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先日、2010 年 7 月８日（木）~９日に別府で開催されました、中同協定時総会に参
加してまいりました。
全国事業の参加は、京都で行われた全研を含めて 4 回目の参加でしたが、全国から集ま
られる同友会の会員皆様方とお話すると、自分自身が同友会に入会してどれ位変わった
かを認識できる場となりますし、また、もっと頑張らなくてはという気持ちになります。
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皆様、こんにちは！！納涼実行委員長の光武昌広です。
今年も納涼例会の季節がやってきました。
今回の会場は昨年と同様「筍亭」さんで、8 月 24 日（火）に開催です。
今年の内容は毎年恒例のオールディーズ（クラッパーズ）のライブ。
実行委員、西京支部幹事による焼き肉、焼そば、お好み焼、から揚げ、ポテト、そば、惣菜、
キムチ、漬物の模擬店での提供。ドリンク飲み放題。子供広場でのイベントです。
私自身 4 回目の納涼例会です。西京の納涼例会はこれまでの実行委員としてではなく、
指揮を執る実行委員長としてプレッシャーを感じています。
実行委員会にはたくさんの実行委員の方々に参加していただいておりますので、必ず
満足していただける納涼例会になると思います。
今年の西京支部は京都同友会の会員数で二番目の規模の支部になりました。その名に
恥じない納涼例会になるよう私自身も気合を入れて頑張ります。
皆様、たくさんの御参加のほう宜しくお願いします。
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去る６月２４日木曜日、ＫＰＣ会館におきまして、６月度支部例会が開催されました。
西京支部例会の６月は中小企業憲章の勉強会として当会の代表理事でもあられます井上代表理事に報告者として来て頂
きました。当日は中小企業憲章の勉強会という事でしたが井上社長の会社の経営実践状況と併せて御報告を頂きました。
不動産業界のお話、建築業界のお話など数値的にもご報告いただき、なぜ今中小企業憲章が必要なのかをご報告頂き
ました。中小企業がもっと力をつけて政策提言できるようにならないといけないとも言われました。そのためには地域
にあてにされる企業となってということでした。つまり同友会の３つの目的にもありますが、よい経営者になって、よ
い会社を作って、経営環境を改善しようとありますが、まずはよい経営者に、会社をよくしないといけない。日頃から
言われているとおり、経営指針の作成からはじまって・・・。
前段の二つの目標がかけては経営環境の改善はなされないものだと再確認しました。また確認になりますが、中小企業
憲章が内閣で認められただけであって、政府がすぐ中小企業に対して何かしてくれるわけではありません。あくまで「こ
れからは中小企業の事も考えて行きますよ。」という確認だけです。つまり土俵にのっただけですね。なのであまりあ
てにはできませんし、あてにしたらあきません。
今回報告を聞いて、会内において京都にはまだまだ成功事例となる企業が少なく思います。もっともっと成功事例の
ある企業を増やすことで、会員拡大をはかり、京都の同友会が地域に影響力を持つ団体でないといけませんね。一朝一
夕にはできないことですが、まずは足元から。一社一社が利益を出し続け地域の人材を雇用し、地域にあてにされる企
業になりましょう。
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京都同友会は今年で四十周年を迎えます
1970 年（昭和 45 年）8 月 26 日、18 名の有志によって設立されました。その後、先
輩たちの数々の議論や活動を経て、現在京都府下に 21 の支部を持ち、約 1500 名の中
小企業の経営者が会員として経営の改善と発展を目指して学びあう組織として発展し
てきています。
この 40 年の蓄積を力に、
「この厳しい経済環境を乗り越える企業作りと会作り」をさ
らに進めていきましょう。

記念鼎談 メインテーマ
「京都同友会の原点から今何を学び行動するか」
～創立時の熱い思いを学び、考え、50 周年へ行動する～

今回の記念鼎談には、創立時のメンバーである橋本嘉雄さんをお迎えして、相談役
の上野修氏と現代表理事の井上誠二氏のお三方による鼎談で、戦後の混乱の中から立
ち上がってきたことや、第 1 回中小企業問題全国研究集会（全研）が京都で開催され
たこと、
「五つのスローガン」から「三つの目的」が出来たことなど、現在では当たり
前になっている目的も、いろいろと苦労をされて作られてきたことなど、現在の会員
がしっかり認識しておかなければならないことだと思います。
そして、現在の厳しい経済環境から、いかに立ち直り、今後の 10 年を生き抜いてい
くかというビジョンの提言も含めて三人の鼎談方式で開催されます。
記念の懇親会は場所をグランドプリンスホテルに移して開催されます。
10 年に一度の記念すべき事業なので、出来る限り時間を調整して、懇親会までご参加
ください。
■８月 28 日（土）
■ 記念式典 午後 1 時〜 記念鼎談 2 時 30 分〜
懇親会 6 時 30 分〜
■ 参加費：7,000 円（懇親会費用として）
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初めまして！西京支部に新しく入会しま
した「スナック 月」の山中と申します。
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さて、今回私が参加した分科会報告ですが、
報告テーマ『全員参加型の活動で、活力ある地区づくり』
〜不況下でも会員が減らない組織をめざして〜
というテーマでの支部報告をされました。
この支部は発足されて 9 年の支部で、
報告者さんは支部長さん 歴代三名の報告でした。
三人のお話の中ですごく感じさせていただいたのが、まずこの同友会で自身が学び実
践して、自社を良くされていること、そして会員の皆様にも、同友会で学び自社が良
くなって頂きたいという強い気持ちを感じました。
グループ討論では、リーダーとしての強い思いが大切なこと、思いを人に伝えるた
めには、自分自身の姿勢を変えなければ伝わらないこと、そして同友会で学んだこと
を実践する行動力が必要だということを改めて感じさせていただきました。
今回も本当に、すごく良い勉強になりました。
会員の皆様もまた機会がありましたら、ぜったい良い場となると思いますのでご参
加のほう宜しくお願いいたします。

京都中小
企業家同友会
創立 40 周年
記念事業
参加のお願い

今年、北村代表理事と野田副代表理事からお誘いを受け、
西大路四条下が
る
同友会に入らせて頂きました新人です。
一筋目西入ル（
細い路地）
50ｍの三階
西院に約 10 坪の小さなお店を経営しております。
お店を初めてまだ５年と半年ですが、
様々な素晴らしい方と出会えるお仕事で、日々勉強中の毎日です。
なかなか例会等に出席出来ないので、本当に申し訳なく思っております。
配布頂く同友会新聞は必ず目を通しています。会員の皆さんの前向きな活動や活躍に
「原点回帰、自分もしっかり初心を忘れることなく」を思い返させていただいてます。
まだまだ初心者ですが、どうぞよろしくお願い致します。

支部例会
年間
スケジュール

2010 年 7 月現在

昼食例会

第 3 水曜日開催予定

支部例会

第 4 木曜日開催予定（月によっては日にち変更有）

※

各例会の内容は毎月の同友京都で確認してください。

8 月 24 日 支部納涼例会

9 月 15 日 昼食例会

サマーフェスタイン ・ 西京
時間：6：00 ～ 会場：筍亭さん
大人 3,500 円 子供 1,500 円（小中学生）

時間：12：00 ～ 会場：有喜屋本店
絳宮鍼灸院 谷口 佳美氏
佐伯司法書士事務所 佐伯 由香里氏

9 月 29 日 支部例会

10 月 20 日 昼食例会

時間：6：30 ～ 会場：工業会館
代表理事 ㈱やまざき 北村 卓也氏
企業変革支援プログラムＳＴＥＰ１勉強会

時間：12：00 ～ 会場：工業会館
㈱清水漬物商会 竹林 敦史氏
㈱平松住宅 平松 敏克氏

10 月 29 日 北・西地域合同例会

11 月 11 日 昼食例会

11 月 25 日 支部例会

時間：12：00 ～ 会場：工業会館
㈲サンプロダクツ 鈴木 明日子氏
京都経営社労士事務所 白波瀬 隼人氏

12 月 支部望年例会

2 月 16 日 昼食例会

1 月 京都同友会新春例会
2 月 西地域会合同例会
3 月 西京支部総会

時間：12：00 ～ 会場：有喜屋本店
「うち、こんな事してます！」

バックアップ例会の予定
亀岡： 9月 9日 乙訓：11月8日
右京：11月24日 下京： 未定
内容 ・ 詳細については未定

