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を行い経営課題に繋げます。また同友会冊子『人を活かす経
営』を読み合わせし、経営者の在り方にも触れ、労使見解を学
ぶきっかけを作ります。
女性会員も増えている中、同友会活動の家族への理解、地域へ
の貢献を目指し、家族交流型のブロック会イベントも開催し、ブ
ロック会員にワクワク明るい活力を与え、未来を創造する人づく
りと企業づくりの経営を応援するブロック活動を行います。
■Ｇｒｏｗ ｕｐ ブロック
（株）トンカチ 右寺 武志
「成長する（grow up）組織・会社を！」
という意味を込めてGrow up（グローア
ップ）ブロックと名付けました。Grow
up ブロックでは、経営者と従業員の
成長が重要だと考えます。企業が成
長するためには、ビジョン（理念・目標・目的）の明確化。経営者
と従業員の軸（経営指針書・つながり）の強める事が重要です。
この「軸」を強化し、成長する企業を作っていきましょう！
■のんびり ブロック
（株）アンジュブラン 舌間陽子
ブロックの方針も定まらないままス
タートを切った、その名の通りのんび
りブロックです。皆さんに相談したとこ
ろ、やはり一人一人にスポットを当て、
その人をより深く知るのがいいねとの
ご意見を頂戴しそのようになりました。タイプが違う人や今まで
周りにいなかった人とお付き合いすることは大人になるほど難し
いと思います。しかし、その人を知ることで新たな価値観が得ら
れたり、考え方や人の気持ちへの配慮など経営者として、人と
関わっていく以上欠かせない基本的な部分も改めて深めてい
けたらいいな、と思います。
■いつでもどこでも ブロック
（株）キャリアプログレス大石紀子
新体制となり、はや数ヶ月。先輩諸
氏そしてブロックメンバーのお力添
えをいただきながら見様見真似で
はありますが1つずつ同友会ブロッ
ク運営の仕方を学んでおります。役
員を経験してこそ解るであろう同友会の深い繋がりや面白味を
既に感じ始めており、これからの 2 年間がとても楽しみです。い
つでもどこでも「繋がっている」「学ぶ」「教え合う」「楽しめる」をキ
ーワードにして、皆さんに同友会の素晴らしさを感じていただけ
るブロック作りを目指して頑張ってまいりますので宜しくお願い
いたします。

支部長挨拶 貞兼朋記
2017 年度、南支部では、～自社
の経営課題を見つけ、楽しく学び、
自社で実践～をテーマに良い会社、
良い経営者を目指して活動してい
ます。特に景気や情勢に左右され
ない、強い会社へと変革するため
に、①経営指針の成文化と実践。
②付加価値を高め売上アップ。③
労使見解を学ぶ。以上３つを柱に、例会やブロック会で学び合
い、自社に持ち帰って実践することを方針として掲げています。
また、さらに個別の学び合いの場として、次のような勉強会も
行っています。
＜同友塾＞ 毎月１回開催
支部の仲間同士で、経営課題を見つけ、
共有し、解決へのキッカケを探求する勉
強会です。同時に、経営者として、経営
指針の大切さを学び合います。
＜マーケティング講座＞ 毎月１回開催
自社の強みと弱みをはっきりさせ、今後の営業方針や戦略を作
っていく勉強会です。支部の仲間同士で、ＳＷＯＴ分析などを元
に意見交換を重ね学び合います。
＜南なんでも相談室＞ 年４回開催
支部会員の悩みや要望などニーズを集め、その解決を目指す
勉強会です。今更聞けないＩＴの疑問から、一人で経営している
悩みまで、様々な問題を取り上げる勉強会です。
まだ同友会会員でない方（経営者・後継者に限る）、
同友会には、あたなの悩みを解決できる場所が沢山あります。
一緒に成長し、更なる飛躍をしましょう！
まずは、例会・ブロック会でお待ちしています。
支部長 貞兼朋記

ブロック長挨拶
■プロ ブロック
（株）スミリオン 福田裕聡
３つのプロ(プロジェクト・プロフェ
ッショナル・プロポーズ）を軸にブロ
ック会を開催します・・・が、基本は
仲間を知る会が中心で、会中にプ
チ経営課題をみんなで考える会で
す。ブロック仲間の企業訪問を行い、お互いを知って自社経営
にいかし、お互いに成長できるブロックができることを期待して
います。私自身も入会後、様々なブロックや支部そして委員会
に参加し、入会前と比べてよい方向に変わってこれてると思い
ます。一緒に楽しくやっていきましょう^^v
■次世代ワクワク想像 ブロック
ふくろう不動産販売（株） 福添建一
毎月第 2 火曜日 18 時半からを基
本にブロック会を開催しています。
企業訪問を行い、訪問会員の仕
事内容等を題材に、グループ討論
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2017 年 2 月南支部フォーラムレポート
■日時：2 月 21 日（木） 18：00～19：35
■会場：福岡県中小企業振興センター
■テーマ：『南支部フォーラム』
「出会いと成長」～仲間と見つけた“やる気スイッチ”！～とい
うテーマで、各ブロックの2 年間の集大成として、約20分ずつの
報告（出し物？）を行いました。企業連携ブロックは(株)オハナさ
んの会社訪問から仕事に繋がった事例報告。場づくりブロックで
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ずれの議案も承認されました。

は場づくり川柳や会員の一言コメントなどの映像で報告。みなみ
かぜブロックでは企業訪問やブロック会の振返りを面白おかしく
動画とナレーションで報告。Ｂ＆Ｓブロックで 2 年間の振返りを
Body&Soul に関連して映像とナレーションで報告。なでしこブロ
ックではバルーンを使用したイベントと福祉関係の企業から車
椅子を使った体験型イベントを実施しました。

どのブロックも最後にはブロック長の気持ちのこもった挨拶が
あり、充実した 2 年間を感じるとる事ができました。また懇親会で
は、激辛ロシアン餃子に始まり、ワイン当てや、みん大爆笑だっ
た二人羽織など、盛りだくさんで楽しく、あっと言う間に時間が過
ぎました。2 年間の集大成に相応しい充実した南支部フォーラム
でした。

今期、新ブロック長はフレッシュな方が多く、
方針発表では、新たな発想や情熱の高さを感じました。

中山前代表理事の乾杯
歴代支部長のみなさん
後列 左から 濱田、新内、花田、中山
前列 左から 貞兼新支部長 北原前支部長
懇親会は、駅前の竹乃屋で行いました。
ここでは歴代の支部長も集いました。
北原正さんの優しさと厳しさ、面倒見の良さに救われた人は多
いと思います。お疲れさまでした。 倉本明彦

支部長 貞兼朋記

2017 年 4 月総会レポート
■日時：4 月 20 日（木） 18：00～19：35
■会場：福岡県中小企業振興センター
■テーマ：『2017 年度南支部総会』
定期総会なので、議事項目はいつもと同じです。

2017 年 5 月例会レポート

三役

■日時：5 月 23 日（火） 18：30～21：00
■会場：天神ビル
南支部５月例会は、『私の同友会ライフ』というテーマで、サロ
ンヒスイ代表者新内弘子さんと株式会社スミリオン代表取締役福
田裕聡さんに報告して頂きました。

新内弘子氏
福田裕聡氏
南支部のアイドル新内さんの話は仲間の大切さを実感できるも
のでした。また南支部期待の新ブロック長福田さんも色々経験と
苦労をされており、現在同友会活動を積極的にされているという
お話でした。同友会活動を頑張ろうと思える例会だったと思いま
す。
松井竜介

貞兼朋記 新支部長
前支部長の北原正さんが 2016 年度の総括と決算を報告、続い
て、役員選考委員長の花田博道さんが役員推薦報告、その後、
新支部長の貞兼朋記さんが 2017 年度方針と予算報告、をおこ
ないました。会員からは、質問、感想や期待の意見が出され、い
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2017 年 6 月例会レポート

7 月に法人化いたしました。ビジネス・経営についてこれから沢
山の事を学びたいと思っています。

三役

日時：6 月 27 日（火） 18：30～21：00
会場：天神ビル
南支部６月例会
は、『成長する会
社に はワ ケが あ
る！』というテーマ
で、セイワパーク
株式会社の代表取
締役の清家政彦さんに報告して頂きました。
清家さんの話は、『人』の話はもちろんのこと、情報発信の重要
性、地域循環型社会など多岐に渡るもので、清家さんが常に
色々なことを考えて行動されていることが、よくわかりました。清
家さんは『フェーズ』という言葉を何回も使われていましたが、経
営者や会社が置かれている段階、局面を見極めながら、よく考
えて行動すること（実践すること）が会社が成長するために重要
だと気づかされました。
松井竜介

(株)フュージョンモバイル 代表取締役 片山 直樹
本年度より南支部プロブロックの副ブロ
ック長を仰せつかっております。弊社はネ
ット広告や自社管理サイトを通じた販売代
行、見込み客の獲得などネット広告業を中
心に自社システムの販
売、Web アプリの提供などを行っておりま
す。また別法人にて電子タバコ及び関連商品の販売を間もなく
開始する予定です。経営者としては未熟者ですが一歩ずつ前
進していければと思っております。
（株）アドツーリスト 取締役 栗田 敬一朗
今年創立 25 周年を迎えた旅行会社で
す。年中無休の安心感を強みに、法人向
けの出張手配や団体旅行を手掛け、また
インターネットでの格安航空券販売にも力
を入れています。最近では国内外のツア
ー造成にも取り組み、九州の旅行業活性
化を目指しています。経営に関する様々
なことを学びたく、これからどうぞ宜しくお願いします。

2017 年 7 月例会レポート 5 ブロック合同
■日時：7 月 25 日(火) 18：30～
■場所：天神ビル 11 階会議室
■テーマ：なるほど・ザ・経営 ～あなたの覚悟にコミットメント～
北原、前支部長の報告
は、事業承継の話しだけ
でなく、個人差の大きな、
社会保険労務士の集団で
ありながら、標準化と品質
の確保のための、取り組
みのお話しでした。座長
の舌間さんは、いつもと
は違う表情で(*_*;、しっか
りとまとめました。 倉本明彦

ひらいし社会保険労務士事務所 代表者 平石 克彦
皆様ご存じのとおり、経営の三要素は
ヒト・モノ・カネですが、その中でも「人」
こそが事業経営の基盤であり、言い換え
れば、事業において付加価値を産み出
すのは、「人」であるとも言えます。
私は、人事の専門家である社会保険
労務士として、人財の活力向上と事業の持続的な発達のため、
お客様を全力でバックアップいたします。
株式会社サークワイド 代表取締役 藤 俊広（トウ）
インターネット販売専門のショップ【スモー
ルハピネス】を運営しております。事業内
容はオーダーメイドのウェルカムドール衣
装製作やミニチュア制服製作、ウエディン
グドレスや制服をぬいぐるみサイズにリメイ
クして販売しております。
創業８年目、法人化して３期目の会社です。
社業発展のため勉強したいと思い同友会に入会させていただき
ました。今後、たくさんのご指導をいただいて学びたいと思って
おります。よろしくお願いいたします。

各ブロックの活動は下記のＵＲＬからご覧ください
■プロ ブロック
■次世代ワクワク想像 ブロック
■Ｇｒｏｗ ｕｐ ブロック
■のんびり ブロック
■いつでもどこでも ブロック
http://www.fukuoka.doyu.jp/blog06/

新入会員紹介
株式会社 Zephyr Design 代表取締役 寒竹 美佐子
新築からリノベーションまで、戸建住
宅・分譲マンション・店舗等においてより
素敵に、快適に、効率よく活用できるか
を追求した空間の提案・トータルプロデ
ュースを行っています。空間設計、イン
テリアデザイン、コーディネート～施工
業務まで、インテリアに関連する業務全般。また、オリジナルイ
ンテリア商品・商材などの販売。専門学校・大学での講師、各種
講演・研修なども行っています。16 年のフリーランス活動を経て、
福岡県中小企業家同友会・南支部
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行政書士・社労士中村優子法務事務所 代表 中村優子
主に創業・設立から許可申請、人の雇
用に係る届出・助成金申請等、経営者向
けの業務を行っております。
開業当初は「無」からのスタートだったの
で、とにかく実務経験を積むべく奔走し
ていましたが、7 年目を迎え、自分自身
の経営者としての在り方についてじっくり考えてみたいと思うよう
になりました。同友会での学びを自身の経営に活かしていける
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い方に対しても訪問の体制も整えております。各種保険適用も
できております。今後も頑張って事業を進めてまいりますので、
これからも宜しくお願い申し上げます

よう頑張りますので、今後とも宜しくお願いいたします。
（株）エム・エス・ピー 取締役社長 縄田由希子
事業を取巻く環境の変化に対応すべく、
人脈を広げ、知識を深めたいと考えていま
す。弊社は、店舗や企業様の販売促進の
効果的な仕組みつくりのお手伝いをして
おり、デザイン制作、広告全般、販促アプ
リ開発、Ｗｅｂシステム、顧客管理等、お役
に立つことをコレまでに培ってきたノウハウと共に提案をしま
す。

同友塾レポート
■日時：4 月 29 日(土) 18：30０～
■場所：社会保険労務士法人 Commitment
■報告者：庄嶋 善則氏
みなさんと共に成長して
いきましょう(๑>◡<๑)
ゆっくり皆さんで、懇親深
めながら、更に学びたい
ですね〜 福添建一

アディクション 代表 畠山 崇幸
美容室を経営しています。ゲストで参加
させていただいた際みなさん優しく教えて
下さり、たくさんの刺激をいただき、もっと
経営者として勉強をしたく入会しました。
今後ともよろしくお願いします。

第 13 回マーケティング講座レポート
■日時：5 月 30 日(火) 18：30～
■場所：社会保険労務士法人 Commitment
■報告者：富山氏 、野村氏、大石氏
富山先生の熱い講義
と、次元クリエイトの
野村さんの新規事業
展開上の課題を討論。
後半は、キャリアプロ
グレスの戦略構築で
した。
福添建一

オートステージ サクセス 代表 東 征治
当店は、平成３年に開業して
から何とか２６年目を迎える事が
できました。前職も同じ車の販売、
メンテナンスの会社に勤めてい
ましたが、その会社が倒産という
事だったので、自分には学力も
コネも無かったので、とりあえず、同じ職種での開業でした。当
初は不安もありましたが、新車、中古車の販売をメインに、車検・
修理、板金・塗装、各種パーツ取り付け等に加えて保険の上級
資格も取り、保険代理店もはじめ、自動車保険の契約取り扱いを
する事で、お客様のカーライフをフルサポートできる事を目指し
てきて、周りの皆様のおかげで、ここまでこれました。
これから宜しくお願いいたします。

広報情報プロジェクト卒業+結団式
５月１１日、広報
情報プロジェクトの
「卒業&結団式」は、
卒業された井手さ
ん、川村さん、今
回来れなかった、
舌間さん（テレビ会
議参加予定でしたが実現できず…）と、今期の広報情報プロジ
ェクトメンバー、倉本さん福田さん寒竹さん崎田さん貞兼さん、
そして私 楠原で行いました。リーダーの倉本さんの団結式のコ
ールで乾杯が始まり、それぞれの自己紹介をし、今後の「みな
み風」新聞の内容や取り組みについて和気あいあいと、ビール
を片手に時間を忘れ会話が弾みました。今期メンバーで様々な
情報など、新しいコンセプトを展開しながら行っていく事を再確
認し合いました。その後は、皆様のご想像にお任せいたします。
笑
楠原寿恵美

マーベラスセンス 代表 目代久美子
私は人財育成コンサルタントとして企業
研修や講演を行っております。企業が継
続的に利益を確保し、維持・発展し続ける
ためには、そこで働く人の「人財」としての
価値を高め、人が成長し続けることが大切
だと考えます。個人のクオリティーを高くし、
チームで結束し、会社へのロイヤルティー(愛社精神)がある。お
客様がファンになるような、「また会いたい!」と思われる魅力的な
人がいる組織づくりに貢献いたします。どうぞよろしくお願いい
たします。
株式会社 GLITTER 代表取締役 楠原寿恵美
弊社は H28 年１月設立のまだ若い会社
です。主に飲食業及びサービス業を中心
に事業を進めております。私は中洲で 10
年以上勤めサービス業の経験活かしそれ
に伴い、個人経営よりも将来的に多種多様
な事業に取り組むべく法人として設立致し
ました。今年からは、鍼灸マッサージ アンド・ユーの店舗も開店
する運びとなりました。アンド・ユーは通院及び来店に来られな
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編集後記

倉本明彦

◇広報情報Ｐは、ランチミーティングやメッセンジャーを駆使し
て『みなみ風』編集やＨＰ企画を行っています。冬号の編集長
は寒竹、楠原コンビです。ご期待ください！
■同友会・南支部では、行事や活動の写真、記録などを広報誌
や、ホームページで利用させていただくことがあります。御了承
ください。
4

