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2013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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愛媛同友会初の合同企業説明会開催！
７月18日㈭、松山市総
合コミュニティセンター
大会議室で、「合同企業説
明 会 」 を 開 催 し ま し た。
愛媛同友会としての開催
は初です。参加企業は14
社で、来春卒業予定の学
生50名が参加しました。
当日は、「就活生をひと
りぼっちにしない」とい
うコンセプトのもと、各
各ブースで学生から話を聞く時間も設けました
ブースで企業説明をする
だけではなく、参加学生とじっくり話をする時間を設けました。その成果もあり、
４時間の開催時間中は常に会場が活気に満ちており、参加した学生からの満足度
も高い「合同企業説明会」となりました。当日の様子は、２ページの特集をご覧
ください。
愛媛同友会では、中小企業が単独で実施するのが難しい入社式や新入社員研修
を、同友会で一体となって実施しようと、2012年度から「合同入社式」「新入
社員研修」「フォローアップ
研修」をスタートしました。
今回の「合同企業説明会」の
スタートにより、採用から入
社式、研修という、新入社員
を迎え入れるためのプログラ
ムが完成したことになりま
す。
「合同企業説明会」に始ま
る一連のプログラムは今後、
毎年実施していきます。多く
の会員の皆様のご参加をお待
ちしています。
企業訪問カード記入コーナーには協同求人委員が
待機し、学生を誘導しました
〒791−8057 松山市大可賀2−1−28 アイテムえひめ

TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107



2013年度 愛媛同友会 合同企業説明会
「愛媛の未来がギュッと。」
７月18日㈭に開催した、愛媛同友会として初め
ての「合同企業説明会」
。当日の様子を、写真を
中心としてお伝えします！
【日 程】７月18日㈭13時～17時
【会 場】松山市総合コミュニティセンター大会議室
【対 象】2014年３月 大学等卒業予定者
【参加企業】
（順不同）
愛媛医療生協、㈱世起、サトー産業㈱、星企画㈱、
義農味噌㈱、㈱イープロ、㈱ビッグウッド、㈱平
野、高齢者総合福祉施設 梅本の里、まるくグルー
プ、㈱志賀商店、服部製紙㈱、生活協同組合コー
プえひめ、愛媛同友会事務局

◆設営準備◆
スタートは13時ですが、共同求人委員会のメン
バーは朝から会場入りして、設営と打合せを行い
ました。早めに会場入りした参加企業の皆さんも
一緒に、手作りの合同企業説明会です。

ブースを設営する大川耕三・共同求人委員長
（右）と、米田順哉・共同求人委員

◆いよいよ、スタート◆
初めての合同企業説明会に、果たして学生は来
てくれるのか…と、ドキドキしながら開会時間を
待ちます。するとなんと、開会前から来場する学
生さんも！
学生の皆さんはパンフレットを見ながら、真剣
に訪問先企業を選んでいます。ここで活躍するの
が、 共 同 求 人 委 員 会 の
メ ン バ ー で す。 考 え 込
んでいる学生に積極的
に 声 を 掛 け、 話 を し な
が ら 次 々 と、 企 業 ブ ー
スに案内していきます。
おかげで学生1人当たり
の滞在時間が長く、4時
梅本の里
間 の 開 催 時 間 中、 常 に

会場は賑わっていました。

ビッグウッド

イープロ

志賀商店

サトー産業

開催に先立って、参加企業には、
「会社や業務
内容に関する説明を一方的にするだけではなく、
就活生の現状や悩みについて話を聞く時間を作っ
てください」とお願いをしていました。その背景
にあるのは、今回の合同企業説明会の「就活生を
ひとりぼっちにしない」というコンセプトです。
各ブースの担当者が、
「今日、ここに来てくれた
学生も仲間の一人」という姿勢で、親身になって
話をしていました。
実に、愛媛同友会らしい様子でした。
◆閉会後、反省会◆
終了後には、共同求人委員会で反省会を行いま
した。
第１回としては充実した内容になりましたが、
やはり参加する企業と学生を増やそうというの
が、委員会メンバーの共通の意見でした。第２回
の開催に向けて、開催時期や規模も含めて、検討
を進めていくことを、改めて確認しました。

合同企業説明会の様子は、愛媛同友会ＨＰでも
紹介しています。
また、11月28日㈭・29日㈮に愛媛で開催する「全
国共同求人交流会」でも、愛媛同友会の共同求人
の取組みを報告する予定です。後日、改めてご案
内しますので、ご興味のある方はご参加ください。



2013年度 中四国ブロック代表者・支部長交流会 アイテムえひめで開催！
各地から57名が参加し、学びと交流を深め合う！！
６月20日・21日の２日間にわたり、
「2013年度
中四国ブロック代表者・支部長交流会」が開催
されました。年に１回、中四国ブロック（岡山・
広島・山口・鳥取・島根・香川・徳島・高知・愛
媛）の正副代表理事や各支部長、事務局長などが
集まって開催している交流会です。今年度は愛媛
同友会の設営で、アイテムえひめにて開催しまし
た。参加人数
は各地同友会
と中同協を合
わ せ て57名。
愛媛からは12
名が参加しま
した。
２日間の様
子をお伝えし
ます。
開会挨拶をする大野栄一・代表理事
【第１日目：６月20日】
初日は、支部づくりと条例づくりに関する取り
組みの事例として、愛媛同友会が東温市、東温市
商工会、愛媛大学と連携して取り組んだ「東温市
中小零細企業振興基本条例」の制定運動について
の報告です。
愛媛大学法文学部教授の和田寿博さん（愛媛同
友会会員）をコーディネーター、東温支部長の篠
原治行さん、東温市産業創出課 課長補佐の山本一
英さんをパネラーとし、
「今、なぜ同友会が条例
制定に取り組むのか？・・・地域と企業が変わる
～東温市中小零細企業振興基本条例の運用に向
けて～」と題したパネルディスカッションを行い
ました。産学官が連携し、
「事業所実態調査」
「条例」
「条例を運用
する産業振
興会議」を定
石と位置付
けて取り組
んできた経
緯と、いよい
よ施行され
た条例の今
後 に つ い て、
右から、コーディネーターの和田さ 報 告 し ま し
ん、パネラーの篠原さん、山本さん た。
学びの後の懇親会は、アイテムえひめ内のレス
トラン「キッチン 夢屋」に会場を移して開催し
ました。各地同友会からのＰＲの時間なども設け、
大いに盛り上がりました。

盛り上がった懇親会

【第２日目：６月21日】
２日目は、企業づくりに関する取り組みの事例
として、岡山同友会の小坂田英明さん（㈱小坂田
建設 代表取締役／岡山同友会 理事・支部長）に
経営実践報告をしていただきました。テーマは
「倒
産の危機から、地域の笑顔提供カンパニーをめざ
して ～同友会活動を通じて明確になった自社の
存在意義と実践の大切さ～」です。
倒産の危機を乗り越えた経験。そして、少子高
齢化と過疎化が進む地域で生じてくる多種多様な
ニーズに対応していくことで、地域になくてはな
らない企業へと
成長しているこ
と、更にはその
ことが自社の仕
事の創造に繋が
っていることを
報告いただきま
した。
報告する小坂田さん

２日間の実践報告とグループ討論で、大いに学
び合い、交流を深め合った交流会でした。
同友会には、全国大会や今回のようなブロック
交流会など、県外の同友会の仲間と交流を持つ機
会が多くあります。
10月11日㈮には、香川県で四国地方連携交流会
を開催予定です。
ぜひ、こういった機会をご活用ください！



松山・伊予松前支部合同６月例会

東温支部６月例会

トップセールスとそれを支える現場力

2013年度 第１回 秋川塾

～愛媛から全国への販売展開～

「激動の時代を どう生きるか」

■報告者 今村 暢秀 氏
㈱世起 代表取締役社長
（愛媛同友会理事・伊予松前支部支部長）

■報告者 秋川 保親 氏
秋川会計事務所㈱ 取締役
（愛媛同友会 経営相談室長）

●と き／６月18日㈫
●参加人数／73名
●ところ／松山市総合コミュニティセンター

●と き／６月25日㈫
●参加人数／11名
●ところ／東温市商工会館

松山支部、伊予松前支部合同例会は、松前町の㈱世
起の今村さんが報告されました。今村さんは、父親が
創業した会社を二年前に引き継がれ社長に就任された
ばかりです。今回は、
「トップセールスとそれを支え
る現場力」と題して報告がおこなわれました。
社長が社内に居ると、業務の効率化やコスト削減な
ど「社内の事」ばかりを考える。経営理念も作ったが
それは「社内の事」で「お客様は社内に居ない」とい
う事に気が付いたことです。理念を基にお客様に自社
に製品、サービスを知ってもらう事が社長の仕事であ
ると自覚し外に出て営業活動をするようになりまし
た。
社長が不在でも社内をまわしていける体制や仕組み
が大切と新卒採用・社員教育への想い。決算報告を社
内で行うことにより迷子の三要素（どこにいるのか分
からない・どこに行けばよいのか分からない・どのよ
うに行けばよいのか分からない）からの脱出による社
員の理解力のアップ。経営計画書の発表を行うことに
より社長が決意をし、社長が変わってくる！と情熱を
込めて締めくくって頂きました。
また、討論でも「販売力の強化をどう進めるか」に
ついて活発な意見交換を行うことができあっという間
に例会の終了の時間がきてしまいました。
「げんこつ飴」も各テーブルに用意して頂き味覚も
楽しめる報告をありがとうございました。
寄稿：塩崎智生さん（はじめ科学㈱／伊予松前支部）

報告する今村さん、
左は座長の武田正輝さん

2012年度、東温支部は支部を挙げて、
「東温市中小
零細企業振興基本条例」の制定に取り組み、例会につ
いても「地域づくり」に重点を置いたテーマで企画し
てきました。条例が無事に施行となった2013年度は、
改めて「企業づくり」にスポットを当てた例会づくり
を進めます。偶数月には秋川保親会員を招いた「秋川
塾」
、奇数月には「企業変革支援プログラム」の活用
に関して学んでいく計画です。
６月例会は第１回目の秋川塾でした。テーマは「激
動の時代をどう生きるか」
。
まずは、敗戦の廃墟から日本を再建した出光佐三氏
と本田宗一郎氏、そしてJALの再建を指導した稲森和
夫氏のエピソードを紹介いただきました。秋川先生は、
「日本の近代史で２度、歴史が動いた瞬間がある。そ
れは幕末と敗戦」と
おっしゃいます。そ
の瞬間に共通するの
は、
「古 い 価値 観や
仕組みから脱し、新
しい時代に適応する
ものに大胆に作り替
えたこと」
。人間と
は本来、保守的で安
報告する秋川さん、
定を好むものです
左は座長の藤岡貞雄さん
が、危機にこそ変革
の原動力はあるのです。
さらに、新しい価値観が求められる中で、幸せと
は何かということについてもお話しいただきました。
この激動の時代に必要なのは、これまでの経済優先
の価値観だけでは
な く、
「新しい国
の理念と、個人の
生き方の指針」で
はないかというの
が、秋川先生から
の問題提起です。
経 営 者 と し て、
人間としての「生
き方」を問い直し
ていこうという、熱い報告でした。
寄稿：大北雅浩（愛媛同友会 事務局長）



今治支部６月例会

四国中央支部６月例会

「永遠のテーマ」を解決する。
「人の不完全さを認め多様性を認める」社会づくり
「ライブサイクル支援」への挑戦

経営指針の実践で良い会社をつくろう
～良い仕事づくりが良い人材を育てる
！～

■報告者 米田 順哉 氏
NPO法人家族支援フォーラム 理事長
（愛媛同友会 理事・松山支部幹事長）

■報告者 平野 啓三 氏
㈱平野 代表取締役
（愛媛同友会 理事 中小企業憲章・条例本部長、
今治支部 幹事）

●と き/６月19日㈬
●参加人数/20名
●ところ/今治地域地場産業振興センター

●と き／６月17日㈪
●参加人数／17名
●ところ／ホテルグランフォーレ

信託銀行に勤めてからの10年間で、父母を亡くし、ダウ
ン症の弟と２人、『親なき後の知的障害者の生活』という永
遠のテーマに直面します。
現在45歳の弟さんは、障害が重く「働く」というカテゴリー
のことはできませんが生活介護事業で、NPO法人家族支援
フォーラムが運営する「夢ポケット」の生活介護事業にて
日中活動を行なっています。
障害者が学校を卒業して、圧倒的多数の人が親と過ごす
生活。これでは夢も希望もない。障害者が安心して日中活
動できる施設をつくろうと考えたのは父でした。行政とか
けあい、募金を集め、福祉法人をたちあげ、旗をふって「つ
くし園」を立ち上げます。しかし3ヶ月後にガンであること
がわかります。やがて母もガンになります。母は「弟を自
分の家庭でかかえてはならない」と告げました。
そして三井信託銀行を退社し、松山に戻ります。兄弟、
親がなくなったあと、「障害者はどうやって生活していくの
か？」それが目の前で「永遠のテーマ」となります。
障害のある人が本人の望む豊かな地域生活を継続できる
にように支援して行く。その為には「暮らす」「働く」「楽
しむの」三要素に、
「今」という横串を通したい。そして「人
生」という縦串を通し、安心と希望のインフラとライフサ
イクルを支援。障害者の一生を支援すると心に刻みます。
障害者が、お金を稼いで、何かを買う。なんのために働
くのか？人からあてにされる経験がないから、人をあてに
する経験もない。働く現場で「おいしかったよ、また来るよ」
と声をかけられる。これでいい！という自己肯定感ができ、
ありがとうという感謝が生まれる。そして、給料で映画に
行けば人生を楽しむという、次のステージが生まれる。
同友会で学びました。地域が活力と包容力がなければそ
れは実現しないと。そのために中小企業振興基本条例にも
こだわっています。経
営は「社会性」を認識
し「人間性」を尊重し
「科学性」を追求する
こと。科学性という、
戦略、分析、組立を今
後も同友会を通じて学
んで行きたいです。
米田順哉さん、あり
報告する米田さん
がとうございました。
寄稿：渡部雅泰さん（クレストデジタルズ㈱／松山第１支部）

株式会社平野の経営は、平野さんが手にする経営
指針書が全てである。今期が第31期になる株式会社
平野の経営指針書には、各社員の筆圧の強い手書き
の目標が何ページにもわたって掲載されており、平
野さんの目指す「地域になくてはならない企業に」
に向かって全社を挙げて取り組む様が、その指針書
から強烈に伝わってくる。理念を共有する社員一人
一人が、自律し役割を担いながら、社員自身が物心
共に満足し、一緒に経営に参画していくための仕組
みづくりがしっかりと社内に浸透していることが
伺えた。
株式会社平野には、社員教育、調剤業務の質の向
上、ヘルスケア支援、在宅訪問、エコ活動等、数多
くの社内委員会を設けており、変化し続ける時代
の波に即応出来るよう、様々な情報や知識を社員
自身が身につける体制が確立できている。こうし
た仕組みが、安定した経営基盤づくりや人財育成、
新卒定期採用などの人事戦略を積極的に実践し続
けることができているという平野さんの報告内容
に、私自身大変納得するとともに、
「行動せねば！」
と自身を奮起させた参加の会員は多かったのでは
ないかと思う。
平野さんは、経営指針書は作りっぱなしではダ
メ。毎年改訂、改訂を繰り返し、自社を変革させて
いく必要性を強く説いている。また、経営者として
今何をしなければならないのかを常に自問し考え、
社員と共に学び実
践することの必要
性を訴えて話を終
えた。
四国中央支部が
新役員体制になっ
て初めて開催され
報告する平野さん、
た例会として、平
右は座長の森実大知さん
野さんの報告によ
り素晴らしいスタートを切ることができた。
寄稿：森実大知さん（㈲森実工業／四国中央支部）



氏

「人は運命と如何に向き合うか」

秋 川 保 親

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長

人は時代の子です、生まれる時代も国も選べない。どんな

に辛く苦しくても、そこに「生き甲斐」を見つけて生きてい

くしかないのです。精神科医の神谷美恵子さんの著書に「人

間が生きて行くために、生き甲斐ほど必要なものはない。そ

れゆえに人間から生き甲斐を奪うほど残酷なことはなく、人

間に生き甲斐を与えるほど大きな愛はない」と書かれていま

す。第二次大戦中、ナチスの強制収容所を生き抜いたフラン

クル博士は、人は運命や宿命と如何に向き合い人生の荒波を

渡っていけばよいのか多くの至言を残しています。その中に

「貴方が人生に絶望しても、人生は貴方に絶望してはいないの

です。貴方を待っている誰かが、何かが、何処かにある」「人

間は二つの面を持っている。 １００％悪人や １００％善人も

居ない。悪いことをしたくなる心をコントロールするのが人

間の精神性です」「可能なら運命を変える・不可能なら運命を

引き受ける。人間は宿命に抵抗する自由性もあるのだ」「苦し

い時に自分の事は脇に置いて人のために何かをすることで逆

がいたら、泳げる人なら飛び込むだろう、その前に溺れてい

に自分自身の生きる意味が見えてくる」「海で溺れている子供

る子供の国籍や宗教は聞かないだろう」。時代が大きく動こう

生きているのか、何処に向かって歩もうとしているのかを確

としている時、一人一人が足元を見つめ、自分は何のために

かめることが必要だと思います。

⑩
変化し続けること
愛媛同友会

環境問題副委員長

守 谷 和 久

今から15年ほど前に、宮崎県シーガイヤコンベンションセンターで「同友会の全国大会」が開催さ
れ、私は出席を予定していた。あまり全国大会への参加は多くない私を、行こうと決心させたのは、一
人の東京の同友会メンバーに会うこと、それが理由であった。その大会に参加を予定していた一人の経
営者に会って、お願いすることがあった。そのためだけの参加であり、それ以外は興味の対象外であった。
松山から博多に飛んで、また宮崎に飛んでそれからタクシーで目的地のシーガイヤに着いた。時間も、費用も想像した3倍近く必要と
した。軽くハワイ4泊6日できる程である。まったく！！
その頃、私には建設コンサルタント業から、新たな事業を起こす必要に迫られていた。まだ50歳くらいで沈んでは居られなかった。
未来は、
「ISOのコンサルタント業」とほぼ決めていたが、業としているのは東京に数人いる程度の業界であった。そのお一人が、グロー
バルテクノの砂川社長であった。頼る人も他に居なく、すがるような気持ちで直訴を決行した。
彼は、写真で知る程度であったが、会える可能性のある分科会で無事、面会を果たすことが出来た。私は必死だった。「砂川社長が
やっているお仕事を手伝わせてください！」これがお願い事の全てであった。その返事は「一度、私の会社へおいでください」であっ
た。この1~2分で私のそれからの15年間の方向が決まった瞬間でもあった。その大会の後、すぐ東京で砂川社長と面会して、四国営
業所を名乗ることなどなどスムースに契約することが出来た。四国で初めてと思っているが、「ISOコンサルタント業」で再出発する
ことが出来た。
このように、全国大会を利用することも「あり」なのかと考えている。同友会には多くの有益な情報が散らばっている。その時はチャ
ンスと思っただけで、「ハワイへ行けたのに・・・」と考える余裕は一切なかった。

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 （16名）
小野

英明（おの

山口

ひであき）

（６/20〜７/20）

雪野（やまぐち

ゆきの）

1972年５月２日生まれ 松山第１地区会
スマフォドクター愛媛・松山店 店主 iphone・ipad
の修理・カスタム 中古携帯電話の買取・販売
〒790-0823 松山市清水町3丁目64-10池内ビル１F東
TEL(089)908-9219 FAX(089)908-9219
紹介者／㈱フェローシステム 三好 大助

1979年６月30日生まれ 松山第1地区会
リラクゼーションアクア 代表 リラクゼーション(整体・
アロママッサージ体質改善指導(ブリージングストレッチ)
〒791-0242 松山市北梅本2766-4 ハーブガーデン「ロコ」内
TEL(0120)960-327 FAX(089)993-8337
紹介者／㈱フェローシステム 三好 大助

小椋

森山

宣長（おぐら

よしたけ）

照文（もりやま

てるふみ）

1976年12月２日生まれ 松山第１地区会
木地屋林業㈱ 専務取締役 林業・不動産賃貸
〒790-0001 松山市一番町1丁目1-2
TEL(089)945-2855 FAX(089)945-2878
紹介者／㈱フェローシステム 三好 大助
熊野 輝彦（くまの てるひこ）

1981年７月17日生まれ 松山第1地区会
家庭教師派遣協会 営業・広報統括部長 家庭教師の派遣業
〒790-0807 松山市平和通2丁目3-1
TEL(089)946-0065 FAX(089)946-0065
紹介者／㈱フェローシステム 三好 大助
鈴木 誠一（すずき せいいち）

1966年３月８日生まれ 四国中央支部
ダスキン あたッく 代表 清掃用品レンタル
〒799-0422 四国中央市中之庄1664
TEL(0896)24-5596 FAX(0896)24-5592
紹介者／㈱かがやき総合保険企画 中泉 輝彦

1961年８月31日生まれ 四国中央支部
㈲エンジェルファミリー 代表取締役 調剤薬局
〒799-0113 四国中央市妻鳥町1665-1
TEL(0896)59-1356 FAX(0896)59-1357
紹介者／㈱こもだ寝装 菰田 晃伸

会員掲示板

住所変更

会 員／大西 由季
（松山第１地区会）
企業名／design noen
新住所／〒790-0804 松山市中一万町７-８

女性委員会報告

「えひめの地から｣

in

㈱フェローシステム内

仙台活動報告

６月の委員会は、会以外の方も交えた ｢えひめの地から｣ として東北復興支援活動、｢シンデレラプラン｣ の実施です。
昨年10月に被災地を実際に訪問して、この地に必要なこと、
私たちにできることとして、
癒し、
楽しさを生む ｢シンデレラプラン」
の実施をお約束して帰松しました。 被災して何もかも、思い出の物（結婚式の写真）もなくしてしまった方たちにドレスを着
ていただき、プロのカメラマンが写真撮影し、額に入れてプレゼントするというものです。
６月21日仙台入り。打ち合わせ。夜は前回もお世話になった若林区かすみ町の方たちと懇親交流会。
22日には南三陸町の高橋精機で実施。３名の方にドレスを着ていただきました。１組は式も挙げてなく、でも当日はお母さん
が一番前の席で涙ながらに喜ばれていました。３人でしたが、私たちにはプロの着付け、髪づくりなど勉強になりました。会場
を提供いただいた高橋精機さんに仕事がありだしたというのも、嬉しいニュースでした。
23日は蒲町コミュニティーセンターで実施。25名＋αにドレスを着ていただき、集まったギャラリーは100名。用意した30着
の衣装は、サイズが…の危惧もなくスムースに着られました。それぞれお似合いの衣装に、髪飾り、アクセサリーを付け満面の
笑みで胸を張り、ギャラリーの中央を堂々と舞台に進まれました。成功！
仙台のイヴェント・企画会社の菊池さん・民生委員の皆さん・演歌歌手・馬頭琴の奏者その他地域の方々＆私たちの協力に依
る物です。皆さん喜んで楽しんでくれましたが、一番楽しんだのは私たち９名です。この日を目指して何度も打ち合わせをしま
した。		
後日、反省会を行い、来年のチャリティー・シンデレラプラン実施に繋げていくことを確認しました。
小田美恵会長のもと10年間の活動と被災地の１日でも早い復興を祈っています。会員の皆さんにもご協力ありがとうございま
した。
【愛媛同友会の参加者】小田美恵、河野聡子、東 万里子、樋田なおみ、本田美紀、村松つね


（寄稿：東 万里子さん）

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



2013年度

愛媛同友会第４回理事会

【日 時】 2013年７月９日（火）18時30分～20時45分
【会
【出席者】 25名
【委任状提出】 12通
【議 長】 平野啓三
【議事録作成者】 大北雅浩

開会挨拶：平野啓三
梅雨が開けた途端に暑い日が続いています。体調管理に
はくれぐれもお気を付け下さい。今月は参議院選挙があり
ます。消費税やＴＰＰなど、中小企業に影響の大きい問題
が多くありますので、しっかり考えて選択する必要があり
ます。苦しい状況も乗り越えていける強い体質をつくるた
めに、同友会で学んでいきましょう。今日は会員増強をは
じめとして、理事会全体で取り組んでいく議題が多くあり
ます。積極的な議論をお願いします。
報告・承認事項
＜報告事項＞
１）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。
２）各委員会活動・計画について、各担当者から報告があ
りました。
３）委員会登録の現状について、事務局から報告がありま
した。
４）全国・他団体行事について、事務局から報告がありま
した。
５）第１回合同企業説明会の進捗状況について、共同求人
委員会から報告がありました。
６）東温市地域雇用創造協議会から受託した「総合スキル
養成セミナー」（昨年度から継続）について、事務局
から報告がありました
７）愛媛県協働型人材育成コラボ会について、事務局から
報告がありました。
８）中四国ブロック代表者＆支部長交流会の開催結果につ
いて、事務局から報告がありました。
＜承認事項＞
１）入会・退会の承認・・・第２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）情報モラル啓発セミナーの後援を承認しました。

議事録

場】 アイテムえひめ

グループ討論
増強本部から「第5次中期ビジョンに掲げている『2017年
度に会員500名』の実現に向けて、毎年60名の純増が必要
です。会員が増えると共に、退会者が出ない体質を作って
いく必要があります。そのために、どのように新入会員を
増やすか、そして新入会員をどうフォローしていくか、戦
略的に考えましょう」との問題提起があり、グループ討論
を行いました。
討論テーマ：2013年度の会員増強に、どう取り組むか
各グループからの意見：「新入会員に対するオリエンテー
ションが必要。同友会の活用方法について、知ってもらう
必要がある」「新入会員にスポットが当たる機会を増やす。
例えば例会などで自己紹介の時間を設ける」「同友会で学
ぶことで会社が良くなったという事例を、分かりやすく会
外にも示していく」「支部を超えて、愛媛同友会全体で増
強するという意識を持つため、毎回の理事会・幹事会で現
状をきちんと報告する」といった意見が出ました。
鎌田哲雄・専務理事からの報告
鎌田哲雄・専務理事から、病状と今後の対策について、報
告がありました。また、「同友会運動を通して社会に貢献
することが、ひいては自社の業績向上にも繋がるとの自覚
を持っているのが、同友会の会員。このような経営者の皆
さんと一緒に仕事ができることを誇りに思います。28年間、
同友会に関わってきた愛着と感謝を、改めて強く感じてい
ます」との報告がありました。７月・８月については引き
続き自宅療養し、９月からの復帰を目指しています。
閉会挨拶：大野栄一
今日のグループ討論では、5年後の800名に向けて、会員
を増やすことと会員を辞めさせないことのどちらも大切で
あることを再確認できました。そのための仕組みづくり
を、増強本部が中心となって進めていきます。また、今日
は久しぶりに鎌田専務理事の元気な姿を見ることができま
した。私たちは鎌田さんの生き様に刺激を受けながら同友
会運動に取り組んできました。今、それを鎌田さんから大
北事務局長が受け継いでいます。一緒に、愛媛同友会を盛
り上げていきましょう。
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