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同友会の三つの目的／よい会社

よい経営者

よい 経 営 環 境をめざす

今年度の地区会長会議のスタートとなる第1回地区会長会議が6月21日に開催されました。昨年と同
様にオンラインでの顔合わせでした。withコロナの時代に柔軟に対応する各地区での現状の取り組みに
ついての情報交換が行われました。
「大変な状況下ではあるが、地区会同士の連携をとり頑張ろう」
とお互いにエールを送りました。
（各地区会長の挨拶記事はP２〜P10に掲載しています）
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2022年度16地区会始動！

【各地区総会報告】〜地区会同士で連携し、埼玉に同友会活動を発信していこう〜
昨年同様にコロナ禍により活動が制限される中で、地区会の新年度体制への引継ぎが、さまざまな形で
行われました。今号では、変容する時代の真っ只中で舵取りを行う地区会長の皆様に、今年度の地区会の
展望についてお聞きし、また地区総会について寄稿していただきました。

川口地区会

会長 中根 幹雄

皆が【本質】を軸とした
【発展】を描き
【実践】しよう!!

昨年に引き続き会長に就任いたしました中根でございます。
よく太田代表理事が
「言葉の意味を分かっていますか？」
と問われ
ることがあります。
今期は、次の３つの言葉の意味を大切に地区会員と邁進して
参りたいと思っております。
【本質】
：欠くことのできない根本の性質。
【発展】
：物事が進み広がっていくこと。
【実践】
：成果の伴う具体的な行動をすること。
また、
「老壮青」
で全ての層の方が協力して皆でやりましょうと
盛り上がっております。殊に、同友会の理念である
「国民や地域と
共に歩む中小企業」
という理念に準じて盛り上がり、いま大変熱く
活動しております。
皆様と共に新たな決意を以て一年間頑張って成果につなげて
参ります。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

地区総会報告／５月１７日
（火） Zoom

2022年度の川口地区総会はZoomにて開催され、第1部
では柴田玲議長の下、全ての議案が滞りなく承認されました。
小松君恵代表理事に
「仲間、つながりを増やし、10年ビジョン
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を掲げてフロントランナーとしてぶっちぎろう！」
とご挨拶をいた
だき、一気に場の雰囲気が和んだ中、第2部へ。
記念講演は、NPO法人コミュニティビジネスサポートセン
ター代表理事の永沢映氏に
『地域連携により生まれる
「地域未
来社会の姿」
とは？』
と題してご講演いただきました。
まずは、なぜ地域づくりをするのかを個々に考え、幸福感や
充足感を大事にして、10年先の地域の理想像を描くことから
始める。具体的な地域ブランドの成功事例3パターンを経過も
含めてお話いただき、川口市や自社に置き換えてもイメージが
膨らむ内容でした。
川口市経済部の来賓やゲストの方も含め50名の方にご参加
いただき、さらにつながりが広がっていくことを予感させる総会
となりました。
（中島伊都子 記）

戸田・蕨地区会

会長 小山 展弘

ウィズコロナの社会でも、
維持・発展できる企業が
作れるように協力できる
地区会にしていこう！

この度、2期目の会長を拝命することになりました。戸田・蕨地
区は、ベテラン会員と若手会員のバランスの取れた人員構成の
地区です。ようやくコロナも落ちついてきたので、会員同士交流
を深めて、地域の発展、それぞれの会社の経営に役立つ地区会
にしていきたいと思います。
今期の課題としては、コロナで参加が減少してしまい、参加す
る会員が少数でほぼ決まった方であること、女性会員がいない、
ことなどが挙げられます。参加者を増やすために、質の良い例会
を企画する、参加率の低い会員に個別に声をかける、女性経営者
とも交流していく、などを心掛けるようにします。できることから
取り組んでいきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

地区総会報告／５月19日
（木） Zoom

集

地区総会報告／ 5月18日
（水）Zoom

はじめに戸田・蕨地区会長小山氏にて2022年の戸田・蕨地区
の活動スローガンは
「ウィズコロナの社会でも、維持・発展できる
企業が作れるように、協力できる地区会にしていこう！」
ということ
で活動方針と共にあいさつをしました。その後来賓の蕨市 賴髙市
長、戸田商工会 溝上会長、蕨商工会議所 牛窪会頭の紹介をして、
挨拶して頂きました。
第1号議案は2021年度の活動総括にて小山会長、森永委員
長、および山下委員長より例会などの総括が行われました。
第2号議案は2021年度戸田・蕨地区決算書の説明を会計の池
田氏、監査報告を松浦氏より行いました。
第3号議案の地区改組織図を小山会長よりて説明がありまし
た。
第4号議案は2022年度戸田・蕨地区の活動方針を小山会長、
山下委員長にて行われました。
第5号議案、2022年度戸田・蕨地区予算の部を池田氏にて説
明を行い、司会の木村氏より全議事を終了する旨を述べられまし
た。
最後に太田代表理事、及び小松代表理事よりご来賓のあいさつ
をして頂き、戸田・蕨地区総会を終了としました。
（山下太一 記）

総会では、後藤会長体制2年目の方針等について満場一致で
承認されました。
その後、山梨同友会前代表理事の山梨住宅工業㈱ 代表取締
役社長 北原正倫氏をお招きし、
「同友会と私〜答えはすべてこ
こにある。同友会は
『宝の山』
〜」
をテーマに講演いただきました。
北原氏は、先代社長
（実父）
の急逝により、31歳の若さにして
社長に就任。その直後に労使紛争が発生するなど、苦労の連続
だったそうです。
社長の仕事って何だろう？と考えあぐねる日々の中で出会った同
友会。
「自社の課題解決のヒントはすべてここにある。先輩方が築い
てくださった、労使見解を中心とするコンテンツや、運営の仕組
みを学び、自社に取り入れないのはもったいない。宝の山だ。同
友会の歴史や理念がきっと私を導いてくれるはず！」
と直感し、同
友会の役を全うする中で学びを深め、自社を改革し続けていると
のこと。
その後は、オンライン上で親睦を深め、ポストコロナの厳しい
時代だからこそ、浦和地区会らしさで結束し、皆で力を合わせ立
ち向かっていこう！と誓い合いました。
（大森靖之 記）

大宮東地区会

浦和地区会

会長 後藤 真吾

結束して挑戦を続け、
個々の成長と共に
真価を磨く
〜企業価値の創造へ〜

昨年度に引き続き浦和地区の地区会長に就任し、2年目を務
めさせていただくことになりました㈱フォーアスマイルの後藤で
ございます。
昨年度はこの災禍にあって制限の多い中、できる限りの活動に
邁進してまいりました。
特に新たな幹事は入会歴の浅いかたや初めてのかたも多い
中、既存の幹事と結束して下半期に大活躍されました。
今年度もさらに結束し、それぞれが成長できるよう努力して参り
ます。
またコロナの終息感が高まってきたらリアルでの活動も増える
と思いますが、引き続き感染への対策を取りつつ、今まで蓄積し
てきたノウハウを取り入れながら例会や幹事会の開催を工夫し、
参加率を上げ増員につなげていきたいと考えております。
2022年度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

「今こそ社会の主役に
ふさわしい企業づくりを
自ら体現していこう」
会長 薊 喜美雄
３期目の会長職を仰せつかりました、㈱第一経営相談所の薊
（あざみ）
です。
今年度の大宮東地区方針は、埼玉同友会方針達成とも関連さ
せ、強い体質の企業づくり・地域づくり・力の湧く同友会づくりを
実践する過程で、
「中小企業は社会の主役」
と言われるにふさわし
い経営を会員自ら体現する事を目指したスローガンとしました。
例会の年間計画では、指針報告・ＤＸ・ＳＤＧｓ・埼玉同友会長期
ビジョンから考える大宮東地区の長期ビジョンなどを開催する事
を通じ、会員企業の経営改善に貢献します。
こんな時代だからこそ同友会の存在意義を自ら体現し、共に成
長していく仲間を増やし、楽しみながら学び協力し合う大宮東地
区会活動を進めて参ります。
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地区総会報告／ 5月23日
（月）
開催場所／清水園

今年度も地区総会がリアルで開催され多数の会員が参加され
ました。薊会長の三期目のスタートという事で今までの二期で得
た学びを活かし企業づくりを自ら体現していく年度となります。地
区会ではどのような事ができるのかを皆で考え活動する方針を共
有する機会となりました。
また懇親会は出来ませんでしたので簡単な状況を報告し懇親
会といたしました。相変わらずポジティブな報告が多く、笑いもあ
り元気をいただいた総会となりました。
（柴田大智 記）

大宮中央地区会

会長 和泉 紀子

地区総会報告／ 5月23日
（月）
開催場所／清水園
『現状維持は衰退の始まり』
〜現状打破：新しい仲間を増やし、
「未来に繋がること」
を必ずやろう！
！〜という活動スローガンを掲
げて5月23日
（月）
に大宮中央地区会の第14回地区総会を、さ
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大宮南地区会

現状維持は衰退の始まり
〜 現状打破：新しい仲間
を増やし、
「未来に繋がる
こと」
を必ずやろう!! 〜

今年度、
２期目の地区会長を拝命いたしました。今期も昨年同
様のスローガンです。昨年は現状把握の位置づけで活動しまし
た。今期はいよいよ、現状打破に向けて、新たな取り組みを行っ
てまいります。５月２３日の
「大宮中央地区総会」
では、
１年ぶりの
リアル開催でございましたので、皆さんに直接、同じスローガン
でしたが、
１歩前進を果たすべく活動することを表明させていた
だきました。具体的な内容といたしましてはビジョン委員会を立
ち上げました。今までの地区会の良いところを踏襲しつつ、
『大
宮中央地区会としての確固たる
「色」
』
を確立したいと考えており
ます。今年度は、例会もリアル開催が可能となりそうです。今一
歩前進するには最適な年となることでしょう。
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いたま市清水園に於いてリアル開催致しました。
感染対策を施して久しぶりに会員同士はお互いの近況を語り合
う等をして開会前から会場は笑顔が溢れる雰囲気となりました。
三つの目的の唱和の後、和泉会長の挨拶で総会は始まりました。
実行計画の中で地区ビジョン委員会を立ち上げて将来の大宮中
央地区会活動への活性化を具体的に行動する
「アクションプラン」
を導き出す
「ビジョンの作成」
という新しい取り組みを公表されま
した。
和泉体制は2期目を迎えて更に力強く未来に繋がる行動を起こ
し始めました。
残念ながら懇親会は開催せずに清水園特製のお弁当とケーキ
をお土産として配られ、各会員は自宅にて新年度の決意を立てま
した。
新会員も加わり令和4年度の活動はいよいよ始まります。
（鈴木光義 記）
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大宮南の仲間とともに、
改革の道を歩もう！
会長 清水 小百里
昨年度に引き続き、大宮南地区会長を務めさせていただきま
す、㈱KMA 清水小百里と申します。昨年度は、大宮南地区の皆
様や埼玉同友会事務局の皆様からの多大なるお力添えをいただ
きありがとうございました。
今年度のスローガンは、昨年度とあまり変えておりません。昨
年度出来なかったことはもちろんのこと、少しずつ動き出してい
ることを確実に形にしていくためです。
幹事長や副会長にも続投していただけたので、今年度から少し
ずつリアルに会える機会を増やしながら、更なる学びの場を盛り
上げていきたいと思っております。
「既存会員の成長と活性化」
月に一度の例会参加だけでは十分
な学びは得られないと思っています。例会づくりからたくさんの
ことが得られたり、他地区例会、県の委員会、全国大会と学びの
場はたくさんあります。そして大宮南の仲間もいます。仲間と学
べることで、未来への希望を持つことができる地区会にしていき
たいと思っています。
今年度も皆様にご迷惑をおかけすることが多いと思いますが、
引き続きよろしくお願いいたします。

集

地区総会報告／ 5月23日
（月）Zoom

地区総会報告／ 2022年5月28日
（土）
開催場所/狭山市民会館
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2022年度第26回大宮南地区会総会は、小松君恵代表理事
も参加され開催されました。地区会総括で清水小百里会長はトッ
2022年度の西部地区総会は、2年ぶりに会場に集まる形式で
プダウンではない意見の言いやすい環境を作ることを意識したこ
行われました。
と、会歴の浅い幹事に座長、室長をお願いし座長室長制度が確立
長引くコロナ禍において、感染防止対策を徹底し来賓の方、他
されたこと、を報告されました。委員会総括では、ダイバーシティ、 地区のゲストの方も含め総勢20名でマスク越しながら明るく活
経営戦略、イノベーションの各委員会の委員長が総括、成果、課
気のある総会となりました。
題について報告されました。次に今年度の活動方針案を会長、幹
来賓としてお迎えした吉田雄亮副代表理事よりエールを頂戴
事長、副会長が発表されました。清水会長は新入会員にも例会づ
し、木下会長から鴨井会長へとしっかりとバトンが渡されました。
くりに加わって頂き、一人でも多くの会員を巻き込み地区会の活
新入会員のバッジ贈呈も行われ、西部地区の新たな辞書の1
性化に繋げたいと言われました。今年度から地区会に
「みんつな
ページを飾るフレッシュな会員が中心となって開催された総会は、
委員会」
と
「未来づくり委員会」
という二つの新しい委員会が設立
今後の西部地区の繁栄を確信すると共に木下会長が行ってきた
され、岩見副会長と宇梶副会長がそれぞれの委員会の目的につ
活動の成果だと思いました。
いて説明されました。これらの活動方針案は全て承認されました。
鴨井会長からは、
「それぞれの会社が付加価値を生かし、地域
最後に小松代表理事が埼玉同友会の今年度の計画について話さ
になくてはならない企業を目指す」強い決意と覚悟が表れたス
れました。全体的に報告者の熱い思いを感じさせる総会でした。
ローガンと活動方針が掲げられ、熱い所信表明となりました。新
（粟田 聡 記） 役員・新委員長は若手を起用し、ベテラン会員が支える西部地区
らしい組織づくりとなりすべての会員が活躍できる元気で活気の
ある新年度になりそうです。
（綱川めぐみ 記）

西部地区会

会長 鴨井 誉史

むさし野地区会

「付加価値を創造し、
地域一番店へ」
〜人を生かし、社会価値を
持続的に高めよう〜

今年度、西部地区会長を務めさせていただく事になりました
㈱ネクサス・アイの鴨井誉史と申します。
総会は、過去２年連続してのオンライン開催でしたが、今年度は
リアルに開催することが出来ました。
ｗｉ
ｔｈコロナの時代に個人としては、新しい生活様式となり、企
業としては、方針を転換し社会活動の正常化を進めつつあります。
先の見えない状況下ではありますが、それぞれの企業がその
活動自体から生み出された製品やサービスの付加価値を生かし
て高め合っていければと思います。
ベテラン会員と新人会員との融合により各委員会も活性化して
行くことで魅力ある西部地区会をどうぞよろしくお願い致します。

会長 日高 香苗

『地域の笑顔を未来へつな
ぐ』
〜磨こう！強く・しなや
かな経営者の魂〜

今年度スローガンに掲げた
『地域の笑顔を未来へつなぐ』
という
言葉。
きっかけは共同求人委員会の企画で、高校生に授業をさせて頂
いたことでした。
この子供たちが希望を持って大人になることができる社会。
生き生きと働ける場をつくることが私たち中小企業家の使命なの
ではないか？ と強く感じ、まず私たち自身が笑顔で生き生きと働
いて、子供たちに明るい未来を描いてもらい次世代にバトンタッチ
したい。そんな思いを込めて掲げさせて頂きました。コロナ禍で
自由に動けなかった2年間を取り返すように。また信頼される自分
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になって沢山の仲間を増やせるように皆様のご協力のもと頑張っ
てまいります。
1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

地区総会報告／ 5月18日
（水）
開催場所／ ベルセゾン

今年度の総会は、アルコール消毒、体温測定など感染対策を徹
底した上で対面で開催。41名が参加しました。はじめに江崎地区
会長から、幹事への信頼をもとに組織の刷新に努めながら、コロ
ナ禍で試行錯誤と我慢の２年間だったとの挨拶がありました。
来賓の太田代表理事から定時総会に向けて1,000名の会員で
の開催目標、もっと大きな声(数)で我々の声を伝えることが重要
である。と決意の表れる挨拶がありました。
新地区会長の日高香苗氏から、今回のスローガンに至った経緯
や将来を担う子供たちの為に私たち地域の企業がイキイキと働
く姿がとても重要なことなのだと、同友会の活動を通して気づけ
たことを共有しこれから地区会長としての意気込みが聞けました。
新入会員の小滝信一氏も仲間に加わり、コロナ禍により制約のあ
る中で耐えつつも試行錯誤をし活動を継続してきた経験も蓄積
され、今年度は大きく飛躍する年になりそうです。
（山口将秀 記）

東部地区会

会長 沓沢 隆行

地区活動を活性化させ、
共に前へ！
〜 Going Concern
未来を希望に変える〜

第40期東部地区会会長を務めさせて頂きます沓沢隆行です。
2年間コロナ禍でなかなか思い通りの活動ができず、特に会員間
の交流が希薄になっていると感じています。本年度は東部地区
会ならではの5つの委員会活動を活発にし、それに加えて会員間
のコミュニケーションを取りやすくする為に親睦部会を立ち上げ
地区活動を活性化していきます。今期は地区会創立40周年とな
ります。事業と一緒で地区会も継続発展していかなければいけ
ません。諸先輩の方々の歴史を引継ぎ次世代に繋いで行く為に
ALL WINの地区会にして行きたいと思っております。
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どうぞ1年間宜しくお願い致します。

地区総会報告／５月26日（木）Zoom

第40回東部地区総会がZoom
にて開催されました。
総勢61名の参加のもと議案は
全て承認され、上野前会長から沓
沢新会長体制へと引き継がれ第１
部は終了しました。
第２部の記念講演では地区会
員、CSリレーションズ㈱の増田恭
章社長が登壇されました。
携帯ショップの展開を主軸とす
る増田社長は
「ヒト・モノ・カネ」
と
いうが、当 社においては
「ヒト・ヒ
報告者 増田恭章氏
ト・ヒト」
「人がすべて」
と、本気で社
員を想うことの大切さを語ります。
さらに
「正しい考え方」
と
「諦めない実行力」
が大切とのこと。
「経
営理念という正しい考え方」
が社員にしっかりと落とし込まれた結
果、
「理念が仕事をしてくれるようになった」
とのことでした。
経営指針セミナーや共同求人をターニングポイントとして業績
を向上させてきた増田社長の姿からは、同友会で学ぶ意義を再
認識させられました。
新たな幕開けとしてふさわしい総会となりました。
（西野 隆 記）

中部地区会
「地域と共にある
地区会づくり」
会長 満生 剛
今年度より伝統ある中部地区会の会長を拝命させていただき
ました。
コロナ禍や昨今の国際情勢による材料不足や物価の高騰な
ど、会社経営の在り方について日々考えさせられます。また、自
然災害についてもBCPの策定や見直しが待ったなしの状況で
す。
今後益々地域での活動が大切になると考えています。
中部地区での地域活動を活性化させるために出来るだけ会員同
士のコミュニケーションを増やし、
しばらく会えなかった会員さん
と積極的に交流していきたいと思います。
明るく楽しい地区会づくりが中部地区の伝統を継承することだ
と考え、尽力したいと思います。

集

地区総会報告／ 5月20日
（金）
開催場所／ 響の森 桶川市民ホール

区会の皆様に、
「埼葛地区会で良かった」
と言われるような活動に
していきたいと思います。
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地区総会報告／ 5月18
（水）
開催場所／久喜市中央公民館

埼玉中部地区として3年ぶりのオフライン開催での総会となり
ました。
参加者は21名とオンライン開催より多くの参加がありました。
山﨑前会長からの冒頭挨拶では、皆さんの前でリアルで喋りた
くてうずうずしていたという話がありました。コロナ禍の誰も経験
していないオンライン開催など難しい局面を乗越えつつ、素晴ら
しい舵取りで２年間の運営本当にお疲れ様でした。
総会では、活動総括・決算報告・新役員組織図・活動方針案・予
算案、など5つの議案が全て承認され、満生地区会長のもと新体
制で無事に船出することができました。まだまだコロナが収まっ
た訳ではないですが中部らしさを活かしつつ、新会長の手腕に期
待が高まる総会となりました。
司会進行の水上さん、議長の沢木さん、お疲れさまでした。
久々のリアル開催だったので懇親会も開催し、有意義な時間をそ
れぞれ過ごされていました。次回の例会もリアル開催ができる事
を楽しみにしております。
（吉行 晶 記）

今年度の埼葛地区総会は感染症対策をしっかりと行い、リア
ルでの開催となりました。久しぶりに皆さんとリアルで交流がで
き、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。
記念講演は地区会員の水野浩美氏。
『「思いが形になるとき」
組織づくりの疑似体験が自社に生かされる』
というテーマでお話
いただきました。埼葛地区会設立35周年を迎える今年度にふ
さわしいとても素晴らしい内容で、節目となる今年度が益々充
実した1年になることを確信させてくれる記念講演でした。
コロナは少しずつ落ち着いてくる気配もあり、リアルでの地区
会活動が増えてくるであろう年となります。コロナ禍で得た知見
を活かしつつも、やはり仲間としっかりと膝を突き合わせて話を
することが何よりであるということを再認識させられた総会とな
りました。
（今村達郎 記）

北部地区会
埼葛地区会
地区会の仲間とつながり
共に進もう！
会長 菅野 泰孝
今年度、埼葛地区会は35周年を迎えます。設立から多くの
方々の力が合わさり現在に至っていると思うと、改めて35年間
の地区会員皆様のエネルギーのすごさを感じています。しかし、
35年という年月は経営者個人の環境も変えていき、また新型コ
ロナウイルスも影響をして、今までのような
「つながり」
が難しく
なってきました。このことは埼葛地区会としては一大事です。
そこで、今年一年間は地区会に目を向け、もう一度地区会の仲
間とつながり共に進みます。会社を訪問し合い、経営報告を聞き、
新しい情報を共有し合い、多くの意見交換をして、年度末には地

会長 政 裕美子

躍動的な改革で閉塞感を
打ち破って、日々新しくな
る細胞を実感しよう!

地区会長のお役がまた廻って来るとは夢にも思わず最初は戸
惑いました。私としましては若いころの地区会長
（14年前）
と今
の年になってからの地区会長とはそれなりに役割も違うのだろう
なぁ、と考えております。なんとなくのコロナ明けの様な本年度
からは一番元気な世代の男性4人に副会長を担っていただき、そ
れぞれの得意分野で躍動的に組織を耕していただきたいとお願
いしてあります。
私は彼らに刺激をもらいながら自身が日々新しくなる細胞を実
感したいです。そしてそれを会員皆で感じられるように共有して
元気な地区会にしていきたいです。
新しい風、新しい細胞は新会員が増えていかないと実感できな
DO YOU さいたま
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いと考えています。
先ずは副会長各自1人、会長2人、歴代地区会長で2人、を目
標として現在会員32人の地区会を40人の地区会にすることを
具体的に動いていきたいと思います。周りのご協力を頂きながら
これからも北部地区会をよろしくお願いいたします。

地区総会報告／ 5月22日
（日）
開催場所／伊香保温泉 和心の宿大森

集

今年度はさくら地区会会員皆で
「人を生かす経営」
の総合実践を
し、目まぐるしく変化する外部環境に注視し、各社が今以上に強
靭な経営体質を作っていきます。
又、新たにさくら地区、北部地区合同で北部地域活性化プロ
ジェクトチームを結成し深谷地区の会員拡大の強化体制を整え
ました。
今年度現会員数89名から101名を目標に仲間を増やします。
同友会で学び、必ず実践し会員同士の結束力をより強め、共育
ちできるさくら地区会にしていきます。今年度も宜しくお願い致
します。

地区総会報告／ 5月21日
（土）
開催場所／熊谷スポーツホテル パークウイング

5月22日
（日）17時から第33回北部地区総会を
「伊香保温
泉 和心の宿大森」
にてオンラインとリアルのハイブリッドで開催
しました。
去年、一昨年はオンラインで総会を開催したので参加者がリ
アルに会って行う総会は実に3年ぶりです。
ゲストとオブザーバー含め全員で17名が参加。うち2名がオン
ライン
（Zoom）
で参加しました。
当日の議案は満場一致で全て可決され、新会長に政裕美子氏
が就きました。
総会後の集合写真では、政会長の膝の上に置いたパソコン画
面からオンラインで参加した2名も会場の出席者と一緒に撮影
に参加しました。
その後は懇親会を開催。北部地区では去年、一昨年と総会後
の懇親会もオンラインで実施してきましたが、久々に会員同士
が顔を合わせた懇親会となりました。
各自お酒を酌み交わしながら情報交換と親睦を深める事がで
きました。
（東 禎章 記）

さくら地区会

会長 吉田 祐史

今こそ会員皆で
「人を生かす経営」
の
実践を！

今年度2期目の地区会長に就任しました㈲アート工業の吉田
です。
コロナ禍の影響もほぼ落ち着き、感染症対策をとり、第24回
さくら地区総会をリアル開催致しました。
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2022年度さくら地区会の総会は二部構成で行われました。参
加者はゲストを含めて総勢38名です。
第一部総会は飯島広樹議長のもと、1号議案から5号議案まで
速やかに承認されました。
第二部は
「私が同友会にいる理由」
をテーマに、根岸勲氏、福島
良雄氏、川上かおり氏から報告がありました。入会したきっかけや、
同友会での人とのつながり・助け合い、そしてご自身が同友会で
学んだことによって社員の意識が変化した事例などの紹介があ
り、ゲストの方々からも
「大変印象に残った」
との感想をいただきま
した。ご来賓の方々からもご挨拶をいただきました。太田久年代
表理事からは
「県北から、埼玉の力を各地域の中小企業家へ」
との
お言葉を、小松君江代表理事からは
「埼玉同友会がますます盛り
上がることを確信した」
との激励をいただきました。
今年度のさくら地区会の活動スタートに相応しい、素晴らしい総
会となりました。
（遠藤裕行 記）

Vol.530

川越地区会

会長 下村 信子

川越地区会の仲間と共に、
学び、切磋琢磨し、地域社
会に貢献する地区会

川越地区会会長に就任いたしました下村信子社会保険労務士事

集

務所 下村信子です。
川越地区会は、おかげさまで10周年を迎え、本年度は11年目
という新しい一歩を踏み出します。発起人の方々、歴代地区会長、
そして会員の皆様の思いを引き継ぎ、会長の任を務めたいと思っ
ております。
新たな10年ビジョンのテーマ
「学び合い、共に成長し、会員の
ホームグラウンドとなる地区会」
を目指し、同じ志の友人の会であ
ることを胸に刻み、会員自身の経営と共に、他の会員とも互いに知
人であり、友人であり、ライバルであり、師であり、弟子である仲間
づくりを行います。また、オンラインであってもリアルであっても本
音で語り合える活発な活動と交流の場となる地区会を作ってまい
ります。とはいうものの、わからないことばかりでの会長就任でご
ざいます。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

地区総会報告／５月17日
（火）
開催場所／ウェスタ川越

第11回川越地区総会が川越地区創立10周年記念式典を兼ね
て執り行われました。総会・式典には他地区会の皆さんをはじめ、
行政、金融、他団体の来賓も含め100名を超える方々にお越しい
ただきました。
総会では通常の年間活動報告・活動計画の他に、地区会10年
間の総括と今後10年のビジョンが発表され、2022年度の地区
会方針と共に承認されました。これにより10年ビジョンと新年度
方針を掲げて、新たな10年に向けての第一歩をスタートすること
が出来ました。
総会後の記念講演では経済学者の森永卓郎氏に
「これからの中
小企業について」
をテーマに我々でも実践することの出来るこれ
からの中小企業の在り方について講演いただきました。
そして１０周年記念式典では地区会の創立から今までを映像で
振り返り、創立に携わった地区会発起人の方々への特別表彰が行
われました。また多数の来賓の方々よりご祝辞を頂き今後の更な
る発展を予感させる記念式典になりました。
（小田 明 記）

東彩地区会

会長 五十嵐 洋子

共に学び、共に実践。
持続可能な強い仲間を
地域に増やそう

昨年度から引き続き、地区会長の大役を仰せつかりました五十
嵐洋子です。アフターコロナを迎え、東彩地区も一気に活気づい
てきました。約2年の時間を取り戻すべく幹事メンバーが一体と
なり活動を開始しております。ここ最近新たな会員が増えていま
す。この流れに勢いをつけようと今年度は会員増強に力を入れて
いきます。ゲストを大勢呼び込む企画の例会を3回開催します。
また、新会員も古参会員も共に学び実践につなげられる環境を整
えます。同友会の学びを深める企画の例会として、経営労働・共
同求人・社員教育・障害者雇用・政策と5回シリーズで例会を開催
します。1年後、会員同士が切磋琢磨しながらさらに成長している
姿を想像しています。

地区総会報告／ 5月16日
（月）
開催場所／三郷中央におどりプラザ・Zoom

今回東彩地区が掲げる
「共に学び、共に実践。持続可能な強
い仲間を地域に増やそう」
というスローガンに合わせ、㈱幸呼来
Japan 代表取締役の石頭様に基調講演を行って頂きました。
古くなった布を裂いて紐状にし、織り物の材料として使うことで
新たな用途に生かすという、
「裂き織」
には
「もったいない」
と思う
気持ち、モノを愛おしむ気持ちも一緒に織り込まれています。
SDGsという言葉ができるはるか前から、裂き織という地域の伝
統文化を地域のスタッフと一緒に作り、著名なブランドとコラボ
レーションしながら、伝統工芸を未来に紡ぐ、とても先進的な経
営をされています。また地区のスローガンと報告が合致して、目
的とねらいに沿った良い総会でした。
（八島哲也 記）

彩北地区会

会長 卯都木 克有

同友会理念からリスタート」
〜学び合い、支え合い、喜び
合いの輪(和)を深めよう! 〜

今年度、彩北地区会の会長を務めさせていただきます卯都木
です。どうぞよろしくお願いいたします。
同友会に入会して8年、彩北地区会が設立して3年半が経過し
ました。これまで、折原前会長のもと、少ない地区会員と共に自
由な発想の例会、学習会等の企画、運営に邁進してきました。そ
DO YOU さいたま
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して、今年度は厳しい社会情勢の中に立たされているからこそ、
「同友会理念」
を改めて認識し直し、また、若い地区会だからこそ、
「なぜ同友会で学ぶのか？」
を問いながら、各委員会方針に沿った
活気ある活動をしてまいりたいと思います。そしてもう一つ、サ
ブスローガンに刻んだ
「和」
の精神。同友会理念を芯に置きなが
らも、がんじがらめにせずに、自分の意見、仲間の意見を尊重し
ながら、新しい価値を生み出し、皆で共有していきたいと願って
おります。
今年度の活動が自社の発展につながることを信じ、共に学び合
い、支え合い、喜び合える地区会を作り上げていきたいと思いま
す。どうぞ、皆さま、今年度も彩北地区会をよろしくお願いいたし
ます。

地区総会報告／５月１６日
（月）Zoom

５回目の総会を迎えた彩北地区
は昨年同様オンラインで行いまし
た。立ち上げよりご尽力頂いた折
原会長から卯都木新会長になり新
たなスタートとなりました。素晴ら
しい会長挨拶から始まり、ご多忙の
中、加須市の角田守良市長を始め
報告者の塚原裕康氏
とした来賓の方々より祝辞を頂きま
した。２つの委員会で運営することになった今年度は会員の成長
が期待される活動方針となっています。記念講演では新潟同友会
の塚原裕康氏を迎えました。塚原氏は卯都木会長が同友会への
入会を迷っている時に肩を押してくれた人物であります。会長を
務める時が来たら記念講演は塚原氏と前より決めていたそうで
す。まだまだ会員数としては少ない地区会ですがオンラインで
行った懇親会では画面越しではありますが会員のパワーを感じた
総会となりました。
（早川良史 記）

就職指導者対象
「企業研究会」
開催。
2022年4月19日新都心ビジネス交流プラザにて埼玉県教育委員会と埼玉中小企業家同友会とのW共催で就職指導者対
象
「企業研究会」
を県立高校３６校、参加教員39人の先生方と埼玉中小企業家同友会の会員企業19社で実施致しました。
2.就職指導、求める人材、方針、育成
「企業経営者
（人事担当者）
を講師として、企業が高校生を
採用するにあたり重視している点や採用方法、求める人材」
について説明
報告者：水上真紀氏 ㈱ノワテック 代表取締役社長
3.企業説明と情報共有会
「埼玉中小企業家同友会に所属する県内企業の経営者や人
事担当者との情報交換会」
参加企業数：19社
3年前よりコロナの影響で募集企業・企業概要・情報交換の
低減が起こり高校生の就職活動が難しい状況が起きてしまい
ます。
そして選択肢と情報が少ない中で就職をするので就職ミス
マッチが起こり早期離職が増加してしまっていると教育委員会
からお聞きしました。
高校新卒者は、大学新卒者と違い早期に退職をしてしまう
と年齢・経験値・情報量・受入企業のスタンスなどから再就職
が難しくニートやフリーターとなってしまう場合があります。
この状況を何とかしたいと教育委員会と協議を進め、進路
指導の先生や学生・保護者に地域には魅力あふれる中小企業
もある事を知ってもらえれば、就職先の選択肢が増え就職ミ
スマッチを低減し少しでも良い社会人としてスタートをして欲
しいと思い企業研究会を開催する事になりました。
企業研究会の内容は、下記の様になります
1.課題解決型授業の実践事例と報告セミナー
「県立高校と埼玉中小企業家同友会が連携した課題解決型
授業の実践事例」
報告者：松康太郎氏 東京ブレイズ㈱ 代表取締役

当日は、会場からは人が溢れ大盛況で情報共有会の時間に
は、終了時間ギリギリまで忌憚ない情報共有と意見交換が行
われました。
ここまで来るのに試行錯誤し3年と言う時間を有してしまいま
したが大きな1歩を踏み出したと思います。
これからも埼玉県教育委員会・県立高校・埼玉中小企業家
同友会と連携をして地域に根差した運動をより活発的に実践
してまいります。
（共同求人委員会委員長 山本成年 記）

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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新入会員紹介 （5/1〜)

加治屋将一
㈱トラフィックテクノ
北部地区会

小林政仁
税理士法人 小林合同会計
川口地区会

貝掛 攻
㈱ I LOVE HAPPY
さくら地区会

小名坂紀明
オーピーサポート㈱
川口地区会

会計事務所業務

設計

塗装、リフォーム、リノベー
ション、エイジング塗装、デ
ザイン塗装

土木資材、販売、設計

堂込勇気
どうごもり司法書士事務所
浦和地区会

小川 脩
小川造園
さくら地区会

不動産登記（売買・相続・贈与等）会
社法人登記（設立・本店移転・役員変
更・合併等）遺言書作成、遺産整理等

剪定作業

会員information
《住所変更》
川口地区会

（特非）
ヒールアップハウス 石﨑美智会員
〒333-0853 川口市芝園町3-19

むさし野地区会

㈱ジャムデザイン 上野あすか会員
〒339-0057 さいたま市岩槻区本町2-2-39-1

浦和地区会

行政書士大森法務事務所 大森靖之会員

西部地区会

〒330‐0062 さいたま市浦和区仲町2-5-1-B1
Mio浦和
みなみ社会保険労務士事務所 南 栄一会員
〒359‐1141 所沢市小手指町1-2-7
サニースクエア 202号室

会員数
地区会名

2022年6月23日現在

会員数

地区会名

会員数

地区会名

会員数

口

64

大 宮 南

73

北

部

32

戸田・蕨

45

西

部

41

さ く ら

90

浦

和

69

むさし野

89

川

越

87

大 宮 東

39

東

部

128

東

彩

64

大宮中央

33

中

部

48

彩

北

17

埼

葛

47

川

編

集

後

計

966

記

最近コロナの感染者が世界的に激減し、約2年半にわたる長いパ
ンデミック期間も終わろうとしています。沢山の困難や不便と引き
換えに沢山の便利や方策も我々は手にしました。
デジタルトランスフォーメーション、Zoom、業界を超えての
ワークシフト。よくピンチはチャンスといいますが、困難や不便か
ら生みだされたもの、それは今人類の歴史を大きく変えようとして
います。同友会もこの期間の活動で、日本中がZoomでつながり、
日本中の仲間はもうすぐ隣にいます。そしてこれにより自主・民主・
連帯の精神や活動はよりパワーアップしていくような気がします。
（東部地区会 小川洋一 記）

5月１日〜 31日

６日
（金） 人を生かす経営勉強会、正副代表理事会議
東部幹事会
９日
（月） ファム幹事会、さくら幹事会
中部幹事会、彩北幹事会
10日
（火） 共同求人委員会、大宮東幹事会、川口幹事会
障害者雇用推進委員会、川越幹事会、西部幹事会
11日
（水) 広報情報化委員会、浦和幹事会、埼葛幹事会、むさ
し野幹事会
12日
（木) 経営労働委員会、青年部総会、北部幹事会
戸田・蕨幹事会、大宮中央幹事会、大宮南幹事会
13日(金） 仕事づくり委員会、委員長会議①
16日
（月） 政策委員会、東彩総会、新入会員オリエンテーション
彩北総会
17日
（火） 川越10周年記念総会、川口総会
18日
（水） 埼葛総会、浦和総会、むさし野総会
19日
（木） 戸田・蕨総会
21日
（土） さくら総会
22日
（日） 北部総会
23日
（月） 大宮東総会、青年部幹事会・例会、大宮南総会
大宮中央総会、むさし野正副連絡会
24日
（火） 経営環境談話会、中同協総会設営実行委員会
25日
（水） 全研実行委員会
26日
（木） 合同企業説明会、東部総会
27日
（金） 経営指針づくりセミナー（スタッフ研修・オリエン
テーション）、長期ビジョン会議
28日
（土） 西部総会

同友会日誌

6月１日〜 30日

１日
（水） ファム10年ビジョンづくり、浦和幹事会、埼葛幹事会
むさし野幹事会
２日
（木） 東部幹事会、戸田・蕨幹事会
３日
（金） 大宮中央幹事会
４日
（土) 社員教育委員会
６日
（月) さくら幹事会、彩北幹事会
７日 (火） 川口幹事会、人を生かす経営勉強会、川越幹事会
西部幹事会
８日
（水） 経営指針づくりセミナー（導入編①）
川越・むさし野・西部合同例会
９日
（木） 広報情報化委員会、経営労働委員会
10日
（金） 仕事づくり委員会学習会
13日
（月） ファム幹事会
14日
（火） 共同求人委員会、障害者雇用推進委員会
15日
（水） 東部例会、浦和例会
17日
（金） 大宮中央例会
20日
（月） 政策委員会、新入会員オリエンテーション
東彩例会、大宮南例会
21日
（火） 地区会長会議、川口例会
22日
（水） 全研実行委員会
23日
（木） 戸田・蕨例会
24日
（金） 長期ビジョン会議
25日
（土） 経営指針づくりセミナー第2講（導入編②理念編①）
27日
（月） 青年部幹事会、むさし野正副連絡会
28日
（火） 社員教育委員会、大宮東例会

◆ 訃報 謹んでご冥福をお祈り申し上げます
東部地区会
むさし野地区会
大宮東地区会
東部地区会
むさし野地区会

友弘二郎会員がご逝去されました。
青木英和会員のご母堂がご逝去されました。
斉藤竜大会員のご尊父がご逝去されました。
長谷川芳雄会員のご尊父がご逝去されました。
橋本太樹会員のご尊父がご逝去されました。

DO YOU さいたま

7・8月号

11

open space

ひ

少年よ 大志を抱け！

川岸

勝

かわぎし

まさる

ジーイーエム㈱
さくら地区会
熊谷市筑波2-20
TEL:048-594-7005
https://www.gemnavi.jp

する！こんな社長の下では働けないと半年で会
社をを辞め、同僚4人と会社を立ち上げることと
なったそうです。その会社に10年勤め、独立を
決断、現在のジーイーエム㈱が誕生しました。人
を雇いシステム開発を行う傍ら、念願だった、や
きとり屋の経営も始めます。昼はシステム開発、
夜はやきとり屋の店長という無謀な生活が1年
委 員 長

埼玉同友会

広報情報化委員

東

委

彩 齊藤壽和

川

副委員長

員

口 福井千波
山本佳奈子

川

越 小田

埼

葛 松本賢二

明

戸田・蕨 池田大喜

中

部 矢澤敦臣

浦

山室 奈美
和 三友哲哉

スマートSMEサポーター
にも認定されました！

半ほど続きましたが、2足のわらじを一人では難
しくやむなく閉店にと追い込まれてしまいまし
た。
■社員全員からの退職届の呆然
IT業に専念することに決めると、事業拡大の
ため東京事務所(上野)を立ち上げます。
５年ほどが経過し順風かと思っていた矢先、従
業員10人全員から退職を突き付けられる事件
が起きます。
その後も育てては巣立ち、育てては辞め、
『社
自称「システム屋」
と表現する川岸さんがコン 長、お話しがあります。』の言葉に毎回心がえぐら
ピューターの世界に魅了され、今もなお大志を れる日々が続きました。
抱きながら取り組んでいることとは。
傷心のまま一人、半蔵門に事務所を移転させ
（実務は熊谷）売上目標年間14億円という計画
■F1レーシングのシステムクルーに憧れて
書を作成。達成のためには1年に1つの別事業
栃木県足利に生まれ、幼少期はうるさい、言う を展開しようと発動します。別事業にはiPhone
ことを聞かない、問題児だったとか。
修理から始まり、レンタルオフィス、コワーキン
そ んな彼が小 学3年 の 頃、テレビで見たF1 グ
（熊谷・高崎）
と、時代の流れを読みながらの事
レーシングのクルーが行っていたコンピューター 業にアンテナを張ります。
システムに関心を抱き
『いつか自分が作ってみた
そして、補助金事業に参入し4年目となり、申
い！』
と、思うようになります。
請から実施報告までのサポートを行うことで採
まわりの友人たちはファミコンブームに熱中 択率は70%と、売り上げの数字を伸ばすことが
する中、パソコンが欲しいと切望しやっと買って できています。
もらうことに。それからは、寝ても覚めてもパソ
同友会に入会後は労使見解を学び、評価制度
コンいじり、とにかく楽しかったと振り返ります。 を取り入れた人事や社員との向き合い方を見直
高校卒業後は専門学校へと進みIT関連を学び、 し、面談による心を通わせた社風にも取り組んで
いよいよコンピューターの世界へと胸を膨らま います。
せていたところ、折しも就職難の時代に突入して ■これからの野望
いました。やむなくガソリンスタンドへ就職する
経営理念「ITで社会に貢献 社会に役立つ」
を
ことに。働きながらロータス１２３
（表計算ソフト） 掲げ、無計画な計画を3年前からスタートさせた
を開発し、売り込み営業を行うなどコンピュー 川岸氏。5年後は年間15億円の売上げを達成
ターに関わりながらの生活を送ります。
させたいと意欲を覗かせ、念願だった世界進出
に向け事業展開しています。
（中国向けアプリサ
イト、ベトナム・タイでのオフショア開発など。）
社会貢献の一環として、2017年から
「児童養
護施設おお里で就職支援」
にも携わり活躍の場
を広げています。
会社としての将来の夢はよりよいITエンジニ
アを育てられる企業組織を構築して世界に通用
するIT会社を育て上げ、社会経済はもちろん世
3年ほどが経ち、ようやくIT関連の会社で働く の中から必要とされる企業として継続し、社会に
ことになりました。しかし、仕事がない！社長が営 大きな貢献をすることです。
（水野純子 記）
業してこない！仕事がないことを社員のせいに

中山晴喜

川

越 小田明

大宮東 柴田大智

水野美和

埼

葛 松本賢二

東

彩 齊藤壽和

大宮中央 鈴木光義

むさし野 古﨑千穂

北

部 東禎章

埼

北 江田雅之

東

さくら

大森靖之

高橋満広

西

大宮南 加藤早苗
北村政義

部 小池優太

部 島袋輝仁
小川洋一

中

部 矢澤敦臣
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