナー【7講 戦略編④】
  ４日（月) 東彩幹事会、彩北幹事会、さくら幹事会
  ５日（火） 大宮東幹事会、川口幹事会、川越幹事会、西部幹事会
 大宮南幹事会
  ６日(水） 浦和幹事会、埼葛幹事会、中部幹事会、むさし野幹事会
  ７日（木） 人を生かす経営勉強会、戸田・蕨幹事会
 東部幹事会、北部幹事会
  ８日（金） 正副代表理事会議、第4回実践学習会（仕事づくり委員会）
11日（月） 障害者問題全国交流会from埼玉へ向けての学習会
 「グループ長研修」
12日（火） 障全交正副リーダー会議、共同求人委員会
 ファム幹事会、障害者雇用推進委員会
13日（水） 広報情報化委員会
14日（木） 経営労働委員会
15日（金） 仕事づくり委員会、障全交実行委員会
18日（月） 政策委員会、新入会員オリエンテーション
19日（火） 川越例会
21日（木） 第21回障害者問題全国交流会
22日（金） 第21回障害者問題全国交流会
25日（月） 青年部例会、むさし野正副連絡会
26日（火） 第3回長期ビジョンオリエンテーション
27日（水） 経営指針づくりセミナー【8講 計画編①】
 青年部幹事会、大宮ブロック会議
28日（木） 障全交実行委員会
29日（金） 合同企業説明会、正副代表理事会議、理事会

同友会日誌　10月１日～30日

寺嶋教之
㈱キハラ
中部地区会
総合建設業（建築、土木、解体）
住宅～倉庫、工場・プラント工
事

〈登録変更〉
伊藤輝久
（特非）桃園
さくら地区会
通所介護事業所、居宅介護支
援事業

平田 実
㈱アクセプト
東部地区会
エクセル業務の自動化により、
「仕事の簡略化」を実現し、事
業者様の業務効率を向上する
サービス提供

星野 博紀
㈱ほしの
大宮東地区会
洋食屋、カレー・ハンバーグ等
のネット販売

川口優子
㈱Dream infinity company
大宮東地区会
アーティフィシャルフラワー
（造花）の創作、販売など

会員数 2021年11月2日現在

地区会名 会員数 地区会名 会員数 会員数地区会名

川　　口

戸田・蕨

浦　　和

大 宮 東

大宮中央

北　　部

川　　越

さ く ら

東　　彩

彩　　北

埼　　葛

大 宮 南

西　　部

むさし野

東　　部

中　　部

59

47

78

38

33

75

39

96

127

45

49 計

30

86

88

57

17

964

◆訃報  謹んでご冥福をお祈り申し上げます
中部地区会 岡部千里会員のご尊父がご逝去されました
むさし野地区会 戸口将之会員のご尊父がご逝去されました
大宮南地区会 大原佳子会員のご母堂がご逝去されました
北部地区会 小林正人会員のご尊父がご逝去されました
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委 員 長 制作担当
枦込博久
印刷・製本
加藤早苗
事 務 局
古川佳子

埼玉同友会
広報情報化委員

委 員
副委員長
東　彩 齊藤壽和

川　越 小田　明

埼　葛 松本賢二

中　部 矢澤敦臣

戸田・蕨 石井孝德

川　口 福井千波

 山本佳奈子

戸田・蕨 木村亮介

浦　和 酒井　啓

 小林吉文

 三友哲哉

 大森靖之

大宮東 柴田大智

大宮中央 鈴木光義

大宮南 加藤早苗

 髙橋浩明

西　部 綱川めぐみ

 村里忠輔

むさし野 古﨑千穂

東　部 鈴木一朗

 宇野碧留

 藤元天美

 島袋輝仁

 小川洋一

中　部 中山晴喜

埼　葛 今村達郎

北　部 東禎章

さくら 水野純子

 遠藤裕行

彩　北 江田雅之

（順不同・敬称略）

写真で綴る障全交 from 埼玉

全体会司会の大森靖之氏（浦和地区会）・中川怜子氏（さくら地区会）

講師紹介の宇梶純江氏
（大宮南地区会）

現場風景

第5分科会の報告風景【小松代表理事（右）、朝比奈芳人氏（左）】

鮮やかな色彩の障全交Zoom背景を制作しました !

障害者福祉施設「工房集さん」にご協力いただき作成し、各地でキャラバンを広げました。

埼玉の魅力がつまった『埼玉障全交おみやげセット』が販売されました。

発送は、埼玉県内の障害者事業所に依頼し、梱包、出荷されました。

障全交終了直後に発信基地局にて!!

おやつだ！
 さいたま

セット
大豆だ! 

さいたま
セット

宴だ！ さ
いたまセ

ット


