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 宿泊プラン 大和秘話★ミステリア

奈良ロイヤルホテル（奈良同友会会員）
奈良市法華寺町254-1　 
☎ 0742-34-1131
シングル 7,400円 申込番号A-1

ツイン 6,800円 申込番号A-2

※宿泊料金／お一人様一泊朝食付き（税・サービス料込）。
※前泊・後泊も空室があれば対応可能です。
※禁煙・喫煙はご希望にお応えできない場合があります。

日　時 2014年9月18日（木）13:00 開会～ 19日（金）12:00 閉会
 ※ 1日目（９月18日）は各分科会会場に分かれての受付となります。

会　場 《近鉄奈良エリア》奈良県新公会堂、東大寺ミュージアム、奈良県文化会館、奈良商工会議所会館、奈良県経済会館
 《JR 奈良エリア》ホテル日航奈良
 《新大宮エリア》奈良ロイヤルホテル　　※懇親会会場は奈良ロイヤルホテル、全体会会場は奈良県新公会堂です。

12:00 受付開始（各分科会会場） 8:00 受付開始（奈良県新公会堂）
9:00 全体会開会
10:00 記念講演
12:00 閉会
 オプショナルツアー

13:00 分科会開会 
18:00 分科会終了　懇親会会場へ移動 
19:30 懇親会開会 
21:00 懇親会終了 

1日目
9月18日
（木）

2日目
9月19日
（金）

 

いにしえの都の超レアスポットをご案内致します。
古代の聖地（パワースポット）にて
　①ミステリーの矢　②ロマンの矢
　③スピリチュアルの矢
があなたの心を射抜きます！

奈良県民もビックリ！レア度120％のミステリーツアー！奈良県民もビックリ！レア度120％のミステリーツアー！
◆定員　25名
　（最少催行人数　20名）
◆参加費　7,000円税込
（バス+昼食+参拝費+豪
華お福掛け＋お抹茶お菓子
他全て込！）

◆キャンセル期限
　2014年９月４日（木）

夜明け前の
社長に
3本の矢！！！

【行程】　9月19日（金）全体会終了後、会場よりバス乗車
12：15　奈良時代「平城の都」より古墳時代「いにしえの都ヤマト」へ。
→　古墳にコーフン＆衝撃の「ヒミコミクス」　→　昼食は名物「三輪そうめん」を堪能♪
→　日本最古の神社「大神神社」にて拝殿から御神体の三輪山に向かって一斉参拝。
→　日本３大文殊「安倍文殊院」にて国宝見学し、お抹茶とお菓子でホッとひと息。
→　大化の改新「談山神社」をめぐり、驚き・感動・発見＆ご利益をお持ち帰りいただきます。
→　明日香地方をドライブしながら帰路へ
→　17：10　近鉄大和八木駅　解散（大阪難波行特急　17：22 発　京都行特急　17：25 発）

参 加 費　20,000円（宿泊費別） 参加申込　所属の同友会事務局へお申し込みください。 申込締切　9月 4日（木）
※9月5日（金）以降のキャンセルは、参加費・オプショナルツアー参加費とも全額をご負担いただきます。　※宿泊費もキャンセル料を申し受けますのでご注意ください。
※車いす等のご利用で必要な設備がおありの方は、所属同友会にご相談ください。　

青年経営者全国交流会
和を以て貴しと為す 奈良青年経営者よ 和の精神を以て 次の歴史の創造者たれ

　法隆寺五重塔に魅せられて棟梁西岡常一のもとに21歳で弟子入りし、職人の世界を極めた小川氏。1300
年も前の姿をそのまま残す法隆寺や薬師寺の建物は、職人たちから職人たちの手による記憶によって引き継
がれてきた。その“古技法の伝承”を目的として徒弟制度による㈱鵤工舎を設立。今、言えることは「人を育てる
時間だった。素直な心で、どっぷり浸れる環境をつくる。決して急がず、人間として育ちながら大工としての技を
身につけられる方法と思って手探りしてきたのが現在の鵤工舎。『育てる』と『育つ』は違う。親方の私の役目は、
鵤工舎という育つための場所と仕事をつくって、肝心な時に一押ししてやることだ」と。
　法隆寺が1300年もの間、建っていられるのはふぞろいの木を組み合わせたから。ふぞろいの木、その違いを
見極め、芯を見抜き組み合わせたからこそ強くて美しい建物が出来た。組織も同じではないかと思う。ふぞろい
な職人たちが、本物をつくりたいと心を合わせた、それが鵤工舎。
　弟子たちは、「300年先の建造物も鵤工舎がやり
ますよ」と言ってくれている。

記念講演「不揃いの木を組む」「不揃いの木を組む」
ふぞろふぞろ くくきき

＊鵤寺工口伝（法隆寺宮大工に代々伝わる）
「伽藍造営の用材は木を買はず山を買へ」
「木は生育の方位のままに使へ」
「木組は寸法で組まず木の性癖を組め」
「木の性癖組は諸工人の心組」
「諸工人の心組は匠長が工人への思やり」

く　せ

こ う く で んじいかるが

いかるがこうしゃ

技を伝え、人を育てる技を伝え、人を育てる

≪プロフィール≫　1947年栃木県生まれ。世界遺産・法隆寺昭和大修理を手がけたことで知られる名工・西岡常一の唯一の内弟子として21歳で入門を許される。法輪寺三重塔、薬師寺金
堂、同西塔の再建で副棟梁として活躍。77年徒弟制度による寺社建築会社「鵤工舎」を設立し、全国の寺院の修理・改築・新築に携わる。03年『現代の名工』に選ばれる。

つねかず



■第 42回 青年経営者全国交流会 in 奈良　参加申込書
フリガナ 企業名 参加希望分科会

要

宿　泊 オプショナルツアー
第一希望 シングル

（A-1）
ツイン
（A-2）

参　加

不参加

名前

役職 第二希望
不要（自己手配）

主催：中小企業家同友会全国協議会　〒102-0074 東京都千代田区九段南4 -7-16 市ヶ谷ＫＴビル３Ｆ 　Tel.03-5215-0877 　Fax.03-5215-0878　http://www.doyu.jp/
設営：奈良県中小企業家同友会　〒630-8215 奈良県奈良市東向中町6番地 奈良県経済会館407号室　Tel.0742-25-5660 　Fax.0742-25-5666　http://www.nara.doyu.jp/

※お申込みは所属の同友会事務局までお願いいたします。会場の関係などで、第２希望の分科会になる場合もございます。ご承知おきください。　※本登録内容は行事設営のために中同協の管理のもとに
参加者名簿等に活用し、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所属同友会事務局までご連絡ください。

第 42回青年経営者全国交流会 分科会

都タクシー㈱　代表取締役社長　 筒井 基好氏 後継者

［第　　分科会］京都 経営者の全人格的成長4

つつい もとよし

覚悟をもって経営やってますか？
～経営者の資質を考える～

㈱イベントトゥエンティ・ワン　代表取締役社長 中野 愛一郎氏 後継者

［第　　分科会］奈良 人を生かす経営の実践5

なかの あいいちろう

一人一人が輝き、成長する組織へ
～結果の出せる仕組みづくりが経営者の責任～

㈱Plus Cuore　代表取締役 奥村 ゆき氏 創業者

［第　　分科会］愛知 人を生かす経営の実践6

おくむら

社員に届け続ける、自社の理念
～ドキドキ・ワクワクは伝染する～

前野モータース　工場長 前野 嗣郎氏 後継者

［第　　分科会］岩手 経営指針の実践7

まえの しろう

「限界を決めているのは自分かもしれない」
～人口減少が止まらない、山あいの町だからできる未来づくり～

㈱普天間商会　代表取締役社長　 普天間 直樹氏 後継者

［第　　分科会］沖縄 事業承継11

ふてんま なおき

覚悟を決めた瞬間
～ 8 期連続赤字から 5 期連続黒字へ～

㈱たまゆらの里　代表取締役社長　 岡本　尚氏 後継者

［第　　分科会］和歌山 事業承継12

おかもと ひさし

“親”からの旅立ち
～会社・人・地域、幸せを創造するために～

川田紙工㈱　代表取締役　 川田 昭宏氏 後継者

［第　　分科会］大阪 社員が輝く企業づくり13

かわた あきひろ

365日笑って働ける会社を目指して
～社員教育を通じて現場から会社に変革を～

［第　　分科会］中同協 ビジョンの実践1
尊敬される次代のリーダーとして全人格的成長をめざそう！
～中同協青年部連絡会2020ビジョンの実践にむけて～

㈱ヒロハマ　代表取締役会長　中同協幹事長 広浜 泰久氏

［第　　分科会］中同協 ビジョンの実践2

ひろはま やすひさ

世界に誇れる日本の未来を創ろう！
～青年経営者として「エネルギーシフト」をいかに考えるか～

［第　　分科会］福島 切磋琢磨する仲間づくり3
後継者塾の絆…震災・原発事故を乗り越えて
～共に学び合う仲間がいたから前に進めた！～

協和地建コンサルタント㈱　代表取締役社長 石倉 昭和氏 後継者

［第　　分科会］島根 経営指針の実践8

いしくら あきかず

実践の決断は明るい未来を信じる気持ちから
～なぜ経営指針で会社が変わるのか～

㈱デジタルアライアンス　代表取締役　 有本 哲也氏 後継者

［第　　分科会］兵庫 市場と雇用の創造9

ありもと  てつや

志高く！顧客ゼロから100億円企業へ
～真の『市場創造』は一朝一夕にあらず～

丸栄製パン㈱　代表取締役 辶井 孝裕氏 後継者

［第　　分科会］滋賀 市場と雇用の創造10

つじい たかひろ

マイナスからの出発！美味しいパン屋を作る事こそ私の使命
～「Ｆ」ＰＤＣＡの積み重ねで確固たる未来を創る～

㈱ホワイトボード　代表取締役 橘田 孝一氏 創業者

［第　　分科会］山梨 社員が輝く企業づくり14

きった こういち

社員たちに救われた絶望の社長
～社員と共に作り実践する経営指針～

辻
㈱山吉  専務取締役

山吉 隼人氏
㈱三恵クレア  専務取締役

五十嵐則保氏
㈱シンワ・プランニング  代表取締役

遠藤 勝栄氏
えんどう かつえいいがらし のりやす やまよし はやと

〇コーディネイター 西田 宙文氏　㈱リポートサービス北海道　代表取締役
〇パネリスト 蔭山 啓介氏　滋賀建機㈱　取締役本部長
 早間 雄大氏　㈱クニヨシ　代表取締役
 出分 洋之氏　㈱ 昭和写真工業所　代表取締役
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