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2012年度
スローガン
全社一丸・同友会一丸で
人が生きる経営の
実践に取組み
この激動の一年を
突破しよう！

◇同友会理念◇

⃝同友会3つの目的⃝
良い会社をつくろう
良い経営者になろう
良い経営環境をつくろう
この目的実現に向けて
「地域社会と共に歩む」
中小企業の自覚をもち
「自主・民主・連帯」
の精神で企業経営と
会運営を行うことです。
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２月19日、東京医科歯科大学において
2012年度キャリア教育推進連携シンポ
ジウム（主催：文部科学省、経済産業省、
厚生労働省）が開催され、産業界による
優れた教育支援活動を表彰する「第３回
キャリア教育アワード」の「地域密着型
キャリア教育部門」優秀賞を、愛媛同友
会が受賞しました。
受賞したのは、2012年度から愛媛同友 表彰状を授与される鎌田哲雄・事務局長
会が松山市教育委員会と連携して取り組んでいる「地域の中小企業が持つ教育力
を子どもたちへ～労働と職場の持つ教育力は子どもたち・企業・経営者を変える
～」。市立小学校55校、市立中学校29校の生徒を対象に、出前授業や職場体験
学習を実施しています。
学校の持つ総合的学習の時間を活用し、経営者の生きざまや経営理念を伝え子
どもたちの不安を安心に変え、“世の中を肯定的にとらえる”生き方が大切だと
思う子どもたちを育てると共に、地域に生きる中小企業経営者を育てる活動が、
今回の受賞の理由です。
※愛媛同友会ＨＰにも詳細を掲載していますので、ご覧ください。
岐阜同友会代表理事を長く務
め、社員五名から上場を果たし、
『第一回日本でいちばん大切にし
たい会社』大賞を受賞した未来
工業㈱の創業者である山田昭男
さんが登場したテレビ番組を観
ました▼「残業なし」
「営業ノルマなし」
、
「全員が正社員」
「休日は有休休暇を除き
年間百四十日」など、型破りともいいえ
る経営で、
創業以来四十六年間赤字なし、
平 均 経 常 利 益 十 五％ を 維 持 し て き た 電
設資材メーカーです▼愛媛同友会でも
総会や例会で報告いただき、四国中央支
部では会社見学も実施して山田さんの
経営を学んできました▼業務改善案を
出した人には、その内容にかかわらず報
酬も出します。他者との〝持ち味〟を常
に意識し、
「いちいち上司のお伺いを立
てていると自由な発想も自主性もなく
なる」と、
「やりがいを持って幸せに働
ける環境」づくりにこだわり続け、社員
の〝常に考える〟力を引き出してきまし
た▼一見、非常識にも思える経営も、
〝社
員を大切にする〟
〝社員の自主性を重視
する〟という強い信念に裏打ちされてい
ます。全てを一般化することはできない
にせよ、この会社の好業績は、
『自分が
大切にされ、信頼されるときに、人は最
大限の力を発揮する』という事実を示し
ています▼『一人ひとりの・・・を大切
にしてきたから』と。
『一人』を大切に
＝ここに時代を超えた『発展』の鍵があ
ると思います。
（Ｔ）
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松山第１支部２月例会

松山第２支部２月例会

大好きな社員さんを守るための事業戦略とは

人（社員）
を生かす会社づくりを目指して

～強くなくてもいい、賢くなくてもいい、生き残るのは変化に適応できる企業である～

～何故、人は辞めていくのか～

■報告者 三好 大助 氏
㈱フェローシステム 代表取締役社長
（愛媛同友会 松山第１支部 幹事）

■報告者 山口 章 氏
櫻間社会保険労務士事務所 所長
（愛媛同友会 松山第２支部 幹事）

●と き／２月７日㈭
●参加人数／33名
●ところ／松山市総合コミュニティセンター

●と き／２月21日㈭
●参加人数／30名
●ところ／松山市総合コミュニティセンター

同友会の会員さんからは「大ちゃん」と呼ばれる、
親しみやすく明るいキャラクターを持つ三好さんの現
在に至るまでの経営実践報告を聞かせていただきまし
た。
三好さんは学校を卒業した後、幾つかの仕事を転々
とし、ＩＴ企業を立ち上げました。当時はバブル景気
の残り香もあり、大いに隆盛を極めたそうです。しか
し、労働分配率を考えない闇雲な規模拡大の結果、何
度か経営危機に陥ったこともあるそうですが、同友会
会員たちの励ましやアドバイスによって立ち直り、従
来のシステム構築以外にもネットショップの運営や障
がい者の就労支援事業などの分野にも進出し、現在に
至っています。
社員をリストラしなければいけなくなった時のつら
い体験から、「社員を大切にしたい。」との思いは徹底
しており、飲み会などの社内イベントもたくさんおこ
なっているとか。また、全社員に「ありがとうカード」
を毎日最低1枚書かせ、月間で「一番多くカードをも
らった社員」と「一番多くカードを書いた社員」を表
彰しているそうです。
社員さんも例会に参加してグループ討論にも参加し
ていただきましたが、私のグループに参加してもらっ
た社員さんは「とにかく会社に行くことが楽しい。過
去に幾つかの会社で働いたことがあったが、仕事とは
義務感だけでやるものと思っていたのだが、今は違う」
と言った生き生きとした様子が印象に残りました。
寄稿：日野啓介さん（日野啓介社会保険労務士事務所／松山第２支部）

山口さんが社会保
険労務士を目指した
のは、会社員時代に
感じた色々な疑問
が原点です。例えば、
「社員が一生懸命努
力しているのに、会
報告する山口さん、
社の業績がよくなら
右は座長の金子司郎さん
ない」
「なぜか社員が
辞めていく」など。それらは経営者と社員の想いの行き
違いに要因があるのですが、
「社員側から経営者には意
見しにくい」というのが、山口さんの実感でした。そこ
で、
「外部から、経営者と社員の橋渡しができる社労士
になりたい」と一念発起して資格を取得し、2008年に開
業しました。なお、事務所名の「櫻間」とは、父親が経営
している写真館の名前から受け継いだものです。
労務管理や給与計算代行等の業務を担当するだけで
なく、会社員時代の経験を活かして、経営者には常々、
「社員とのコミュニケーションをしっかり取るように」
とアドバイスをしているそうです。
愛媛同友会には、開業と同時に入会しました。同友
会との関わりについて「１人で経営していると、行き
詰ることがあります。そんな時、仲間に相談すること
ができる同友会は本当にありがたい存在」と山口さん。
「頑張っている経営者を応援！笑顔あふれる会社作り
のお手伝いをさせて頂きます」との経営理念のとおり、
笑顔と熱意あふれる報告でした。
寄稿：大北雅浩（愛媛同友会事務局）

報告する三好さん、右は座長の河野聡子さん

【例会の特徴的な感想】
●社員の多い自社にとって、社長と社員のつながりの
大切さを学ぶことができました。
●経営者と従業員が会社の課題や目標を共有し、とも
に目標を立てていくことが大事なのだと思いました。
●社長は、時間を作るしかない。コミュニケーション
は、経営者から図っていくものだと感じました。
●指示ではなく、ヒアリングすることで、社員の意見
を業務に反映していきたいと思います。



松山第３支部２月例会

伊予松前支部２月例会

支部三役が語る 同友会活用術

同友会で気付いたこと

～同友会の３つの目的に向かって～

～事業停止行政処分を乗り越えて！～

■報告者 杉本 太一 氏
特別養護老人ホーム梅本の里 施設長
（愛媛同友会 理事・松山第３支部 支部長）
■報告者 本田 美紀 氏
㈲オルソ本田 取締役
（愛媛同友会 理事・松山第３支部 副支部長）
■報告者 中 周作 氏
㈱ナカフードサービス 代表取締役社長
（愛媛同友会 理事・松山第３支部 幹事長）
●と き／２月28日㈭
●参加人数／26名
●ところ／松山市総合コミュニティセンター

今回は同友会活用術について、支部３役から実
践事例報告がありました。
まずは支部長・杉本太一さん。かつて入所者の
「紙おむつ」外しに今後３年間で取り組むという計
画を発表した際、導入時には現場職員から猛烈な
抵抗を受けたそうです。大変な混乱を生じました
が、
施設職員の「人材育成は理念の共有で打破する」
という内容でした。
次は幹事長中周作さん。一日に弁当10,000食の提
供をしているという会社です。弁当は同業者がラ
イバルではなく、いまやコンビニ・ファーストフー
ドがライバルです。新規事業の創造のため、同じ
愛媛同友会会員である、コープえひめと提携し、高
齢化・独居化・また買い物難民化している社会現象
に切り込みました。コープえひめとは、
「理念の共
有ができたため、提携が進んだ」との内容でした。
副支部長・本田美紀さんが取締役を務めるオル
ソ本田は、義足義手装具の製造販売を手がけてい
ます。義手.義足・装具は製品でありながら、体の
一部であるということ、すべてのお客様は自分の家
族であるとおもい
ながら製品づくり
を心がけるという
こと、規模の拡大
よりもお客様の顔
が見える経営であ
り続け、きちんと
納税をすることで
左 か ら、 本 田 さ ん、 中 さ ん、
社会貢献していく
杉本さん、コーディネーター
の上田剛士さん
ことを学んできた
という報告でした。
寄稿：松岡秀夫さん（㈱ＮＹホーム／松山第３支部）

■報告者 西原 義定 氏
西原資源㈱ 代表取締役社長
（愛媛同友会 伊予松前支部 幹事）
●と き／２月22日㈮
●参加人数／18名
●ところ／義農味噌㈱ 旧本社

かなりインパク
トのあるタイトル
で、どんな話をさ
れるのだろうとド
キドキしながら参
加しました。
報告は座長の今
村さんとの対談
報告する西原さん、
左は座長の今村暢秀さん
方式で行われまし
た。報告の細かい内容をすべてお伝えするのは難
しいので割愛しますが、
「これくらいであれば大丈
夫だろう」と、外部環境の変化（法改正など）に
気付かず、日常的に業務を行なっていると、ある日
突然大変な事態に陥ってしまう。だから常に情報の
アンテナを張り巡らし、日々変化する外部環境に敏
感に反応しなければならないと感じました。
処分としては一番重い「６ヶ月」の事業停止処分。
それまでは、そのレベルの処分はなかったとの事
で、いかに市側の見る目が厳しくなったかがわか
ります。お客様を訪問しての事情説明と代わりの
業者の手配、社員の生活をどう守るかなどいろい
ろ苦労されたそうです。
「“知らない”が一番の原因
で、停止になる事がどれだけ大変か分かった」と
西原さん。処分が明けた後、一部を除き、ほとん
どのお客様が戻ってこられました。
「先代の人柄や
日々の作業態度が評価されたからでは」と西原さ
んは言われていましたが、ここでは書き表せない、
お客様への丁寧な対応などが結果として表れたの
ではないかと思います。
同友会に入会し、経営指針セミナーの一泊研修
へ参加。自社の固有の役割として、
「産廃物を運ん
だら終わり」という考えから、
「廃棄物を処分する
事でお客様の困り物がなくなり、お役立ちや喜び
につながる」という考えに変わったとの事。外部
環境の変化に対応できる会社作りをする為、これ
からも学んでいきたいと言われた西原さん、また、
座長の今村さん本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。
寄稿：武田正輝さん（恭栄自動車㈱／伊予松前支部）



今治支部・広島同友会尾道支部合同２月例会

四国中央支部２月例会

自分の殻を打ち破る

人生何が起こるかわからない！公務員から民間への転職

～新しいステージへの挑戦～

～問題を見つけ問題を作り出せ！問題がなくなったとき組織は死滅する～

■報告者 越智 堅太郎 氏
オチ工業㈱ 代表取締役社長
（愛媛同友会 今治支部 会員）

■報告者 内藤 丈典 氏
大富士製紙㈱ マーケティング部長
（愛媛同友会 四国中央支部 会員）

●と き／２月20日㈬
●参加人数／36名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

●と き／２月16日㈯
●参加人数／11名
●ところ／ホテルグランフォーレ

はじめまして。尾道支部から参加させて頂きました、
宝商事㈱の髙垣と申します。この度は、オチ工業㈱
代表取締役 越智さんよりご報告を頂きました。ご自
身は「実践が遅い（しない）」とおっしゃっておられ
ましたが、同友会の学びの中でしっかりと自己変革を
実践されておられると感じました。経営指針発表、社
員面接、ＡＴＹ活動（あたりまえの事を、徹底して、
やりつづけよう）の推進など、社員さんとの信頼関係
構築の為に、経営者として継続した活動が大切である
ということを教えて頂きました。
私は、県外の例会は今回始めてで、勝手もわからな
いままにグループ長をお引受けしたこと（大変失礼を
致しました）もあり終始緊張してしまいましたが、同
じクループの今治支部の方々に暖かく御対応頂き、と
ても新鮮で良い経験をさせて頂きました。
当日は、今治支部の方々の参加が中心だった様です
が、大変学ぶ意欲の感じられる例会作りをなさってお
られると感じました。参加人数はそれほど多くは無い
けれども、座長を初め、司会、発表者、グループ長と
それぞれの役割の質が高いと感じました。おそらく仕
組み作りに力を入れてこられた結果だと思います。尾
道支部では、数年前よりグループ討論（グループ長）
の質の向上が課題となっております。グループ討論で
使われていた資料は大変参考になりましたので、尾道
支部でも活用して
いきたいと思いま
す。
今後もお互いに
実のある交流にな
れば幸いです。今治
支部の皆様、本当に
ありがとうござい
報告する越智さん
ました。

「会社を一緒に手
伝ってほしい」。今
の奥さんとの結婚
を決め、彼女のご両
親に挨拶に行った
ときに、製紙会社の
社長である彼女の
報告する内藤さん、
お父さんから言わ
左は座長の石川義浩さん
れた言葉が、内藤さ
んの一大転機となりました。
小さいころから市の専門職（一級建築士）の職員と
して働いていた自身のお父さんに憧れていた内藤さ
ん。自分も市職員の道を歩んでいましたが、奥さんと
の結婚を機に、製紙会社へ転職する決意をしました。
入社してからは、「後継者は何でもよくわかり、良
くできるオールマイティーな存在であるべき」という、
自分で作ってしまった偶像に押しつぶされ、社員との
距離感を感じるなど、一人で空回りし、とても周りを
見られる状況ではなかったそうです。しかし、社長と
のコミュニケーションの中で、「会社が何をしてくれ
る」ではなく「自分が会社に何ができるか」、また三
現主義（現場に行き、現物を見て、現実を知る）の重
要性など、様々な教えが自分を変えました。無理をや
めて素直に考え行動するようになると、勝手に思い込
んでいた社員との距離感も徐々に縮まっていき、今で
は社員とともに社内の問題を見つけ、解決に向けて共
に取り組むまでになっています。
私達経営者においても、その経営環境には見えない、
気付かない問題が必ず多くあると思います。内藤さん
の会社で取り組んでいることは、経営者・社員皆が常
に危機感を抱いて行動していること。この危機感の目
が隠れた問題を掘り起こし、それを全社で解決にかか
ることで、会社に活力を与え、前進する力になってい
ると感じます。これからも内藤さんには強いリーダー
シップを発揮し、会社経営、同友会活動に大いに頑張っ
て欲しいと思います。

寄稿：髙垣年希さん（宝商事㈱／広島同友会尾道支部）

寄稿：森実大知さん（㈲森実工業／四国中央支部）



女性委員会例会報告
●開催日：平成25年２月20日㈬ 18時半～21時
●講 師：川崎 暁子さん ㈱エルパティオ 代表取締役
●参加者（ゲスト・男性会員含む）：
東 万里子、本田 美紀、伊達 由美子、中川 ちえみ、村松 彩、村松 つね、北野 賢三氏、
松澤 大輔氏、山口 章氏、やまさき あき氏、西 朋子氏

「付加価値創造の視点を学ぶ」と題した２月の女性委員会は、会外から川崎暁子さんを講師にお招きして2月20日
に開催されました。ゲストや男性会員も参加して、持ち寄った商品について具体的に話し合う中で、どんどん商品
の強み弱みが明らかに・・・。いい商品を作りたいという気持ちは、提案者だけでなく参加全員のものとなり「痛
たたた」という指摘も小気味よくなされました。
たくさんの付加価値を発見し、商品として売り出すのは会員当事者の腕の見せ所。期待してます。
「具体的に一緒に考える」ことの力強さや楽しさを再発見した例会でしたが。そのベースにはいいものを作りた
いという共通の思いがありました。これはいい会社を作りたいという経営者と社員の思いの共有と同じことで、改
めて同友会理念の意味を思ったのでした。
楽しい楽しい女性委員会。来年度に向けての展望がまた一つ…です。
寄稿：村松つねさん（ＮＰＯ法人こころ塾）

次回予定：平成25年3月21日㈭ 18時半～ こころ塾にて
内

容：「社長の教科書」読み合わせ、24年度の振り返りと来年度の計画

2012年度後期

経営指針成文化セミナー

最終講で11社が経営指針を発表！
３月２日㈯、アイテムえひめにて、2012年度後期 経営
指針成文化セミナーの最終講・経営指針発表会が開催されま
した。
まずは大野栄一・代表理事が「経営指針は学んだことを実
践してこそ」とのテーマで講義。
「経営指針は作って終わり
ではなく、時間をかけて社員と共有し、実践していくことに
価値がある」ということを改めて確認しました。
その後、
11社が順に経営指針を発表。今回のセミナーから、
毎回の事前課題を積み重ねていくことで指針書が完成すると
いう仕組みを取っていることもあり、各社ともスムーズに報
告が進みました。また、発表後には受講しての気付きや感想
も報告しました。

参加者と経営労働委員の皆さん

以下、受講生からの特徴的な感想を紹介します。
○日々の業務に追われがちだったが、改めて自社を見直すことができた。
○講義を聞くだけでなく、他の受講生とのグループ討論が参考になった。業種や職種が違っても、
抱えている課題や目指すところは同じなのだと気付くことができた。
○社員と一緒に参加して、会社の方向性を確認できてよかった。
○次回は是非、社員と参加して、社内に助け合いの風土を作っていきたい。



秋 川 保 親
氏

30

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長

21

新しく入会された皆さんへ

中小企業家同友会は「良い経営者になろう・良い会社をつくろ
う・良い経営環境をつくろう」を合言葉に、励まし合い、学び合
う 中 小 企 業 家 の 団 体 で す。 晴 天 の 日 や 雨 や 嵐 の 日 が あ る よ う に、
経済界にも好況や不況があります。経営者は、どんなに厳しい環
境の中でも家族や従業員を守る責任があります。
企業には３つの使命があると言われます。その１つ目は、社会
が求める商品やサービスを提供すること。 ２つ目は、雇用を通じ
て国民の暮らしを守ること。３つ目は、納税によって社会を支え
ることです。
ところで、良い商品とは何でしょうか？それは、顧客が求める
商品やサービスです。最近、ソニーや東芝、パナソニックといっ
た巨大企業が、韓国のサムスン電子にテレビ市場を奪われて窮地
に 立 た さ れ て い ま す。 日 本 の 企 業 は、「 品 質 が 良 け れ ば 売 れ る 」
と誤信し、膨大な設備投資を行いました。しかしテレビは売れず、
大赤字を出して工場閉鎖に追い込まれる企業も出ました。市場と
顧客のニーズは常に変化しており、それに鈍感な企業に明日はあ
りません。私たちもこの教訓を忘れてはなりません。
次に雇用ですが、国民は何らかの仕事に就き、その報酬で生活
しています。日本の労働人口の内、約８割は中小企業で働いてい
ます。仮に 名を雇用している企業でも、家族を含めると 名の
暮らしを支えていることになります。中小企業は国民の暮らしの
根幹を支えていることに、誇りを持って良いと思います。
さ て、 経 営 環 境 で す が、 日 本 は 明 治 維 新 か ら 敗 戦 に 至 る ま で、
国策として軍事産業や特定の大企業を育ててきました。中小企業
は経済政策の埒外に置かれてきました。しかし、 世紀になりグ
ローバル化が進む中で、大企業は労働賃金の安い中国や東南アジ
アに生産拠点を移し、下請け企業は仕事を失い、リストラで失業
者が急増しています。この中で地域経済を支えるには、中小企業
を育てるしかないとの認識が高まっています。愛媛県でも、東温
市が「中小零細企業振興基本条例」を制定しました。こうした運
動を全研に広めることが、緊急の課題になっています。
同友会では「経営相談室」を設置して様々な経営相談に応じて
います。共に学び、良い経営者になり、地域経済と人々の暮らし
を守ってゆきましょう。
10

⑨
「環境経営」を行ったほうが儲かる
愛媛同友会

環境問題副委員長

守 谷 和 久

昨年の年末に環境省から「環境にやさしい企業行動調査」の結果が発表されました。
「調査の結果、環境への取組を社会的責任として実施している企業が引き続き８割以上と高い割合を占めるな
か、ビジネスチャンスとして捉える企業も徐々に増加しており、環境取組に係る新たな兆しがみられます」と
結論付けられていました。
≪調査された企業は大手企業ばかり 3,000社からの結果です。≫
これから取り組む方や、すでに取り組まれている企業で今後の展開を考えておられるところに参考になると思い、項目ごとにコメントを記
載します。
■環境マネジメントシステム等の監査、認証等については、調査企業の63.4％は認証を受けていました。
■子会社、取引先との関係について、子会社の環境配慮の取組に関する指導を行っていました。
■環境会計について導入しているは、25.4％でした。
■環境に関する情報開示、コミュニケーションについて作成・公表している」と回答した企業が35.9％でした。
■環境ビジネスについて「既に事業展開をしている、又はサービス・商品等の提供を行っている」と回答した企業が41.6％でした。
■地球温暖化防止対策について「方針を定め、取組を行っている」と回答した企業の割合は59.4％でした。
■生物多様性の保全について「企業活動と大いに関連があり、重要視している」と回答した企業の割合は17.2％でした。
私が注目したのは、環境に関する取組状況等について 環境への取組と企業活動のあり方については、
「社会的責任（CSR、社会貢献を含む）」
と回答した企業が最も多く81.0％である一方で、「ビジネスチャンス」と回答した企業は年々増加しているという事実です。大手企業と中小
企業の対応に差が出るのは当たり前かもしれませんが、こと「顧客」に対面したときには大も小もないように思われます。顧客に大企業も中
小企業もあまり関係がないと思うからです。

有限会社

マキフーズ

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

〒791−0216 東温市野田３丁目８−５
ＴＥＬ・ＦＡＸ 089−964−0313

とんび家

重信店（フジグラン重信内）・松山店（フジグラン松山内）
松前店（エミフルＭＡＳＡＫＩ内）・新居浜店（フジグラン新居浜内）
葛島店（フジグラン葛島内）・野市店（フジグラン野市内）

おかず村

垣生店（パルティフジ垣生内）・砥部店（パルティフジ砥部内）

北
店／松山市本町５丁目７−７
南
店／松山市和泉北２丁目３−22
市駅前店／松山市湊町５丁目５−５

TEL：089−911−0329 ㈹
TEL：089−947−2050 ㈹
TEL：089−998−2555 ㈹



新入会員ご紹介・会員消息 （２名）
佐々木

哲夫（ささき

てつお）
1982年３月22日生まれ 松山第3支部
四国ベンディング㈱ 市場開発担当 自販機設置・納
品、メンテナンス
〒790-0051 松山市生石町５１７-３
TEL(089)948-0580 FAX(0899)948-0588
紹介者／㈲キホク 上田 剛士

宮内

（2/20〜3/20）

慎（みやうち

まこと）
1976年10月20日生まれ 東温支部
㈱宮内古勝建築事務所 代表取締役社長 建築設計・
監理業
〒790-0933 松山市越智2丁目3-10
TEL(089)958-6778 FAX(089)958-6070
紹介者／㈱エスディー企画設計 篠原 治行

会員掲示板

住所変更
会 員／牧野 真雄（松山第３支部）
企業名／㈱カイシン
新住所／〒790-0807
松山市平和通2-3-7 ピースビル１F
電 話／089-968-2622
F A X／089-968-2632

企業変更
会 員／藤田 司郎
（松山第３支部）
新企業名／㈱ハッピーファーマシー 営業開発室
住 所／〒790-0952
松山市朝生田町１丁目4-14
電 話／089-941-6777
F A X／089-941-6778

役職変更
会 員／加納 力也（伊予松前支部）
企業名／㈱みずほ工業
専務から社長に就任されました。

ご結婚祝い
松山第２支部会員 安永 友樹氏・安永広告㈱ 代表取締
役社長が、奥様 ちひろ様と2013年３月９日にご結婚されま
した。
心より、
お祝い申しあげます。

２月10日、愛媛マラソン開催！

愛媛同友会からも大

勢が参加！！

２月10日㈰、第51回愛媛マラソンが開催されました。愛媛同友会の会員も、選手として、またはボランティアとして大勢が参加しました。代表
して山口章さん（櫻間社会保険労務士事務所 所長／松山第２支部）に、出場の感想をうかがいました。
2013年2月10日午前10時、愛媛県庁前に号砲が響き渡る！第51回愛媛マラソンのスタートです。
私が初めて愛媛マラソンに出場したのは2年前、42.195kmの距離なんて未知の世界。周りでも走っている友人は少なく、どんな練習をしたら
良いのか、どんなグッズ等が必要なのかも分からず、ただ『走ってみよう！』という思いだけでの挑戦でした。しかも、当初は500ｍも走ると息
が上がり「本当に完走出来るだろうか」と不安だらけの挑戦でした。
それが３回目の挑戦となる今年は、目標タイム3時間30分！負けん気の強さで、仲間たちと結成した「えひめ走快クラブ」というチームで切磋
琢磨しながら練習し、自分でもビックリするぐらいの成長です。
マラソンは自分との戦いです。序盤は逸る気持ちをいかに意識的にセーブし体力を温存できるか、後半は疲労で落ちてくる体力を、いかに精神力
で引っ張っていくか、肉体と精神のバランスをコントロールでき
ないと、目標タイム達成はできません。
今年のレース当日は晴れ、コンディションは最高。序盤は、自
分で決めたペースを守りながら、しっかりとしたレース展開でし
た。レース後半は徐々に体力が落ちながらも必死に走り続け、残
り2kmは足がちぎれそう、息が苦しい、歩きたい、自分に負けそ
うになりながらも、「絶対に負けない！」という強い意識で、弱気
の自分を跳ね返しながら必死のゴールでした。
結果は3時間31分25秒、僅かに目標には届かず。ゴール後は、
「最
後まで自分に負けずに良く頑張った」、「あと少し頑張れば目標達
成できたのに」という相反する思いが交錯する中で、さらなる高
い目標を達成してやるという闘志が自分の中で湧きたっていまし
た。
今後も仲間たちと共にマラソンを楽しみながら、仕事も人生も
広報情報化委員会から
充実させ、マラソン以外にも色々なことに挑戦をしていきたい、 は、森実大知さんも出
快走する山口さん
そんなことを思った今年の愛媛マラソンの挑戦でした。
場しました

弁護士法人

たいよう

四国の躍進は地域企業と法律家の連携で
愛媛県弁護士会所属
愛媛県

代表弁護士／吉村紀行・和田資篤

松山事務所

☎ 089−907−5601

愛媛県

大洲事務所

☎ 0893−59−0353



201２年度 愛媛同友会第11回理事会
【日 時】 2013年３月12日㈫
【出席者】 22名			
【議 長】 杉本 太一		

18時30分～20時30分
【委任状提出】 20通
【議事録作成者】 大北

開会挨拶：服部豊正
いよいよ、来月が愛媛同友会の第29回総会です。総会に向け
た議題が多く出ていますので、しっかりと議論をお願いします。
現在は円安・株高が続いており、経営に苦労をされている方も
いると思います。私もその１人ですが、今まで知らなかったこ
とを知ることで、対策を取ることもできます。新年度へ向けて、
色々と変化も出てくるでしょうが、しっかり準備をしていきま
しょう。

報告・承認事項
＜報告事項＞
１）各委員会活動ならびに計画について各担当者から報告があり
ました。
２）各支部活動・計画について各担当者から報告がありました。
３）全国・他団体行事について事務局から報告がありました。
４）その他
①経済産業省「第３回 キャリア教育アワード」優秀賞受賞の報
告が事務局からありました。
②第１回東日本大震災復興シンポジウムについて大北雅浩事務
局次長から参加報告がありました。
＜承認事項＞
１）入会・退会の承認・・・第11回理事会までの会員数の推移及
び入会・退会を承認しました。
２）その他
①「第２回 跳び箱大会」への後援依頼について事務局から説明
があり承認しました。
②「フードバンクえひめキックオフセミナー」への後援依頼に
ついて事務局から説明があり承認しました。

審議・協議事項
１、各支部・委員会の2012年度総括・2013年度方針並びに活動計
画の審議を行いました。
各支部から提案された2013年度活動計画について、重複して
いる日程については、個別に事務局と調整を行うこととしまし
た。松山支部については、次回理事会までに幹事会を開催して
協議することとしました。
２、中期ビジョンの報告・審議を行いました。
大北雅浩事務局次長から、2012年度全体総括と2013年度スロ
ーガン及び方針の報告がありました。
これを受けて、大野栄一代表理事から、第５次中期ビジョン
について、現状の報告がありました。

【会

議事録

場】 アイテムえひめ

雅浩

３、2013年度人事・組織案の審議を行いました。
第10回理事会にて、2013年度人事・組織案の作成は代表理事
と事務局長に一任されました。
鎌田哲雄事務局長から、①３本部体制（人を生かす経営本部・
憲章・条例本部・増強本部）②松山の３支部を１支部３地区会
に改変 ③８委員会４担当体制（増強戦略担当と企業連携担当を
新設）等々の組織・人事案について提案がありました。
作成した人事・組織案を提案し、審議を行ったところ、参加
理事から「若手の女性会員を登用することを検討いただきたい」
との意見が出ました。これについては、代表理事と事務局長で
一旦、引き取って再度協議を行うこととしました。基本的には
原案でいくとのことで了解しました。なお、人事案については
次回理事会までに調整することを確認しました。
４、第29回定時総会実施要領の審議を行いました。
【日

時】４月23日㈫

【会

場】松山全日空ホテル

16：00～21：00
南館

【タイムテーブル】
○第１部:会員表彰・総会議事
○第２部:記念講演・大グループ討論
テーマ:2013年の情勢の展開と企業づくりの鍵は?
～アベノミクスと中小企業経営のかかわり～
講師:植田浩史氏

慶應義塾大学経済学部教授

○第３部:懇親パーティー
【参加費】 第１部：無

料

第２部：2,000円
第３部：5,000円

閉会挨拶：大野栄一
本日の理事会で人事・組織案もほぼ決めることが出来ました。
中同協は「人を生かす経営」を重視しています。経営労働・社員
教育・共同求人・福祉問題の４委員会の連携の実践のため、合同
委員会も企画されています。全国行事等でお会いして感銘を受け
る人の中には、同友会での学びをすべて実践しているという人が
何人もいます。そのことによって、同友会運動に確信が持てると
共に、自分の経営について反省します。愛媛同友会には、４委員
会や経営フォーラムなど、ほぼすべての取組みが揃ってきました。
この中で学んだことを実践して、第５次中期ビジョンのコンセプ
トである「会員が誇れる同友会」を目指していきましょう。今回
の人事案に名前が挙がっている皆さんに協力いただいて、「企業づ
くり」「地域づくり」「同友会づくり」に邁進していきたいと考え
ています。よろしくお願いします。

有限会社

大西保険事務所

〒799−0111 四国中央市金生町下分 231−31
TEL：0896−56−2399
http://www.ohnishihoken.co.jp/

