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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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中同協 第45回定時総会 in 宮崎
7月11日・12日、全国から950名が参加！
７月11日
（木）
・12日
（金）
、
宮崎県のシーガイヤコンベ
ンションセンターにおいて、
中同協第45回定時総会が開
催されました。
スローガンは「情勢を切
り開く強じんな企業づくり
を地域に広げよう ～企業
づくり・地域づくり・同友
会づくりを一体として地域
の再生と復興を～」。全体会
と17分科会を設置し、全国
から950名が参加して、交
流と学びを深め合いました。

全国の同友会から950名が参加しました

愛媛同友会からは10名が参加。共同求人活動や中小企業憲章、支部づくりなど、
関心のある分科会に参加し、それぞれに気付きを得ることができました。
愛媛から宮崎へは意外と
交通の便が悪く、車とフェ
リーで片道8時間程度かかり
ます。ですが、乗り合わせ
て移動した会員も多く、道
中でも交流を深めることが
できたようです。これもま
た、全国大会に参加する楽
しみの一つです。

地元食材を使った懇親会も盛り上がりました

〒791－8057 松山市大可賀2－1－28 アイテムえひめ

今回の会報では、参加し
た米田順哉会員による全国
総会レポートを6ページに掲
載しています。ぜひ、ご覧
ください。

TEL（089）968－3112 FAX（089）968－3107
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松山支部７月例会

伊予松前支部例会

『日東流個店主義』地域の食品スーパー

「永遠のテーマ」を解決する

～おいしい、楽しい、健康を地域と共に～

～「経営は想いだけではできない！」
家族支援フォーラムの戦略ストーリー～

■報告者 東 万里子 氏
㈱日東物産 代表取締役
（愛媛同友会 松山支部 理事

女性委員会委員長）

●と き／7月23日㈫
●参加人数／65名
●ところ／えひめ共済会館
東さんは、幼少

援フォーラムの米田さんです。これまで他支部でも報

に励んだ農作業や

告をしてこられた米田さんにお願いをしました。
「今

小学校時代に遊び

までにない内容の発表にしてください」
。かなり無茶

の中からの気づき

なお願いを快諾してくださった米田さんの報告は、と

や閃きにより、努

てもすばらしいものでした。

力を積み重ねるこ
合うことの大切さ

●と き／７月19日㈮
●参加人数／29名
●ところ／ピュアフル松山
伊予松前支部８月例会の報告者は、NPO法人家族支

の頃より両親と共

とや共に力を寄せ

■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）

報告する東さん、
右は座長の弓立公司さん

を学び、さらに知恵と工夫で、より効率的な物事を進
めるノウハウを学んだといいます。こうした経験は、
粘り強く努力される東さんの持ち味と合わせて、今日
の競争激化時代の環境の中、時代の変化を読み解き、
切り開くカギを掴む能力を開花させ、今日のスーパー
日東の発展つくる原動力となったように感じました。
ご両親は、
農家からスーパー日東の前進であった「東
（あずま）商店」へと生業転換。さらに積み重ねた苦
労の末に「スーパー日東」第一号店出店。そうした中
で、東さんは2004年、文字通りスーパー日東＝株式会
社日東物産の代表取締役となり、現在進めている久米
店の新築立替では、社員の声を設計レイアウトに生か
すなどさらなる次代を切り開く、日東流個店主義を模
索しているといいます。
また、一方で、1995年９月には、同友会に入会。そ
の根底には、
『経営者こそがまず勉強を』と教育費の
90％を自己革新のために投資し、身をもって、現場主
義を貫く姿勢で今日まで進めてこられています。
「10年後の自社のために、今、何をしますか？」を
テーマにしたグループ討論では、変化の激しい時代に
向き合う人材育成、人と人とのつながりの大切さ、次
世代継承のための準備、理念の見える化、業界再編や

これまでの米田
さんの発表は、ま
ず理念があり、そ
れを達成する為の
方針・計画があり、
その結果、利益が
生み出され、会社
が上手く回ってい
くというものでし

報告する米田さん、
左は座長の山﨑剛さん

た。今回はその逆で
「長期利益
（５年以上継続するもの）
を生み出す為には」からスタートして、理念へとつな
がっていくという、タイトル通り「戦略ストーリー」
をご報告いただきました。
米田さんがとっておられる二つの戦略は、①ポジ
ショニング型（他社と違ったところに自社を位置付け
る）と②資源ベース型（自社の強みを生かし、他社に
対抗する）です。その結果、障害者の方々の「ライフ
サイクル支援」を実現し、そして「永遠のテーマ」を
解決するための礎となっているということでした。
そして米田さんは、企業は「戦略がなければ存続で
きない。理念がなければ存在する資格がない」という
言葉でまとめられました。そして、その言葉を二宮尊
徳の言葉を引用し「道徳のない経済は犯罪、経済の
ない道徳は寝言」
。すなわち「理念のない経営は犯罪、
経営のない理念は寝言」である。すなわち、
「理念経

時代の変化への機敏な対応、理念づくりの大切さなど

営と戦略的経営は両輪である」というまとめとなりま

のキーワードが出され、改めて、同友会の3つの目的

した。

を再認識させる例会となりました。
寄稿：竹村義則さん（コープえひめ／松山支部第３地区会）

とても力強い素晴らしい報告でした。
寄稿：山﨑剛さん（協和パックス㈱／伊予松前支部）
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東温支部例会

今治支部例会

企業発展の法則

新事業構想の考え方と進め方

～企業変革支援プログラムを活用しよう
！～
■報告者 川崎 一輝 氏
愛媛故繊維再生㈱ 取締役
（愛媛同友会理事・東温支部 副支部長、経営労働委員）
東温支部７月例会のテーマは「企業変革支援プログ
ラムを活用しよう」
。このお題に、東温支部副支部長
の川崎さんの熱い報告が行われました。
経営労働委員会の委員会活動にも参加されてる川崎
さんから、経営指針成文化の重要性、企業変革プログ
ラムの活用方法の説明がありました。
「企業変革プロ
グラムは会社の健康診断」と言うフレーズを述べられ
た時、川崎さんのメガネの奥の瞳がキラリと光ってい
ました。
殆どの方が、年に一回は健康診断をされている事で
しょう。例外なく僕もしています。年齢と共に色々な
所が弱ってきています…最近は尿酸値が高いなんて事
も言われました。ビールを控えなさいなんて拷問に値
する様な事を先生は平気でおっしゃります。今ではプ
リン体の少ないビールも売られていますが…。
そんな事はさて置き、企業変革プログラムを実施す
る事によって、自社の強み、弱みがチャートグラフ
によって示され、やらなければいけない事が明確に
なってきます。これを幹部社員や社員の皆さんとやれ
ば、皆が考えている事が結構如実に表れるのではない
でしょうか？これを基に、経営指針の見直しを継続す
る事が大切とのことです。10年継続されている会社は
ほんの一握りと言うデータもあるそうです。皆さんも
やってみては如何でしょうか？“いつやるんですか？”
寄稿：杉原竜太さん（㈲杉盛工務店／東温支部）

報告する川崎さん、左は座長の藤岡貞雄さん

■報告者 田中 正志 氏
義農味噌㈱ 代表取締役
（愛媛同友会 理事・増強本部長）
●と き／7月17日㈬
●参加人数／22名
●ところ／今治地域地場産業振興センター
「社長にしかでき
ない仕事は、決定す
ることと、撤退を決
めること。決定権と
は、結果に対して責
任を取る人だけが持
つ権利だ」の言葉で
始まった例会。
1996年 ま で 売 上
報告する田中さん
も、利益も伸び続け
ました。しかし大型店舗の安売り等で2003年まで毎年
ダウン。その間にやったことは社長主導のモノマネの
商品開発でした。
当時の事務局長・鎌田さんから「社員とともに商品
開発をしたらどうか」との提案がありました。社員と
一緒の開発スピードは約10倍かかります。しかし商品
への思いの浸透度はどうかといえば50倍くらいになり
した。社員が開発のプロセス、味のこと、デザイン、
値段の決め方にいたるまで関わることが財産に変わり
ました。そして「伊予さつま」が誕生。
商品開発ができる人との出会いがあり。ドレッシン
グ全国展開へ。そのことで学んだのは「売れないのは、
人が知らないから」ということ。そして産直市のネッ
トワークの中に飛び込んでいき、サービスエリアを
含めて100ヶ所以上の販売先を見つけました。しかし、
このビジネスモデルも頭打ちになって行きます。
現在取り組んでいる商品は地元からの発信。
売るところがない、そして気づいたのが『郵パック』
のネットワーク。
「焼肉のたれ（もみダレが特色）
」を開発。わが社が
下請けでなく、胴元になろうと決断。タレだけを販売
するのでなく、肉を仕入れて、メーカーになれば売上
が10倍になる。ネーミングを考え、四国郵パックに売
り込み。九州、近畿、北陸へとマーケットを拡大。次
はミートソースのタレを開発中。
さらなる次の一手は、ドレッシング販売でできた
100ヶ所以上のネットワークに、ギノーみそを広めて
いくこと。店頭で「ふるまい」をやっています。これ
も最初から、味噌で、はいっていったら無理だった。
ドレッシングで努力した数年間があって、人間関係が
あったからです。
キーワードは「小さく植えて、大きく育てる」
強みは、
「値段を自分で決められる」
「大手がしない
ことを考える」
「おいしさにこだわる」
。
寄稿：渡部雅泰さん（クレストデジタルズ㈱／松山支部第1地区会）
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女性委員会報告

四国中央支部７月例会
みんなが幸せになる
「本物の経営理念」をつくろう
！
～やりがいと業績アップが両立しない理念はホンモノではない！～
■報告者 玉井 和幸 氏
パートナーシップ経営塾 代表
（愛媛同友会 松山支部会員）
●と き／７月17日㈬
●参加人数／18名
●ところ／ホテル グランフォーレ
①経営理念では、飯は食えない。②理念をかかげて
いると、かえって仕事の邪魔になる。③理念を見ても、
元気が出ない。
「こんな人がいたら、手を挙げてください！」の言葉
でスタートした7月例会。報告者は、たまちゃんこと、
玉井和幸さん。
たまちゃんいわく、経営理念には、二つの要素が必
要とのこと。
まず１つが、経営者自身、社員さん、協力会社の人
も含めてのなりたい人生、どんな生活をしたいのか、
＜未来像＞が、書き込まれていること。これが、やる
気の源にもなります。
２つ目が、それを支えてくれるお客様＜スポンサー＞
の期待に、どのようにしてこたえ続けるのか。（お客様
は、自分のなりたい人生、実現のため、最もメリット
の高い会社だけで買うため）
この二つの要素を入れ、夢、ビジョンを合言葉にし
たものが、経営理念！と教えてくれました。
確かに、こう考えると、経営理念を見ると元気ハツ
ラツになり、会社に絶対に必要なものと今理念のない
私も感じました。
たまちゃん、カンタンで、わかりやすく教えてくれて、
ありがとう。さすがです。
寄稿：土岐泰弘さん（㈲土岐家具店／四国中央支部）

●日
●場
●講

時：2013年7月17日㈬
所：松山市 NPO法人こころ塾
師：秋川 保親 先生

「財務諸表を読み解くシリーズ」（全２回） 今回は第
２回目「決算書は宝の山！！」というテーマでの勉強
会でした。
実際に、スーパー日東さんの決算書を元に見方・読
み解き方を勉強しました。
秋川先生より、今こそ経営者はどんな状況下にあっ
ても、時代を見る目を養わないといけない。そして、
自覚と知識を持つことがとても大事であると教えて頂
きました。
今回の選挙で自民党が圧勝し、世間では株が値上が
りした、景気が良くなってきたと騒がれていますが、
実際どれだけの企業と国民が本当にそのように感じて
いるのか…。
「アベノミクス」という言葉だけが一人歩きしている
感は否めません。
今回の勉強会で、経営者は時代に振り回されない確
固たる信念が必要であると感じました。
毎回、秋川先生より旬の情報、面白い情報を聞かせ
て頂き驚くことしきりでした。
例えば、同じ年商に対し法人と個人との所得税の差
を具体的に数字で示して、どれだけ節税出来るか教え
て頂き、知っている経営者と知らない経営者とでは大
きな違いがあるとのことでした。
私は去年会社を立ち上げ決算書のない状態での参加
でしたが、今回学びましたことを元に、是非決算書作
成に活かせたいと思っております。そして決算書が読
める経営者になりたいと強く思いました。
このような実りある勉強会に参加させて頂きました
こと、とても感謝いたします。
ありがとうございました。
（文責

株式会社ティマール

参加者：東、村松、村松、伊達、 米田

報告者の玉井さん、左は座長の大黒あゆみさん

伊達

由美子）

岩熊、川崎
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2013年度 ビジネスベーシックセミナー開講
４社から上司と部下15名が受講！
８月３日（土）
・10日（土）
、アイテムえひめにおいて、社員教育委
員会が企画・運営する2013年度ビジネスベーシックセミナー（以下、
BBS）を開講しました。
BBSは、
「企業の現場に教育力を」をキーワードとして、上司と部
下が一緒に受講することが特徴のセミナーです。上司には育成力を、
部下にはビジネスの基礎やマナーを学んでいただきます。
第1講の講師は木曽千草さん（㈲能力開発システム研究所 代表取締
役／愛媛同友会会員）
。
「ライフバリューを知り、相互理解を深める」
をテーマとして、自分自身の「人生の価値観」について知るところか
らスタートしました。そして、その価値観について相手に伝えること
挨拶をする渡部伸哉・社員教育委員長
で、相互理解を深めました。
第２講の講師は玉井和幸さん（パートナーシップ経営塾 代表／愛媛同友会会員）
。
「自分の仕事の意味と
価値と素晴らしさを知ろう」というテーマに基づき、自分の夢（どんな人生を生きたいか、どんな生活を
したいか）からスタートして、そのために自社の経営理念を理解して
仕事に取り組んでいくことの大切さを学びました。
第1講の最初はぎこちなく自己紹介をしていた受講生の皆さんです
が、次第に笑顔で言葉を交わすようになり、第2講の最後には「この
セミナーを受講させてくれた社長に感謝しています」といった声を聞
くことができました。
今後、９月には同友会大学、12月には経営指針成文化セミナーがス
タートする予定です。同友会における一貫した学びの場として、皆さ
んの参加をお待ちしています！
第1講 講師：木曽さん

自分の「人生の価値観」を知り、
相互理解を深めました

2013年度
通番
1

氏
竹内

名
英喜

第2講 講師：玉井さん

自分の夢と自社の経営理念の
関係について考えました

ビジネスベーシックセミナー受講生名簿
企業名
オチ工業㈱

上司/部下（勤続年数）
上司（4年）

通番
9

氏

名

岩本

真樹

４社・15名（順不同・敬称略）
企業名
㈱えひめセレモニー

上司/部下（勤続年数）
部下

営業（1ヵ月）

2

曽我部秀行

オチ工業㈱

上司（6年）

10 木村

重美

㈱えひめセレモニー

部下

営業（2ヵ月）

3

越智

和樹

オチ工業㈱

部下（1年）

11 新居田道晴

㈱パステムマツザワ

上司

営業部（12年）

4

青野

洋平

オチ工業㈱

部下（0年）

12 村上

莉沙

㈱パステムマツザワ

部下

事務部（1年）

5

木村多恵子

㈱えひめセレモニー

上司

営業（12年）

13 横山

翔太

㈱パステムマツザワ

部下

商品センター部（半年）

6

中島

りか

㈱えひめセレモニー

部下

営業（1年）

14 渡部

啓二

㈲三和興産

上司

工事部（７年）

7

片側

重明

㈱えひめセレモニー

部下

営業（2ヵ月）

15 越智

直也

㈲三和興産

部下

工事部（２年）

8

城山

泉

㈱えひめセレモニー

部下

営業（4ヵ月）
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中同協

第41回 定時総会in宮崎 参加レポート

今年の中小企業家同友会全国協議会の定時総会は、宮崎県で
の開催でした。早朝５時15分に㈱ナカフードサービスの中 周作
さんと松山を出発、途中、㈲キホクの上田剛士さんと合流し、
三崎港からフェリーで大分県佐賀関に上陸です。会場となるシー
ガイヤコンベンションセンターまでは車で4時間かかります。車
中では、経営者３人の熱い経営談義もさることながら、好きな
女性芸能人の名前を挙げて、その魅力を熱く語り合いながら会
場に到着しました。
米田さんが参加した第９分科会
13時から全体会が、14
時半から分科会がスタート。分科会で心に残ったのは、駒澤大
学の吉田敬一先生の言葉です。
「ドイツでは大量生産でグローバ
ル展開するフォルクスワーゲンと大量生産を目指さずローカル
展開するポルシェが両立している。これからの経済は、グロー
バル循環とローカル循環が両立しなければならない。中小企業
が発展して大企業に成長するという近代化論から脱却して、大
分科会毎の配席で交流を深めた懇親会
企業中心のグローバル循環と中小企業中心のローカル循環が両
立するダブルスタンダードを政策として確立する必要がある。中小企業憲章の意義はその点にあり、だ
から国会決議が必要なのだ」という趣旨で、今後の日本経済の枠組みを考える上で、重要な示唆だと感
じました。
その後の懇親会は、分科会毎でテーブルがセットされていたので、分科会で知り合った人と親睦が深
められてとても良い会でした。料理はさすが食の宮崎、特に宮崎牛のローストビーフは感動モノで、柔
らかくて何枚でもイケてしまう逸品でした。
２日目の全体会でも、２日目には珍しくグループ討論が行わ
れ、広浜泰久・中同協幹事長から①「同友会運動の全てを企業
作りと自分自身の成長につなげていく。
（実践が全て）
」②「地
域作りに主体的に取り組んでいく」③「同友会の良さをもっと
もっと広げていこう」というまとめがあり、全ての議案が可決
されました。
定時総会が他の全国大会と異なるのは、
「日本経済の中の同友
会」という視点が色濃いことです。未体験の方は来年の新潟総
２日目の大グループ討論
会へ是非参加してください。“目から鱗”は請け負いです。
寄稿：米田順哉さん（NPO法人家族支援フォーラム／松山支部第1地区会）
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 ㈹
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松山第１地区

1958年5月19日生まれ
エステスペース Ｔ.Ｊ.M

代表

(有)ノリテック
TEL(08９)922-3916

ＴＥＬ(089)914-5501

治行

松

つ

「心身症に対応する具体的ポイント」
村

ＮＰＯ法人こころ塾
代表理事

ね

夏

人家族でしたが、春に第二子が誕生し

こころ塾にある日、異動してきた社員の様子が気になるのだが…という上司の方
からの相談電話がありました。
無口でおとなしいAさんは、妻と子供の

ました。そしてその子供に生まれながらの病気があることが分かったのです。

になりAさんは、吐き気を感じるようになりました。出勤前、昼休み、帰宅前が特

にひどいのですが、本当に吐くようなことはないため「夏バテしたのかなぁ」と言っ
ていました。

ところが秋になっても改善しません。さすがにおかしいと思い、かかりつけの内

科に行きましたが検査結果は問題なし。一向に改善が見られず、心配した上司から「心
療内科を勧めたほうがいいか」というこころ塾への相談です。

Aさんは、異動と子供の病気、そして子供のことで手一杯の妻への気配りといく

つ も の ス ト レ ス を 抱 え、 そ れ が 体 調 に 影 響 し て い る 可 能 性 が あ る と 思 わ れ ま し た。
上司の方の人柄もあり、そのまま気遣いをAさんに伝えることを支持しました。

心身症はストレスが身体疾患に深く関与していますが、多くの場合は自覚があり
ません。
に状

体で学んで

伝えられる

が特徴です。

況を見ている同僚

川の水かさが増してきたり、水温が下がってきたりしていても、川で夢中で泳い
で い る 本 人 は 気 付 き に く く、 む し ろ 周 囲 で 冷 静
や上司が本人のストレスに気付くことが多いの
上司や同僚の気付きと気配りがきちんと相手に
職場であるためには、まずストレスとその影響を会社全
おく必要があります。そして更にプライベートの
悩みなども話せる相談窓口を紹介できる体制
ができていれば、たとえ心身症になったとし

大洲事務所

3

ても社員さんの回復は、早いです。社長さん

四国の躍進は地域企業と法律家の連携で

⑭
もまずは、メンタルヘルス研修を。

☎ 0893－59－0353

☎ 089－907－5601

たいよう

弁護士法人

愛媛県

松山事務所

愛媛県

代表弁護士／吉村紀行・和田資篤

愛媛県弁護士会所属

FAX(089)922-3916

篠原
万里子

紹介者／㈱エスディー企画設計
東
紹介者／㈱日東物産

ＦＡＸ(089)914-5503

〒790-0912

福祉サービス業
代表取締役

1953年３月２日生まれ

東温支部

今井
エステ

松山市畑寺町丙68-1
〒791-8022 松山市美沢２丁目1-16

のりこ）

典子（いまい
くみこ）

久美子（つだ
津田

（7/21〜8/21）

新入会員ご紹介・会員消息 （２名）
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201３年度

愛媛同友会

第５回理事会

【日 時】 2013年８月13日（月）18時30分～20時10分
【会
【出席者】 17名
【委任状提出】 20通
【議 長】 大北雅浩
【議事録作成者】 大北雅浩

開会挨拶：越智堅太郎
暑い日が続いています。経営者として、自分自身はもち

テ ー マ：2013年度の「年間純増60名」の目標実現に向け
て、どのような取り組みをするか
問題提起：田中正志・増強本部長、佐藤慎輔・増強戦略担

り組みに関する協議が主な議題です。確実に目標を実現で
きるよう、真剣に議論しましょう。
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）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）第１回合同企業説明会の開催結果について、事務局か
ら報告がありました。
５）第３回経営フォーラムの構想について、事務局から現

場】 アイテムえひめ

協議事項

ろんですが、社員さんの体調にも気を付けて仕事をしてい
きましょう。今日の理事会は会員増強に向けた具体的な取

議事録

当理事
各支部の８月幹事会で協議した増強への取組みについ
て、意見を述べ合いました。
集まった内容を増強本部でまとめて方針を固め、代表理
事・本部長会議ではかったうえで、次回の理事会で提案し
ます。
閉会挨拶：大野栄一
今日、ご協議いただいたとおり、「純増60名」を目指す
には、入会人数を増やすだけでなく、退会人数を減らすこ
とが重要です。そのためには、新会員に対するフォローが
不可欠です。かつて、バブル崩壊の時期に、愛媛同友会も
会員が大きく減ったことがありました。退会の理由を分析
したところ、「本業の経営が苦しい時に同

友会運動どこ

状報告がありました。次回理事会で具体的に報告をし

ろではない」という声もありました。そのような人が退会

ます。

したくないと感じるのは、入会していることで「役に立つ

６）中同協・経営労働問題全国交流会（徳島）について、 会」「助かる会」「あてになる会」です。会員の役に立つ例
事務局と大野代表理事から参加の呼び掛けがありま
した。
７）愛媛県協働型人材育成コラボ会が開催するセミナーに
ついて、事務局から参加呼び掛けがありました。
＜承認事項＞
１）入会・退会の承認…第５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。

会やセミナーを企画・運営していきましょう。
● 2013 年度

第６回理事会●

日時：９月10日（火） 18時30分から
会場：アイテムえひめ

４階会議室

※同日17時から、アイテムえひめ３階の同友会会議室で、
代表理事・本部長会議を開催します。

障害年金お任せ下さい!

無料相談会
実施中！

■知的障害・うつ病でも障害年金はもらえるの？
■障害年金の請求手続きがうまくいかない！
■書類作成や手続きが煩雑である！など多くの
「悩み」や「不安」を抱えている方は今すぐご相談ください！

平日9：00～18：00 土曜日も相談ＯＫ！

愛媛・香川障害年金相談センター
TEL：０８９６-５６-６２８２

愛媛 障害年金

まずは
検索!
検索

