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最初に、今年７月に行かれたニューヨーク視察を通して
流通業界から見る社会状況を話された。4 年前に行ったと
きに比べ、あまり変化は無く、むしろ日本のほうが進んでい
る感じがしたという。日本の流通業界における消費額は昨
年割れが 36 ヶ月続いており、同社も平成１１年から 13 年の
1 年半の間、
4 店舗開店
し、3 店舗閉
店するという
きびしい状
況である。こ
の よ う な とき
は重要項目
＜ハーヴェストクラブ鬼怒川にて＞

ケータリングサービスおり原

8 月 25・26 日（土・日）
ハーヴェストクラブ鬼怒川
㈱文化堂 代表取締役 後藤せき子氏
15 名

を 1 点に絞り、明確に指示を出すという事が重要。同社で
は、客数を増やすと言う方針を出し週ごとにデータを出
し、各店舗に落とし込み、17 店舗で 2000 人の増客に成
功。これは約１店舗増店したことに値する。又、100
項目の公式点検を作成し、年４回評価しチャレンジシート
に落とし込むシステムを採用。常に従業員一人一人の実
力をあげ、業界の A クラスまで育てる。勝組みとなる為に
は、大きな柱・ものさしが大事である。ものさしとしては、税
前利益３％。サービス分野では、１人あたりの利益 100 万、
製造分野では 200 万を目標とする。競合業界において A
クラスといえる見本の企業を作る事が大事である。
北支部

久しぶりに女性の会への出
席をいたしました。皆様があ
まりに元気で圧倒され言葉も
ありません。そしてどの方も
個性が強いですね。その強烈
な個性でこの世の荒波を乗り
越えて元気に人生を楽しんで
いらっしゃる羨ましい限りで
す。私も頑張らなくては・・・波乱万丈、順風満帆、
相反する言葉ですがその方の捉え方ひとつで肯定にも
なるし否定にもなります。波乱を楽しんで帆を進めて
ご自分の栄養にする、本当に勉強になりました。働く
女性は甘えが無く耐えられる、そして潔癖、良い事ず
くめで特に女性部の方々はその上、前進前進、また前
進、私そういう方がだ〜い好きです。
日本の政治も女性がやったら上手く行くのではない
かと思います。誉めすぎですか？これからは、どんど
ん出席して皆様の上質なエキスをたっぷり戴こうと考
えております。これからも宜しくお願い致します。
目黒支部

開催日
場 所
報告者
参加数

●女性部部長・森 裕子 hmori@8080.co.jp

織原瑞穂

丸八土建工業㈱

五嶋八重子

初日の㈱文化堂代表取締役
の後藤せき子氏の長年経営に
携わった実績を元にした体験
談と今後勝ち組みに残る為の
自己変革、数字を明らかにし
ての報告は素晴らしく、深い
感動を覚えました。又その反
面自分への甘さに気づき再度
襟を正して、自己変革からと新たな気持ちになりました。
２日目の「女性部のあり方」と題して討議は、女性
部の必要性と女性部への熱い想いが語られ心に響きま
した。女性の誠実、そして行動力はこれからの経営者
に求められる一つではないでしょうか？企業人として
GO クラブで勉強をしている皆様が光り輝いて見え、
現代の女性そのものに見えました。企業における女性
の必要性を認識し、あらゆる社会に対応できるよう自
己研磨の場としての女性部発足の為に、私はこれから
力を注がなければと熱く熱く思い帰路に着きました。
東京同友会女性部の皆様有難う御座いました。
栃木同友会

松本畳工業㈱

今井キヨ

山 梨
開催日
講 師
参加数

９月９日、女性部恒例のバスハイクが行わ
れた。行先は初秋の山梨県、台風十五号の
接近もあり空模様は危ぶまれたが、２０名の参
加者が揃い定刻通り出発した。五嶋例会委員
長から当日の講師、阿部敏夫氏（練馬支部長）と添乗員役
の平田大海氏（豊島支部）の紹介があり続いて森部長の挨
拶があった。織原さん（目黒支部/ケータリングサービスおり
原）より朝食用にとお弁当が
振舞われ和やかな雰囲気
の中、阿部氏より武田信玄
と武田二十四将といわれる
幹部達、そしてライバルとし
て名高い上杉謙信との関係
について時代背景を交えて
解説して頂いた｡笹子トンネ
＜ お抹茶で一服 ＞

女性から
混浴最高!!ミンナデハイレバコワクナイ!!
混浴の入り方と出るタイミングは絶妙！
（のぼせないないように）
バスタオルの使い方が実に色っぽいの
です（高木さんにご教授受けてネ）

温 泉 は 色 々 な 効 用 があ るらし い
が、この温泉は特に「目」にいい
らしい。いい景色が実にはっきり
見えたね。
これからバスハイクの案内には、
「混浴かどうか」をはっきりと載
せて下さいヨ。
＜中央区支部 村井 泰＞

う〜ん紳士であることの難しさを痛感したね。
＜練馬支部 阿部 敏夫＞

開催日
講 師
場 所
参加数

平成 13 年 6 月 9 日(土)
㈱リヴル総研 奥村 繁子氏
㈱ハチオウ会議室
15 名

歴史・精進料理・露天風呂（混浴?!）
平成１３年９月９日
スタビライザー㈱ 阿部 敏夫 氏
２０名

ルを抜け今度は平田氏より郷
土史的見地からの解説を受け
つつ武田家滅亡の地、景徳院
を見学した。
続いて放光寺へ、萩の花が
見事に咲く参道を進み住職の
案内で境内にある国宝の仏像を拝観した後、同寺の有名
な精進料理を昼食に頂き堪能した。放光寺を後に笛吹川
沿いを上り山峡の宿「山県館」で入浴、心身ともにリラックス
し、ひと味違った裸の付合いを楽しんだ。
帰路は日本一のワイン倉庫へ立ち寄り赤・白・ロゼとテｨ
スティングを楽しみお土産を求めて一路東京へ。今回も歴
史探訪、精進料理、露天風呂に程良いアルコール付きと
いう盛り沢山なバスハイクで充実した楽しい一日だった。
大田支部

三喜屋商事㈱

守屋

慶子

「温泉に入っている方々の安全を目
視にて確認する」という事が添乗員７
箇条にあり、正にそれは私の任務であ
ります。
本日もしっかり任務を遂行致しまし
た。「女性部は、豊かな人生を過ごし
てこられた美しい方ばかり」という事
をご報告致します。
＜豊島支部 平田 大海＞

実に景色がよかったネ〜今度の
幹事会で「いっしょにお風呂に
入ったネ！〇〇さん」と声掛け
ちゃおうかなぁ〜。
＜新宿支部 小池 吾朗＞

同湯会はあくまで「健全な会」である事を補足説
明いたします。次回も是非ご期待ください。
森

「助成金が勉強したい！」という会員の声に即座に答え、急き
ょ勉強会を開催。助成金では数々の実績を持つ女性部の奥村氏
を招き、少人数でじっくりと学びました。当日は奥村氏の友人
である女優の磯村みどりさんも飛び入り参加、女優業の裏話も
伺うことが出来き、思わぬオマケつきのミニミニ勉強会です。
これからもその都度時代に合ったテーマでスピーディーに開
催して行きたいと思います。

有限会社 喜田家
代表取締役 田口恵美子
和菓子・洋菓子製造販売業
住所 足立区千住元町 6−12
TEL
03−3881−3313

“千住のお菓子作り”地元密着型で年商 10 億円目指す
(有)喜田家は、足立区千住を中心に８店舗の和菓子、
洋菓子製造販売店を営み創業３５年になる。あくまで
地元に愛されるお菓子作りに拘り、工場と店を日に何
往復もし「出来たてを売る」のがモットーだ。
「味は妥
協しない」という社長。全国を行脚し研究開発を怠ら
ない。常時約９０種類の商品が店舗に並ぶという。早
口で言葉がポンポンと飛び出す。小気味よい。実に豪
快である。様々な手法で経営を学んでいらしたが、結
局自分流でいいことに行き着いた。その経営にかける
思いは、①売り切ることが楽しい②地元でよい店であ
ること③わくわくするお店④あこがれの生活を提供す
る店であることである。社員教育は、社長よりＦＡＸ
回覧版を配信。社長の思いや問題点を投げ掛ける。そ

れに対して従業員は個々に返信する。あえて管理部門
を置かないのが田口流、指示は直接出す。工場と５店
舗を案内して頂いたが、従業員の方は、感じが良く気
配りが行き届き、社長の思いが末端まで行き届いてい
る感じがした。そして、どのお店も明るく活気があり
沢山のお客で賑わっている。
会う人を元気にさせてしまう社長の周りには多くの
協力者がいる。そのファンの方々より良い情報の提供
を受け自分流の経営に活かしている。これからは洋菓
子部門で大きな挑戦をしていくということ。この経済
不況の環境で、売上を伸ばしている元気企業だった。
訪問者：森 部長・越川・下田
文 責：編集委員 下田 博子
＜イラスト・秋のお勧め 花びら餅＞

田口

恵美子さんからの 返信

私のところのような１人でバタバタ回
している会社へお尋ね下さいまして恐縮
してしまいました。同友会は会社の規模
は問わず平等で、本音でお互いが学び会
えることが特徴だと思います。私は出会
った方々に刺激を受け新しいアイデアや
思考の転換、変化を受けています。心か

ら自分でも驚いています。
女性部には、輝いて活躍している方々
が沢山いらっしゃるのにそれに気づかず
出会いを逃してしまいました。これから、
本音が特性の女性のための部会を私の成
長の第一歩の足がかりとして行きたいと
思います。

＜ 田口

恵美子さん ＞

― 全国１９同友会４６名参加過去最高を記録 ―
８月６日「かんぽヘルスプラザ東京」にて中同協女
性部連絡会が盛大に開催された。初めに１０月に長野
で開催される「第９回全国女性部交流会」の内容及び
準備状況に関しての報告があり、各地区より参加目標
数が宣言され、全国の女性部が集結して会を盛り上げ
ようとする熱い思いが伝わってくるようだった。
次に「女性部の活性化に向けた取り組み」というテ
ーマで、広島同友会女性部担当理事上野氏から事例報
告があった。活性化のキーポイント：①部長の任期２
年、幹事の世代交代（会暦の浅い人含む）で新しい発
想を取り入れ、マンネリ化を防ぐ、古い幹事は相談役
として新組織の援護はするがクレームは出さない。幹
事会の活性化が会の活性化を実現させる②同友会の原
点に立ち返り時代にあった経営を学ぶ例会を企画③会

員訪問で親睦を図る。全
国各支部でも活性化に関
しては関心が高く、どこ
も試行錯誤している中、
＜ 広島同友会 上野 氏 ＞
見事に活性化する仕組み
を作られ実現し、会員増強において成果をだされている
報告に感銘した。女性経営者は、柔軟性が高く、決めた
らやる事が速い。グループ討論の報告からも、初心に返
り経営を学ぶ姿勢で女性部活動を行うことが挙げられ、
女性の社会進出の向上と厳しい経済事情に対応する女
性の意識の高さを痛感した。
二次会は、大手町の「イタリアンレストラン ラ パオ」
で行われ、約半数の人が参加し更に親睦を深め、
「次は
長野で会いましょう！」と呼びかけあい終了した。
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株式会社 サン・ダイアル
代表取締役社長 村松 誠 氏
住所 新宿区築地町 5 神楽坂テクノス
TEL
03−3268−4701

10.1 金融シンポジウム Part3
中小企業手作り映画「みあげてごらん」総合ディレクター
＜ 村松

パワフルで、よく響く声、明快なテンポでどんどん
お人柄に惹きつけられる。２７歳で創業以来、５年ご
との目標を明示し、すべて達成されてきたという。そ
の実績が物語るだけに、思わず人生哲学を伺ってみた
くなった。会社名サン・ダイアルは日時計を意味し、
常に太陽を指し示し、人の知恵をビジネスの根幹に据
えられる会社をめざしているという。人を育てる事が
好きだとおっしゃるまなざしは温かいが、思わずハッ
とさせられる言葉が続く。
「隣の人を好きになって下さ
い」「いやなことを言われたら感謝して下さい」「当た
り前のことをして下さい」
「リーダーは必要だが命令者
はいらない」など、ゆるぎない信念が伝わってくる。
実際の職場を案内していただき、その考えが浸透して
いると実感した。社員の皆さん全員の挨拶の仕方であ
る。実に心地よい笑顔とさわやかな挨拶に、そこに働

く喜びが伝わってきた。９月からは、後継者となるお嬢
様も加わり、益々発展されるにちがいないと感じた。そ
んな村松社長の一番の楽しみを伺った。さぞや浅黒く日
焼けをなさったお顔からの推測とは見事にはずれ、熱海
のマンションで、２歳をすぎたばかりのお孫さん中心に
過ごす休暇が一番とのお答えだった。その笑顔は、すっ
かり村松ファンになってしまった私には、少々、お孫さ
んに妬ける気持ちにさせられるほど、今回の取材の中
で、とびっきり嬉しそうな表情だった。
★ 女性部からの映画出演者
＜ 編集委員 小林 恵美子 ＞
主人公 妻
櫻井 道子（新宿支部）
居酒屋大女将 石川 サト（新宿支部）
居酒屋女将
島村 艶子（大田支部）
お千代さん
長山 千代（品川支部）
主 婦
五嶋 八重子（北支部）
主 婦
武笠 邦子（大田支部）
生意気なエリート社員／主婦２役 栗田 美登（中央区支部）

大田支部 ぎゃらりー木村
代表
木村登美子
〒146‑0095
東京都大田区多摩川1−3‑17
tel 03−3759−6039
fax 03−3759−5886
歯科医院経営･マンション経営
美術品商･氏家病院監事
港支部
㈲パワー・アイ
代表取締役 佐々木富美子
〒103‑0003
東京都中央区日本橋横山町7−17
オフィイス日本橋703
tel 03−5614−7705
fax 03−5614−7706
教育研修の企画・実施
足立支部 アズイズ
代表
佐久間育子
〒121‑0057
東京都足立区神明南1−8−10
tel 03−5613−5771
fax 03−5613−5772
ビジネス文書を中心とした
メール翻訳サービス名称「英語ＳＯＳ」

女性部・新入会員さん 紹介
足立支部
㈱アルテ
代表取締役
仁科江里子
〒１０１−００３２
東京都千代田区岩本町3−9−13
岩本町日光共同ビル6F
tel 03−5820−3671
fax 03−5820−3568
オフィス・店舗デザイン・設計施工
墨田支部
㈱アンサンブル
代表取締役
蛭子屋朋子
〒106‑0032
東京都港区六本木6−8−29
206・207
tel 03−5775−2575
fax 03−5775−2576
人財・組織開発コンサルティング業務
経営課題イベントリー・
企業文化変革アドバイス・コーチング
各種研修の企画・実施

今回から DTP 作業を㈱トミナガさん（文京支部）
にお願い致しました。当委員会の要望以上の結果を常
にご提供してくださるプロとしての姿勢に感銘致しま
した。冨永副社長様、担当の小泉さん、大変お世話に
なりました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
ニュース制作協力会社

誠 氏 ＞

委員長
委 員

文京支部
品川支部
江戸川支部
板橋支部
葛飾支部
中央区支部
江東支部

プレジャー㈱
㈱池田
北企画㈱
㈱喜芳園
㈱キョーコロ
オフィスエンカレッジ
㈲パールジュエリー美登里

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 3-38-3 Tel 03-3803-1321 Fax
事業内容／DTP 制作・デジタルコンテンツ制作・デジタル印刷

越川
池田
大野
下田
服部
小林
山際

洋子
久子
良子
博子
和子
恵美子
美登里

03-3801-5114

