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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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2013年度 増強月間がスタート！
２月までに会員数560名を実現しよう！
会員皆様へ！ 〜会員候補者をご紹介ください〜
愛媛同友会は９月10日（火）開催の第６回理事会において、増強月間を設定して、
2013年度の目標である「会員純増60名＝会員数560名」に向けて具体的な取り組
みをスタートすることを確認しました。
＜増強月間＞2013年９月11日(理事会翌日)～2014年２月(経営フォーラム）
＜各支部増強目標(第29回定時総会議案書より)＞
松山第１地区会：38名、松山第２地区会：11名、松山第３地区会：19名、伊予松前：
５名、東温：15名、今治：20名、
四国中央：７名 →合計：115名
＜2013年度 目標会員数＞
560名（60名の純増）
グループ討論では、
「各支部で新会員
向けのオリエンテーションを開催する」
「仕事を通した関係づくりとして、支部
を超えた企業連携を推進する。そのため
に、サロン的な交流の場を創設し、会員
外の人も巻き込んでいく」
「例会情報を
会員以外にも発信していくことで、ゲス
ト参加を増やす」
「会報誌やメールなど
で増強の現状と各支部の取組み、成功事
例などを共有していく」
「自社のＨＰや
名刺に愛媛同友会会員であることを記載
して、知名度の向上を図る」…といった
意見が集まり、理事会・各支部・各委員
会で、この取り組みを実施していくこと
としました。
会員の皆さんはもちろん、会員以外の
皆さんの発展も実現し、地域にとってな
くてはならない経営者団体を目指す上で
は、運動として増強に取り組むことが欠
かせません。皆さんお１人お１人のご協
力を、よろしくお願いします。
〒791−8057 松山市大可賀2−1−28 アイテムえひめ

佐藤慎輔・増強戦略担当理事の掛け声で
決意を固めました

愛媛同友会一丸となって、増強に取り組
みましょう！
TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107



松山支部８月例会

伊予松前支部８月例会

業界で生き残り率１％に打ち克った“非常識”
経営の秘訣

夢とやりがいを感じられる農業経営をめざして
ＤＯ ＹＯＵ 農？

■報告者 田尾 昭憲 氏
㈱ｆｉｔ ｇｒｏｕｐ ＣＥＯ
（愛媛同友会 理事・松山支部第１地区会幹事長）

■報告者 長野 隆介 氏
㈱ＯＣファーム 暖々の里 代表取締役
（愛媛同友会 伊予松前支部会員）

●と き／８月20日㈫
●参加人数／84名
●ところ／えひめ共済会館

●と き／８月23日㈮
●参加人数／40名
●ところ／ピュアフル松山

「この塾のやり方は嫌い！先生！私たちと塾作ろ
う！」
㈱fit groupの誕生のきっかけは、とある塾で田尾さ
んの授業を受けていた高校生４人からの上記の提案
だったそうです。経営の知識すらない、
かき集めた資金
も３万５千円しかない、右も左もわからない中で、生
徒から言われた「無理と言ったら終わり」という言葉
を胸に、とにかく前進するための考えを絞り出し、出
来ることはすべて実行します。その結果、評判が評判
を呼び、生徒が生徒を呼んでくる塾となり、３００人
を超える生徒を抱える塾に成長し、見事に業界の生き
残り１％に打ち克たれます。
その経営の
秘訣は、まさ
に「 任 せ る 」
ことにありま
す。授業の内
容や授業料に
始まり、自分
たちの給料ま
で「 任 せ る 」
報告する田尾さん、左は社員の橋田康平さん、
ことで、主体
右は座長の矢野宏道さん
性が爆発的に
発揮され、組織のモチベーションや経営意識が高まり
ます。また、それだけでなく現場や生徒に近いスタッ
フの主体性が発揮されることで、現場のニーズそのも
のが抽出され、それを踏まえた提案や新しいアクショ
ンが生まれます。その提案やアクションが実現するこ
とで、ニーズが満たされ、成果につながるという好循
環が㈱fit groupには生まれています。
生き残りの１％の陰には、
どの企業でも行われる「任
せる」という行為がありました。しかし、心も見える
ような深いコミュニケーションと信頼関係があって初
めて、単なる「任せる」ではなく、個人の力が最大限
に発揮でき、企業を活かす「任せる」になります。尋
常ならぬ社員とのコミュニケーションの時間とその深
さを感じました。毎日、当たり前に交わす言葉の意味
やその深さ、社員と共にする時間の中で何を共有して
いくかを改めて考えさせられるご報告でした。

長野農園を経営する父の背中を見て育った長野さん
が、学校卒業後、父と同じくアメリカの農業を体験し、
地元に帰った後、紆余曲折を経ながら農業経営者とし
て活躍されていく報告でした。伊予松前支部以外の例
会参加者も多く大いに盛り上がりました。
玉ねぎを主力とし
たこだわりの作物
を、農協だけでなく
自らが販路を拡大し
ていくストーリーは
圧巻でした。
生産については、
地域の方々から、稲
を刈ったあとの土地
報告する長野さん
を借りて、次の田植
えまでの期間に玉ねぎを栽培、収穫する。それに伴う
設備投資の失敗や成功。そして一挙に押し寄せる収穫
方法への課題の解決方法。それらは、父のアイデアを
発展させたものあり、自身のアイデアもあり、同友会
で学んだこともありで、長野さんのパワーを感じまし
た。
農業経営者としての家族での役割分担もしっかりし
ており、両親、本人、弟家族とそれを支えるスタッフ
が一致団結しているように思いました。
例会の翌日は折しもOCファームの収穫祭とのこと。
例会報告通り、収穫にかかわったメンバーで焼肉大会
とのこと。
それを聞きつけた、田中・秀野（ギノーみそ）
・谷
野宮（ドリーム）の３名が「焼肉のタレと美味しいお
酒を持って行くから、OCファームのTシャツちょう
だい」と飛び入り参加を表明。会場につくと早速、毎
年作るというオリジナルTシャツに皆が着替えて大懇
親会に突入！参加者は自社社員だけでなく、お世話に
なっている企業様やサポート企業、手伝ってもらって
いる愛大陸上部のアルバイトスタッフ大勢。仲間を大
切にするからこそ、企業が発展する。とても素晴らし
い収穫祭でした。
長野さん、報告と収穫祭お疲れ様でした。そして、
ありがとうございました。

寄稿：重松大介さん（㈱フォーマンセル／松山支部第３地区会）

寄稿：秀野哲也さん（義農味噌㈱／伊予松前支部）

～資金３万５千円の企業から１０年後の今～

～玉ねぎ王子の挑戦～



東温支部８月例会

今治支部８月例会

２０１３年度 第２回 秋川塾

仲間がいるから頑張れる

「激動の時代をどう生きるか」

～同友会から学んだ経営～

■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/８月27日㈫
●参加人数/17名
●ところ/東温市商工会館
今回の秋川塾は、めまぐるしく変わる社会情勢の話
からスタートしました。
アメリカが経済的、軍事的に世界をリードしていた
時代はおわりつつあり、アジアの成長は拡大し、世界
の中心は人口的にも、経済的にもアジア圏に移りつつ
あるのだと言うお話でした。
経済活動の大命題「この世のすべての人間が、どう
すれば餓死せずに、生きていくことができるか」
。この
明確な回答をした経済学者はひとりもいない。
国民を養うために、商業を根付かせ、それでも足り
なければ争いで他から奪う。
この繰り返しが行われているのです。
中小企業白書によれば、起業して１年後には40%の
会社が倒産し、２年で更に15%、３年で更に10%が倒産
している。更に10年後には７%の企業しか生き残れて
いないということです。
本当の意味で儲かっている企業は１％にすぎない状
況なのです。
だからこそ我々は、会社を経営する上で、よい会社、
よい経営者、よい経営環境を目指すことが大切である。
社員とその家族の人生を預かり、経営している経営者
は、本気でやらなければいけない。
従業員全てに信頼させて惚れさせるくらいでなけれ
ば、会社を発展させることは出来ない。
中小企業の我々は従業員、お客様、得意先、それら
すべての”人”と、その人の”暮らし”を守る事が根幹に
なっていることを忘れてはいけないと思います。
寄稿：川崎一輝さん（愛媛故繊維再生㈱／東温支部）

報告する秋川さん、左は座長の藤岡貞雄さん

■報告者 佐藤 慎輔 氏
サトー産業㈱ 代表取締役
（愛媛同友会 理事・四国中央支部副支部長、増強
戦略担当）
●と き／８月21日㈬
●参加人数／21名
●ところ／今治地域地場産業振興センター
佐藤さんの同友会入会のきっかけはお客様に勧めら
れてとのこと。入会当初は営業が仕事で経営の勉強に
あまり乗り気では無かったそうです。
それからしばらくして、全国大会に参加した時の出
来事でした。同友会仲間から「ところで佐藤さんはい
つ社長になる
の？」と尋ねら
れました。これ
をきっかけに、
その全国大会か
ら帰ったら社長
（父親）に相談し
てみることを考
えたそうです。
そして帰るとす
報告する佐藤さん
ぐ、社長に「い
つ世代交代するの？」と質問したそうです。話し合い
の結果３年後に世代交代することを約束し、その間に
同友会で経営の勉強に本腰入れることを佐藤さんは決
心をしました。
その後2009年に、社長を引き継いだ佐藤さん。
営業の仕事が好きで夢は最強（日本一）の営業集団
を創ることで、ずっと続けていきたいことは新卒を採
用すること。
経営理念を創る時の工夫として、社長である佐藤さ
んだけではなく「先代、そして社員の大切にしている
ものは何か？」を大切にしたそうです。
これからのチャレンジは、経営指針を全社で創り上
げることです。理由として、社長だけで創った指針で
は社長の思いだけでしか結局はなく。社長が成長した
分だけ、社員が成長した分だけにしか会社は成らない
から社員と創り指針を是非全社のものにしたいとのこ
とです。そして「社員から『この会社で働いて良かっ
た』と思ってもらえるようにしたい」と力強く決意を
語りました。
最後に、同友会で教えてもらったことを会社で実践
して会社を発展させて、
「同友会に恩返しできるように
頑張りたい」と報告を締めくくりました。
寄稿：南部吉信さん（ペンギン代行／今治支部）



四国中央支部８月例会

女性委員会

保険業を“尊敬される仕事”へ

〜元・中同協事務局長をお迎えして〜

～営業職人から事業家への道～
■報告者 中泉 輝彦 氏
㈱かがやき総合保険企画 代表取締役ＣＥＯ
（愛媛同友会 四国中央支部幹事）
●と き／８月22日㈭
●参加人数／43名
●ところ／ホテルグランフォーレ
社員との結び付きをもっと強くしたい、お客様に
もっと当社のことを理解してもらい、業績につなげて
いきたい…という話がいつもの例会のグループ討論な
どで話し合われる事がよくありますが、その答えの１
つが今回の中泉さんの報告から得られたと感じていま
す。
大手保険会社が持つ、全国の代理店内で競われてい
る契約コンペでは、常に２０位以内という輝かしい成
績を収めている裏側では、まずお客様と接する前に、本
業に関わる知識・情報を身につけるために人一倍の努
力をし、入念な準備を行っていること。また売る営業
をしてはならない。お客様とお会いしても、先に相手
のことを根掘り葉掘り聞く前に、まずは自己開示（紹
介）することに強く力を注いでいるとのこと。それら
があるから、お客様が本当に安心して心を開いて頂く
ことができると力説しています。
信頼を得るには、やはり相手をどれだけ思いやるこ
とができるか、ということを考えなければならないと
中泉さんのお話から学びとることができました。
中泉さんは、昨年の10月に同友会に入会。単身の保
険営業から、現在は社員を抱える事業家への道を歩み
始めたばかり。是非、私達と共に経営をしっかりと学
び、同友会の３つの目的を実現しましょう。また、中
泉さんが今年７月に落成した新社屋では、中泉さんの
関わる全ての人達に、心を開いてもらえるオアシスの
ような素晴らしい場所になることを期待しています。
寄稿：森実大知さん（㈲森実工業／四国中央支部）

報告する中泉さん、左は座長の合田夏樹さん

●と き：2013年８月27日
●ところ：NPO法人こころ塾

2013年８月より入会させていただき、初めての
女性委員会でした。今回は３部構成ということで
どんな勉強会なんだろうとドキドキ、ワクワクし
ながらの参加でした。
まず第１部は「社長の教科書」第５章 会計と財
務の本質を輪続し、それぞれの立場で感じた事、
課題を発表しました。
輪続している時は、なるほど ! ! なるほど ! !
と納得していたのですが、皆様の発表を聞かせて
いただいて、立場により観点が全く違うことに驚
きました。
私の場合、個人営業なので、あまり難しく考え
ないで、最も重要なのは手元流動性を確保するこ
とだと思っておりました。しかし、その為には、
多方面に課題があるということに気づきました。
漠然と感じていた問題点を１つ１つ具体的に数
字で示して解決策を見出していこうと思います。
そして第２部、続々と男性陣も集まって来られ、
総勢23名。愛媛同友会専務理事の鎌田哲雄さんを
囲み、いよいよお楽しみのコンサート? ! と思い
きや、元・中同協事務局長の蓮見成男さんより「皆
さん、私の歌を聞きにこられたのではないんです
よ。皆さんと一緒に歌うんです。」とのことでした。
歌の苦手な私は内心どうしよう！と思ったのです
が、少しずつ慣れていき声を出すようになりまし
た。
短い時間でしたので、楽しくなり始めた頃で終
了。残念でしたが、とても清々しい気持ちでした。
最後第３部は懇親会です。美味しいお料理と
ビールで大いに盛り上がりました。定例会でも感
じていましたが、本当にフレンドリーで熱い想い
が伝わってくる会だと思います。
このような素晴らしい同友会にご縁させていた
だいたこと感謝しております。今後は多くを学ば
せていただき少し余裕ある経営ができるように、
皆様のご協力を仰ぎながら、頑張ってまいります。
ありがとうございました。
寄稿：津田久美子さん（エステスペースT.J.M／松山支部第１地区会）



新入会員ご紹介・会員消息 （３名）
続木

満豊（つづき

岩本

みつとよ）

浩一（いわもと

こういち）

1973年6月14日生まれ 四国中央支部
岩本社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士業
〒791-8044 松山市西垣生町354
TEL(089)971-3013 FAX(089)971-3013
紹介者／㈱スズキ販売四国中央 合田 夏樹

1972年12月9日生まれ 伊予松前支部
スマフ ㈱Ａvec 代表取締役 Villageバザール
（小売、スーパー）
〒799-3111 伊予市下吾川232-5
TEL(08９)908-8781 FAX(089)908-8782
紹介者／義農味噌㈱ 田中 正志

会員掲示板

1966年12月5日生まれ 四国中央支部
㈲チョウノ・デザイン 代表取締役 グラフィックデザイン
〒799-0405 四国中央市三島中央2丁目3-11
TEL(0896)24-4521 FAX(0896)23-2001
紹介者／㈱スズキ販売四国中央 合田 夏樹
沖 健太郎（おき けんたろう）

（8/22〜9/18）

ご結婚祝い
松山第３地区会員 杉田 和也氏・㈲杉田鮮魚 代表
取締役社長が、奥様 美佳様と2013年９月22日にご結
婚されました。心より、お祝い申しあげます。

氏

「卓越した企業を育てる」

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

ここのところの「円安」で輸出企業は利益を出しています。
然し為替が円高に振れるとこの利益は消えます。 １億円の利
益でも崩れやすい １億円と、 ５年 年継続する １億円があり
ます。また赤字も質があり、事業そのものを廃業した方が良
い赤字と、何とかしのげば将来が開ける赤字もあります。利
益 に は 質 が あ り、 赤 字 に も 質 が あ る。 し た が っ て、 利 益 の 質
を高め、守りから攻めに、そして独自性の追求がこれからの
企業の明暗を分けると思います。
ところで、利益を出すためには、コストのカットや固定費
の 削 減、 安 い 仕 入 れ、 外 注、 新 商 品 の 開 発 な ど 様 々 な 方 法 が
考えられます。でも利益の源泉をコストカット等、守りだけ
に求める経営は尻すぼみになります。事業の利益を構想力や
商品・サービスの独自性に求める必要があります。つまり「守
りよりも攻めに・攻めよりも独自性の経営」を目指すことです。
利益を生み出すのが戦略であり、稼いだ利益を消耗せず、コ
ストの消費を防ぐのが管理です。しっかり者の女房がいる家
は、亭主の稼ぎがすこし悪くても食うに困ることはない。余
裕があれば貯金し、資金繰りに困れば「お父ちゃん大丈夫よ」
とへそくりを出す。この女房の遣り繰りが管理に相当します。
然し、しっかり者の女房がいても亭主の稼ぎが ２倍 ３倍にな
るわけではない。その稼ぎを増やすのが経営戦略です。
管理と戦略を同時に追求することで卓越した企業は創られ
ま す。 経 営 理 念 は、 経 営 者 の 哲 学、 つ ま り「 自 分 は 何 の た め
に事業をするのか」といった思いや、独自の着眼点から生ま
れるものです。「商売は、食うため・金儲けのため・それ以外
の動機づけはいらない」という経営者もいますが、それでは
優れた業績も高い収益も望めません。
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⑫
「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。」と結論付けられておりました。
≪調査された企業は大手企業ばかり3000社からの結果です。≫
■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。
■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。
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。顧客に対しては、大企業も中小企業もあまり関係がないと思うからです。それにしても、環境問題に関する意識は、発展途
上である。
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愛媛同友会 大野栄一代表理事の報告要旨
テーマ「代表役員と事務局との育ち合い」
㈱大栄電機工業

大野

栄一

氏 （愛媛同友会代表理事）

７月12日に宮崎県で開催された「2013年全国代表理事・事務局長リーダー研修会」に於いて大野栄一代表理事が実践報告した内容
と鎌田哲雄専務理事の手紙を掲載します。

事務局と役員の育ちあい

鎌田前事務局長（現在は専務理事）
の手紙を受けまして、改めて素晴ら
しい事務局長が愛媛同友会にいるこ
とを感じました。こうした人がいた
からこそ愛媛同友会の役員・会員と
の間に良い関係ができていたのだと
実感しています。
私が同友会に入会したのは愛媛同
友会ができてから一年目の1986年で
大野栄一さん
す。まだ、形もできていない同友会でいきなり社員教育委員会
副委員長を引き受け、無茶なことをする会だなと感じたことを
覚えています。それから、社員教育委員長、支部長、専務理事、
そして代表理事をしてきました。
今回私が「事務局と役員の育ちあい」をテーマに話をする背
景には、各地同友会で事務局と役員の関係が常に良好であるわ
けではないことをお聞きしているからです。愛媛同友会は先ほ
ど大北事務局長が話しましたが、良い後継者に恵まれ良い形で
運動が進んでいるなと実感しております。ただ、愛媛同友会も
事務局と役員での問題がなかったわけではありません。迷える
中で愛媛同友会にも緊張はありました。しかし、それでも健全
に同友会運動を進めて来ることが出来ました。では、なぜ愛媛
同友会はうまく進んだのか、ここについて改めて考え、話した
いと思います。

小企業の社会的地位を高める運動です。中小企業が社会的に見
て大切な存在であると発信し、さらに発展するための運動です。
また、経営者には日常の中で自社の仕事を社会的に認めても
らいたいという思いがあります。だからこそ、中小企業の社会
的地位を高めるという同友会理念に共感するのです。経営をし
ていないとそんな共感は生まれません。
では、事務局はというと、自分で経営をしているわけではあ
りません。しかし、それでも入局して働き続けているというこ
とは、
「中小企業のために何かできることはないか」と同友会
運動の社会的意義や価値に共感しているからだと思います。で
すから、その上で、経営者と事務局員さんは同じ目的を実現す
るための同志となっているのです。ひとつの目的に向かう同志
としてよい関係を結び運動を推進していく、これが同友会運動
ではないかと思います。

経営者と事務局の本分

鎌田さんとはお互いにこだわりが強かったのでよく言いあい
をしていました。そのこだわりとは自分の本分についてです。
私は大栄電機工業という会社の経営が本分です。つまり、経営
にこだわる。事務局長の本分は愛媛同友会と事務局の発展であ
り、それにこだわります。そして、ここでぶつかってしまうわ
けです。
私たち経営者の本分は経営です。同友会運動ではありません。
ですから極端な話、
いきなり「もうやってられるか」と開き直っ

同友会理念への深い共感

愛媛同友会が良い関係を続けてきた大きな理由の一つは、同
友会理念に対する深い共感を役員・事務局が持ってきたことで
す。これがお互いの関係を深める上での大前提だと思います。
同友会運動の社会的な存在意義・意味を役員が理解せず、事務
局も事務仕事をするだけになっていては関係を築くどころか運
動は全く進まないと思います。
同友会理念（三つの目的、自主・民主・連帯の精神、国民や
地域と共に歩む中小企業）に基づく運動とは、簡単に言うと中
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て、同友会をやめてしまうこともできます。しかし、事務局長
はそうはいきません。
かつて私が鎌田さんに叱られたことがあります。大阪で青年
経営者全国交流会があり、私は報告者でした。大阪出身の鎌田
さんが報告者の労をねぎらうということで、私を大阪の街に案
内してくれ、帰りに喫茶店に寄って同友会の話をしていた時の
ことです。鎌田さんからの同友会運動の話の中で、私は適当に
聞き、返答し、無責任な態度を取っていました。そうしたら、
いきなり「あなたは、真剣に同友会運動を考えているのですか」
とすごい剣幕で迫り、挙句の果てに机をボンと蹴りました。そ
して、そのまま「お金を払っといてください」と帰ってしまい
ました。
（笑い）

自分だけのつもりで言っ
ているので気づきません
が、事務局のほうではた
くさんの会員から色々な
ことをいっぱいぶつけら
れています。極端な話、
愛 媛 同 友 会 で は500名 か
ら要求が出てくるという
ことです。全部にこたえ
報告する大野さん
るとなると大変な作業で
す。これを経営者は理解しているでしょうか。
「事務局はパー
トナー」の言葉を鵜呑みにしていないでしょうか。

そのときは驚きましたが、これは事務局長が同友会運動を推
進するという自分の本分を全うしようとする強い気持ちから出
た行動であったと思います。私はこの事務局長の姿勢には敬意
を表します。そしてそれでも良い関係で要られたのは、鎌田さ
んのほうでも経営者の本分をよく理解し、敬意を表してくれて
いたからだと思います。

最近、他県の同友会の事務局さんと役員さんが別々に私に相
談にきました。活動方針に沿って動かない会員さんに悩む事務
局さん、事務仕事ばかりしていると非難する会員さん。聞いて
みると小さな話です。そんな時私は必ず「あなたはどうしたい
んですか？」と聞くことにしています。この質問を続けると最
後には「仲良くしたいです」とお互いに言うのです。

事務局の強み

私たちは違いを理解し、
お互いを認め合いながら「育ちあい」
をしてきました。そして、更によい関係を保つために、私た
ちはお互いの強みと弱みを理解することを大切にしてきまし
た。事務局と会員自身の役割を相互に理解して活動していく
ことが大切です。
事務局の強みは１対多数であることです。愛媛同友会の会員
は現在500名です。事務局長は１人で500人を相手します。1対
500です。しかし、われわれ会員の立場からは常に事務局長１
人です。つまり、事務局長とはすべての会員、経営者の情報を
商売抜きで得られます。商売抜きなのでとても広い人脈をつく
ることができます。
この会員さんが今何に取り組んでいるか、何が課題なのか、
経営者の私たちにはなかなか聴きだすことのできない情報を多
く得ています、情報通です。だから、事務局長に悩みを打ち明
ければすぐに「こういう経営者の方がいます」とアドバイスが
聞けます。事務局長の強みは強力な人脈です。情報を持ってい
る事務局長を会員は離しません。
お互いの強みと弱みを理解すれば、お互いをあてにしあてに
される関係ができます。お互いに協力することで、互いが強力
なパートナーとなり、同友会運動の推進に繋がり、そのことに
よってお互いの本分を全うすることに繋がるのではないでしょ
うか。

譲り合うからこそ長く

会員さんはいろんな要求を事務局にぶつけます。経営者は

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

それなら一緒にうまくやる方法を考えましょうよ。
「やらな
い」
「動かない」ではうまくいきません。自分の本分と少し違っ
ていても一歩譲って会員の要求にこたえる、一歩譲って事務局
の思いを汲んであげる。同友会は共同体組織です。お互いの譲
り合いがあるからこそ、長く続いていくのだと思うのです。

同友会運動への共感と理解

鎌田さんが発病し、私と服部豊正代表理事に「実は私は癌で
す」と報告がありました。
「同友会にかかわれなくなる私の立
場をどうすればいいでしょうか」と尋ねられました。すると服
部代表理事から「あなたが望むようにしたら良い。同友会一筋
でやってきたあなただから、私たちも応援するし、仕事もあな
たが出たいときに出ればいい」と特例措置の提案があり、そこ
で申し合わせをしました。理事会でその報告をした際も、誰の
反発もありませんでした。結局それは、事務局長がどれだけ自
分の本分を全うしてきたかの証であったと思います。また、鎌
田さんが同友会にすがることなく、潔く私達に事情を明かし判
断をゆだねたことに、私たちへの信頼を感じました。
そんな事務局長のいる愛媛同友会を振り返り、事務局と役員
は同友会運動を愛してきたのだと再確認します。愛媛同友会は
だれもが同友会運動の推進を真剣に考えています。だからこそ
アットホームな良い関係を続けてきたのだと思います。
事務局と役員に同友会運動に対する共感と理解さえあれば、
その関係は良好に続き、また、お互いがお互いの本分を全うす
れば、それだけ会が発展するということになるのではないで
しょうか。
（文責：中同協事務局員 冨永択馬）
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「愛媛同友会 鎌田哲雄専務理事からの手紙」
まず初めに、本日、この場で皆
さんにお会いして、直接、報告で
きないことをお許しください。
ちょうど２年前、北海道で開催
された第43回全国総会に参加し
た際、現地・札幌で病気が発症し
ました。総会中の２日間、内部炎
症をおこし、体の中が日焼けした
ような痛みにうなされて過ごし
ました。愛媛に戻って検査をし、
判明したその病気は、進行性の前
立腺ガン。それも、その段階でス
鎌田哲雄専務理事
テージ４でした。
この１カ月間、治療のために四国がんセンターに入院をしていま
した。今週月曜、７月８日に退院をして自宅に戻ったところです。
現在は、快方に向かっています。
そういう状態ですので、今日はどうしても、参加することができ
ず、申し訳ありません。ですが、私の分まで、愛媛同友会が誇る代
表理事でいらっしゃる大野さんから、きっちりご報告いただけると
思いますので、私は全く心配していませんし、皆さんもご安心くだ
さい。
さて、今回のテーマである「代表役員と事務局との育ち合い」に
ついて、
お話ししたいことが２点あります。それをお伝えする前に、
まずはこれまでの経緯を簡単にお話しします。
〈車に布団一式〉
私は1985年に単身、大阪から車に布団一式だけを積んで、愛媛に
やってきました。それは、愛媛に同友会を設立するという目的のた
めでした。まったく縁もゆかりもない土地で、会員を開拓し、集め、
組織化するところからスタートして、28年間、創業事務局長として
同友会と関わってきました。
同友会を「作らねばならない」から始まり、
次には「つぶしてはな
らない」
「こうあらねばならない」という使命感の中でもがき、
様々
な失敗もしてきました。事務局長としての私は、
「他人の責任にし
て、感謝もなく、不遜」であり、失敗の連続。失敗のデパートと自
他ともに認めています。それでも、そういった中で多くの中小企業
経営者の悲哀や温かさに触れることができ、
「会員から謙虚に学ぶ」
ということの大切さに気付きました。
愛媛同友会の歴史は、同友会の特徴でもある「会員と事務局は
パートナー」
、
つまり「共に同友会運動の主体者である」ということ
を実践・検証してきた歩みでもあります。この関係は、他の経営者
団体との決定的な違いであり、同友会の持ち味です。
現在の愛媛同友会は、今日の研修に参加している大北さんが、こ
の４月から２代目事務局長に就任したことをご紹介しておきます。
大北さんは、本当にたまたま、私がガンになったタイミングで入局
しました。偶然にも誕生日が同じ７月２２日ということもあり、お
互いに不思議な縁を感じています。家族のことも含め、公私を問わ
ず話をしあう関係です。
大北さんは入局して以降、次期事務局長として徒手空拳の中、二
人三脚で同友会運動に関わってきた間柄でもあります。私が経験し
てきた事務局長としての様々な失敗は、大北さんには包み隠さず伝

えています。まだまだ至らない点もある事務局長だと思いますが、
どうかよろしくお願いします。
私はといいますと現在、専務理事という立場で、同友会に関わり
続けています。
〈同友会の素晴らしさ〉
では、私がお伝えしたいことの、１点目をお話しします。
28年間のキャリアの中で、
「特に」２年前に病気になってから、同
友会に対してつくづく思うことがあります。それは、同友会運動の
素晴らしさです。
同友会は「より良い会社」
「より良い経営者」
「より良い経営環境」
を目指す運動を通して、社会に貢献していきます。そのために経営
者が集まり、学び、自己変革を続けています。直接的な経営のノウ
ハウを学ぶわけではありませんが、そのことが、ひいては自社の業
績向上に繋がるのだと自覚をしている経営者が集まるのが同友会
なのです。叱られるかも知れませんが、あえて確認しますと、こう
いった自覚をお持ちの人たちが、代表理事であり、トップ役員であ
り、事務局長ですよね。
そして更には、自覚していない人たちにもそのことを伝えるとい
うこと。少しでも多くの人に伝えていこうとする。これを同友会で
は仲間づくりと呼びます。各地で取り組む増強の本質は、ここにあ
ります。
私は事務局として、こういった自覚を持つ経営者の皆さんと共に
学び合い、仕事ができることを誇りに思っています。そして、28年
間、関わってきた同友会運動に対して、改めて、愛着と感謝の気持
ちを感じているのです。
〈鏡の関係〉
２点目として、
「代表役員と事務局の育ち合い」について考える上
で、私のささやかな体験であり、人間関係において基本にしている
ことをお伝えします。
それは、
「会員と事務局は鏡の関係」であるということです。例え
ば「うちの事務局長は素晴らしい」と言っている代表理事がいると
します。すると周囲からは、その代表理事も素晴らしい代表理事で
あると写るでしょう。一方、
「うちの事務局長はだめだ」と批判する
代表理事は、周囲からは立派な代表理事とは写りませんよね。逆も
また然りです。お互いを鏡として、自らの姿勢を確認しあい、正し
ていくことが大切です。
会員が困っている時には事務局も困っている、事務局が困ってい
る時には会員も困っている。そう思いあえるような、相手のことを
想像できる力を持った関係を、お互い常に認識してください。事務
局もまた、一つの経営体です。事務局長は代表理事・トップ役員の
生き方から学び、代表理事・トップ役員もまた事務局長の生き方か
ら学べるという、お互いの生き方を尊重し、敬意を持った関係を作
りあげていっていただきたいと思います。
実は僭越ながら、これから報告される大野さんをはじめ服部代表
理事や代表役員と私の関係が、こういった関係です。愛媛の代表役
員とは、同友会だけでなく、家庭のことや病気のことなど、公私の
ことを語り合う間柄です。人と人の関係づくりの大切さをお互いに
理解しあったのです。
（代読：愛媛同友会 大北雅浩事務局長）
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