
第28回　全大阪経営研究集会 ［参加申込書］

開会、全体会
基調講演（90分）

全大阪経営研究集会の意義
  1. 大阪の中小企業を元気にする場
  2. 1年に一度、支部・ブロックの垣根を越えて大阪同友会、
  　 会員の交流を広げる場
  3. 会員自らが作り上げる学びと気づきの集大成の場

タイムスケジュール

大阪府中小企業家同友会
〒540-0011 大阪市中央区農人橋2丁目-1-30 谷町八木ビル4F
https://www.osaka.doyu.jp

06-6941-8352
T E L

FA X
06-6944-1251

1981年埼玉県生まれ。慶應義塾大学総合政
策学部卒業。ワシントンの国際機関でのイン
ターンを経てバングラデシュBRAC大学院開
発学部修士課程に留学。現地での2年間の滞
在中、日本大手商社のダッカ事務所にて研修
生を勤めながら夜間の大学院に通う。2年後
帰国し「途上国から世界に通用するブランドを
つくる」をミッションとして株式会社マザーハ
ウスを設立。現在バングラデシュ、ネパール、
インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの
自社工場・提携工房でジュート（麻）やレザー
のバッグ、ストール、ジュエリー、アパレルのデ
ザイン・生産を行う。日本国内35店舗、そして
台湾6店舗、香港2店舗、シンガポール2店舗
で販売を展開（2020年7月時点）。Young 
Global Leader (YGL) 2008選出。ハーバー
ドビジネススクールクラブ・オブ・ジャパン ア
ントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2012受賞。

代表取締役社長 山口 絵理子 氏
株式会社マザーハウス

大阪府中小企業家同友会

1年で1番いい1日

11/11（水）
参加費 1,000円

14：00開会
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第1部 基調講演 14:15~

“「大事に使うわね」…このバッグでこの人とバングラデ
シュが繋がった…この何かが「生まれた感覚」をもっとたく
さんの人と感じたい、そう強く思った1日だった。”
（山口絵里子著『裸でも生きる』より）
思い立ったが吉日！最貧国と言われたバングラデシュに飛
び込み、現実を知り、「何かを変えるために」現場を知り、自
ら作り、持ち帰り、そして見知らぬ人に「初めて」買っても
らったバッグ。今や世間を席巻している「マザーハウス」ブ
ランド。その「いつでも順序が逆だった」山口社長のお話。
私たち「企業家」として何か忘れてしまっていませんか？
「起業」の時の気持ちを忘れていませんか？あの時の思い
は？少しだけでも、そのエネルギーを取り戻してみません
か？遅くはないはず。そう思える時こそ「一番いい1日」！

お申し込みは「e.doyu」または、下記の申込書にご記入の上、FAX（06-6941-8352）でお送りください。

14：00～
14：15～

分科会
終了

16：00～
19：00

企画から当日の運営まで、企業家自身の手作りで
おこなわれる自主的な集まりの場です。
時代を拓く第一歩のために、ぜひご参加ください。

■  実行委員長あいさつ
2月に実行委員会が立ち上がった矢先に、新型コロナウィルスが蔓延し始めました。
終わりの見えない不安の中、今までにない困難な運営ではありますが、実行委員が
一丸になっての取り組みで着々と準備が進んできました。まずは、実行委員100名
体制を目指し（7月15日時点65名）大阪のシンボルである通天閣が緑色でライト
アップされることを祈りつつ、「大阪の中小企業を元気にする場」を作っていきます。
～皆さんの参加をお待ちしています。～

代表取締役
寺本 智恵子 氏
（大阪府中小企業家同友会：阪神支部）

株式会社
ぜんGIFT ENTERPRISE

　

※お申し込みは同友会事務所までお願いいたします。
※分科会は先着順です。ご希望多数の場合は第2希望の分科会にご参加いただくこともありますのでご了承ください。
※本登録内容は行事設営のために大阪同友会の管理のもとに参加者名簿に活用し、それ以外に使用することはありません。
※本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やインターネット上で公開させていただくことがあります。
　参加者の皆さんの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら同友会事務所までご連絡ください。
※参加費の請求については、参加受付後に請求書を送らせていただきますので、ご確認のほどお願いいたします。

　

https://osaka.e-doyu.jp/

組織活動支援システム

第1希望 第2希望
希望分科会

役　職
会社名 支　部TEL参加者名
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会外のゲスト参加も大歓迎です。中小企
業経営者の方、個人事業主の方、経営幹
部の方、後継者の方etc.のご参加お待
ちしております。

2020年

9月11日改訂

WEB
（Zoom）

コロナウイルス感染拡大防止対策により
WEB（Zoom）開催に
変更となりました。
※ZoomのURL、ID、パスワードはお申し込み者へ
　追ってお知らせいたします。

開催に変更



○創業：2016年11月 ○資本金：3,000万円 ○年商：
5,000万円 ○社員数：正社員４名・パート３名 ○会社所
在地：三重県伊勢市楠部町510-86 ○事業内容：三重
県を中心とした着地型企画の造成・販売及びコンシェル
ジュサービス・観光事業者への営業サポート及びコンサ
ルタント業務・訪日事業を通じた地域への支援事業

富山県生まれでメガバンクの伊勢支店長を経験された西田さんが、企業
にヘッドハントされて、できたのが現在の会社です。「伊勢志摩を外国人に
認められる場所に」を志に地域資源の掘りおこしのため活躍中。
お客様の目線に立ち、地域に眠る資源に光を当てて地域の当たり前を商
品化されています。地域との連携と活性化、自社の強みや魅力について考
えることのできる報告です。自社に眠る資産に気づく旅を一緒に体験しま
せんか。

代表取締役社長 西田 宏治 氏
株式会社伊勢志摩ツーリズム

地域発信・戦略
カテゴリー

第8分科会

当たり前から生み出す新しい試み
ワーケーションってご存知ですか

○創業：1951年7月 ○資本金：1,000万円 ○年商：
8,000万円 ○社員数：5名 ○会社所在地：吹田市垂水
町2-36-29 ○事業内容：食品製造販売 ○入会年：
2013年5月

国籍・貧困・性別・引きこもり・LGBTQ、そして障害。織田さんは社会の問
題を本気で考え取り組みます。彼らの能力を見極めて雇用をスタートしま
した。個人のパフォーマンスを高める仕組みと数値化された生産性。そし
て一線を画した事業領域。味噌汁にこだわりを持つ社員とのエピソードに
心が温まります。今までの思考が変わる経営報告と未来について皆さんと
考える分科会です。（ソーシャルビジネスモデル大賞受賞）

代表取締役 織田 和男 氏
（大阪府中小企業家同友会：吹田支部）
社員さんとのリレー報告

株式会社新・栄

雇用・社員教育
カテゴリー

第7分科会

これからのソーシャルビジネスモデル
“みそしる”×“想い”×“数字”のおはなし
リーダーとしての本質とは！！

○創業：1975年7月 ○資本金：1,000万円 ○年商：4億
3,000万円 ○社員数：32名 ○会社所在地：千葉県大網
白里市みやこ野２-３-１ ○事業内容：不動産の維持管
理・売買・賃貸借仲介 ○入会年：2000年

千葉県外房にある大里綜合管理は、地域活動を大変熱心にされている会
社です。300近いプロジェクトが進行し、大勢を巻き込んだ活動をしており
ます。地域活動が注目されがちですが、野老真理子氏の話を伺っている
と、本質が何か別のところにあると気づかされます。活動を通じ、顧客に喜
ばれ、社員満足度が高く、黒字経営が継続できているのです。この報告に
より、企業の存在意義とは何なのかを、根本から考える機会になればと存
じます。

代表取締役会長 野老 真理子 氏
（千葉県中小企業家同友会）

大里綜合管理株式会社

元気印・名物社長
カテゴリー

第4分科会

企業の存在意義を考える
成功体験の積み重ねが社会を動かす

ところ

○創業：1964年12月 ○資本金：1,500万円 ○年商：3
億4,000万円(令和2年度) ○社員数：正社員28名パー
ト2名 ○会社所在地：奈良県大和郡山市今国府町690
番地 ○事業内容：一般貨物自動車運送事業(食品・木
材・雑貨等) エコカワバタ(機密書類溶解処理取次) ア
ンジュ引越しセンター(高齢者さん対象引越し・整理収
納アドバイス) コインランドリー ○入会年：2004年

トラックの運転はできなくても、運送会社の社長を父から引き継いだ川端
さん。経営者として必要なことは全て同友会で学んだといいます。悪戦苦
闘しながらも、自分のこだわりを見つけ、また目標に掲げてきたことも達
成できました。そんな川端さんは、今度は自社で10年共に働いてきた息
子に事業承継をしようとしています。事業はもちろんですが、経営者として
何を引き継ぐのかを皆さんと共に考えます。

代表取締役 川端 章代 氏
（奈良県中小企業家同友会:代表理事）

川端運輸株式会社

事業承継
カテゴリー

第3分科会

5％の可能性をつなぐ
背負って逃げなければ社風が変わる

コロナにより社会生活は大きな変化を余儀なくされました。世界に目を向
けると、米国と中国の対立は激しくなり、日本の国際的立ち位置も見直し
が必要。行き過ぎたグローバリズムによる産業空洞化がもたらしたお金に
支配される社会は「若者が未来に希望を持ちにくい社会である」と言われ
ています。コロナ問題をきっかけにして社会情勢、経営環境が大きく変わ
りゆく中で人を幸せにする社会、会社とは何か？
中小企業家に求められる役割を一緒に学び考えます。

准教授 柴山 桂太 氏

京都大学 大学院
人間・環境学研究科

情勢分析
カテゴリー

第2分科会

ポストコロナ、そして変わりゆく世界に
大変革の時代に中小企業家として大切なものとは？

1974年生まれ。1997年 京都大学経済学部卒業。
2002年滋賀大学経済学部講師就任。2007年同大学
准教授就任。2015年京都大学大学院人間・環境学研究
科准教授就任。

２０１５年国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、大
企業だけでなく中小企業も取り組みが進んでいます。ＳＤＧｓについて知っ
てもらうと共に、大阪同友会会員が自社で取り組んでいる活動（エコアク
ション２１への取り組み、太陽光発電、省エネ、地域活動など）や、活動の
きっかけ、どうやって社員を巻き込んで社内で取り組んできたのかについ
て報告してもらいます。

専務取締役 西岡 洋子 氏
西岡化建株式会社

専務取締役 原田 直美 氏
株式会社Re-fa

代表社員 赤津 加奈美 氏
　　赤津法律事務所

ＳＤＧｓ・環境経営
カテゴリー

第6分科会

わが社のＳＤＧｓ発見！！
あなたにもできる！ 環境経営！

報告者１（三島支部） 報告者2（西成住之江支部） コーディネーター（北第三支部）

弁護士
法　人

○創業：2007年 ○資本金：30万円 ○年商：3億6,000
万円 ○社員数：40名（パート・アルバイト含む） ○会社
所在地：埼玉県所沢市亀ケ谷60-1 ○事業内容：足場架
設リース業・リフォーム事業 ○入会年：2016年

ミュージシャンになるつもりが結婚、子供も生まれ家族を守るため足場組
みの仕事へ。いきなり社員を雇用。すぐに気づきました。組織化しないと
未来はない。のれん分けで完全独立を果たすが選んだ土地は最激戦区の
埼玉、所沢。それでも毎年増収。今や社員は40名。
根拠がなくても一歩前に踏み出す元気。ワケ有り社員も多いけどエリート
に勝つ会社を絶対に作ります。これが社員と私の夢ですから。43歳、若き
会長が全てを語ります。

代表取締役会長 星山 忠俊 氏
（埼玉中小企業家同友会：西部地区）

株式会社Saaave

元気企業・若手経営者
カテゴリー

第5分科会

やるしかなかった！根拠？ありませんよ！！
雇用して気づいた経営者の責任　同友会での学びと実践

事業規模の垣根を越えて、みんなでこれからの対コロナ経営を考える分
科会です。「過去の危機を中小企業家達はどう乗り越えてきたのか？」「い
まコロナ禍にどう立ち向かおうとしているのか？」これらについて過去およ
び今の事例を中同協・政策広報局長から伺います。それを受けて「私たち
自身が殻を破り、同友会らしさを活かしてどう立ち向うのか？」をパネリス
ト同士の魂のディスカッションで深めてこれからの未来を展望します。

同友会運動と自社経営は不離一体
カテゴリー

第1分科会

一歩前へ踏み出せ！これからの対コロナ経営
同友会という最強のジョーカーを手に難局へ立ち向かう

中小企業家同友会
全国協議会
政策広報局長
平田 美穂 氏

パネラー

株式会社
仁張工作所
代表取締役
仁張 正之 氏

パネラー
（東大阪第二支部）

株式会社
MDCファクトリー
代表取締役
中西 美和 氏

パネラー
（中央南支部）

株式会社
三天被服
代表取締役
東谷 麗子 氏

パネラー
（さかい浜支部）

株式会社
山田製作所
代表取締役会長
山田 茂 氏

コーディネーター
（大東四條畷支部）

第2部 分科会
この中より、分科会を一つ選んでご参加いただけます。

16:00~

行くぞ!  やるぞ!  本気だせ大阪!! 第28回  全大阪経営研究集会　2020年11月11日
� タイムスケジュール

第1部 14：00～
開会、全体会

第2部 16：00～
分科会

14：15～
基調講演（90分）

15：45
終了

19：00
終了

大阪府中小企業家同友会

1○創業：1964年 ○社員数：93名 ○事業内容：精密板金加工 ○入会年：1993年
2○創業：2002年 ○社員数：2名 ○事業内容：地域志向の神社挙式＆イベント企画 ○入会年：2010年
3○創業：2015年 ○社員数：3名 ○事業内容：女性専用作業服の企画・製造・販売 ○入会年：2002年
4○創業：1959年 ○社員数：18名 ○事業内容：製缶板金加工、産業用機械製造 ○入会年：1999年

1 2 3 4

1○創業：1975年 ○事業内容：一般建設業（防水工事・塗装工事・内装仕上げ工事・建築工事） ○入会年：1993年
2○創業：2008年 ○事業内容：椅子ソファの張り替え・別注ソファの製造・家具工事 ○入会年：2014年
3○創業：1997年 ○事業内容：弁護士業 ○入会年：1990年

1 2 3


