2014

12 月 号

2013

No.248 2013年12月号
発行／2013年12月１日

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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今年度も愛媛大学法文学部提供講
座（１月２３日までの毎週木曜１６
時２０分～１７時５０分）が始まり
ました。
提供講座は、２００７年度にスター
トしました。愛媛同友会と中同協か
ら、リレー形式で講師が登壇します。
経営者の生の声を通して、学生にあ
まり知られていない中小企業への理
解を促すのがねらいです。７年目を
毎週、約200名の学生が受講しています。
迎えた今年度提供講座は、中小企業
の歴史や価値を体系的に経営者の哲学や経営事例を通して学ぶことで職業観と勤
労観を醸成することを目的として構成しました。講師の企業から社員が参加して
テーマに沿った報告（１０分〜１５分）を行うこともあります。
一般聴講も可能ですので、ご興味のある方はぜひ足をお運びください。
５ページのカリキュラムを掲載していますので、ご確認ください。

〒791－8057 松山市大可賀2－1－28 アイテムえひめ

合言葉は・・・
＂ひとりぼっにしない！＂

松山支部10月例会… ……… 2

～今年度も約２００名が受講登録～

最 近 会 員 か ら、 あ る 経 営 相 談 を
受 け ま し た が、 よ く よ く 聞 い て み
る と そ の 本 質 は 人 間 関 係 で す。 人
間関係の悩みは、人間が存在する限り、普
遍的なテーマでもあります▼『人間』は『じ
んかん』とも読みます。人の間、すなわち
“人と人とのつながり”を『世間』といい
ます。『ソサエティー（社会）』を、福沢諭
吉は『人間交際』と訳しました。名訳だと
思います▼私たち同友会が目指す三つの目
的（良い会社をつくる、良い経営者になる、
良い経営環境をつくる）の ひとつにある、
『良い経営者になる』とは、 自己変革を伴
います。つまり、“人間関係の変革”との
意 義 も 含 み ま す。 世 の 中 の 不 幸 の 大 半 は、
人間関係が主因だといえます。打開の鍵の
一つも、そこにあります。かつて私も若い
頃は、人間関係に悩みました▼関係性を変
えるには、まず自分が変わることです。自
分が変われば、周りも変わります。相手を
尊 重 す れ ば、 相 手 も こ ち ら を 尊 重 し ま す。
ま さ に、『 鏡 の 関 係 』 で す。 そ の 意 味 で、
主導権は常に自分の手中にあります。まず
は、目の前の『一人』に、尊敬と励ましで
接することです。その自発の振る舞いから、
自己変革への新しい一歩が始まります▼こ
の秋、愛媛同友会は仲間運動＝会員増強運
動を展開しています。私たち同友会の合言
葉 の ひ と つ に『 ひ と り ぼ っ ち に し な い！』
があります。会内、社内で、そして地域で、
いつでも、どこでも私たち会員・事務局が
合言葉を実践しましょう。（Ｔ）

目

2013年度
愛媛大学法文学部提供講座がスタート

TEL（089）968－3112 FAX（089）968－3107
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松山支部10月例会

伊予･松前支部10月例会

私の経営者としての目覚め

激動する時代に変化を年輪経営で乗り切ろう！

～こころ通いあう職場を目指して～
■報告者 弓立 公司 氏
有限会社ユアーズ・ケア 代表取締役社長
（松山支部第2地区会長）
●と き／10月16日㈬
●参加人数／55名
●ところ／えひめ共済会館

■報告者 秋川 保親 氏
秋川会計事務所 株式会社 取締役
（愛媛同友会 経営相談室長）
●と き／10月18日㈮
●参加人数／17名
●ところ／ピュアフル松山
発表者に秋川先生にご報告いただきました。テーマ

県内の医療機関を退職し、フリーでの訪問看護の仕
事を経て、2004年妻と看護師2人で有限会社ユアーズ・
ケアを起業。
「なんとかなる！」という考えでスタート
した訪問看護ステーションは当初イバラの道の歩から
始まります。
直行直帰で営業に廻り、仕事は社員に丸投げ。売上
を追いかけ、社員とのコミュニケーション不足は、不
満を誘発。
「このままではダメだ」と同友会の門をたた
きます。
経営理念さえできれば、なんとかなる。会には欠か
さず参加し、活気を感じながら実践を行う。社長が変
わればと率先して便所掃除からはじめ、社員とコミュ
ニケーションもとり意見もきく。しかし結果は社員が
辞めていく。そこで「HOW TOではダメなんだ。小手
先で内部管理に向かってはキリがない。
」と気付きま
す。
どのようにお客様に喜んでいただくかに特化するこ
とで、いろいろ課題が出てくる。それをセクショナリ
ズムでなく、垣根をこえて共同作業でたすけあう。
「振
り返れば、俺には情熱が足りなかった。
」反省は明日へ
の活力との社是を掲げ、CS（顧客満足）
、ES(従業員満
足)、PS（個人満足）へ取り組みます。
経営者に魅力がなければ社員はやめる。自己改革へ
と自分を追い込み、同友会の活動で人をみて燃え、
「社
員が家を建てれる給料をだす」と決心。電気メーター、
ガスメーターの数字を毎日ノートに記録することで気
付きが生まれ、社員が考える。どれだけ本気になれる
かがそこにあった。
報告をききながら。
「悩む」と「考える」には大きな
差があると教えられました。
「悩む」は堂々巡りで停
滞、
「考える」は一歩前進。そしてゴールがある。
本日は弓立社長に大切なことを教えていただきまし
た。ありがとうございました。

は「激動する時代に変化を年輪経営で乗り切ろう！」

寄稿：渡部雅泰さん（クレストデジタルズ株式会社／松山支部 第1地区会）

寄稿：山崎 剛さん（協和パックス株式会社／伊予・松前支部 幹事）

報告する弓立さん、左は座長の日野啓介さん

報告する秋川さん

でした。
1000兆を超えた、
国家の借金。収束の目途が立たない
原発事故。国際競争に敗れた日本企業。来年に迫った
消費税増税。そんな困難の中、なんとか生き残ってい
かなければならない。しかし日本にしか無い物・他国
で出来ないものがある。アップルのアイフォンの部品
の三分の一は日本製の部品が使われているそうです。
同じく水産業・農業も同じく他国に真似のできない技
術がある。今一度それを見直す必要がある。
人間を大切にするのが、日本企業の良いところだっ
た。社長が従業員と席を同じくして食事をとるという
のは他国では見られないことだった。業績不振により、
安易な社員の首切りをしてはいけない。優秀な人材の
流出が海外に流れ、さらなる悪い状況を生み出してい
る。
「５年後に自社で売れるものはありますか？」
さらなる競争激化や、消費税増税の際にもお客様に
わが社をわが社の商品を選んでいただけるように、力
をつけなければならない。そのために明確な目標を持
たなければならない。
秋川先生のお話は、いつも我々中小企業の「あるべ
き姿」を「すすむべき道」を考え直し、そして「使命
感」を奮い立たせてくださいます。秋川先生ありがと
うございました。
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東温支部10月例会

今治支部10月例会

秋川塾③

（広島同友会 尾道支部２０周年記念行事への参加）

「激動をよき友とする経営者になろう」
■報告者 秋川 保親 氏
秋川事務所㈱ 取締役
（愛媛同友会 経営相談室長）
●と き/10月29日㈫
●参加人数/14名
●ところ/東温市商工会館

●と

き／10月22日㈫

17：00 記念式典
17：15 記念講演
19：00 交流会
●ところ／尾道国際ホテル
●参加人数／240名
うち、愛媛同友会から10名

まず、冒頭で福島の原発事故に関する講演の一部を

今治支部では毎年、広島同友会尾道支部との合同例

聞かせて頂きました。現代の日本が抱えている問題の

会を開催しています。会場を交互に移しながら、
交流を

すべてはあの原発事故に象徴されているのではないの

図っています。

かと考えさせられました。秋川先生は今の日本は明治
維新、戦後に続くターニングポイントでありチャンス
でもあると私達に語られます。明治維新に例えるなら、
秋川先生は吉田松陰なのでしょうか。吉田松陰は「何
のために学問をするのか」という信念を持っていたと
伝わっていますが、まさに秋川塾では「何のための経
営をしているのか」まさに現代の松下村塾なのです。
そんな例会の後に秋川松陰先生を囲んでの懇親会での
席で先生よりプチ情報をお聞きしましたので皆さんに
ご紹介いたします。
秋の高校野球四国大会で準決勝の明徳義塾、決勝で
は池田高校を破り今治西高校が見事四国の頂点に輝き
ました。春の選抜大会出場は間違いないでしょう。そ
の今治西高校のファーストとして1年生ながらスタメ
ン出場し、準決勝の明徳義塾戦ではセンターオーバー
の決勝タイムリーヒットを放った彼こそが秋川先生の
お孫さんなのです。来年3月の甲子園が楽しみです。ち
なみに秋川先生は野球がお好きではないそうですが、
お孫さんの活躍には大いに喜んでおられました。

2013年 度 は、
尾道支部の20周
年に当たる年で
す。そこで、10
月22日に開催さ
れた記念行事を
合同例会と位置
付け、参加しま

講演する川原氏

した。

記念講演の講師は、明太子で有名な㈱ふくや 代表
取締役の川原正孝氏。
「私の経営理念 ～人を活かす経
営～」とのテーマで、創業者である父の想いを引き継
ぎ、毎年作り続けている経営理念について報告いただ
きました。
その後の交流会は「20周年 感謝祭」と銘打ち開催。
会員企業の出店に加え、伝統芸能のベッチャー太鼓も
登場するなど、賑やかに交流を楽しみました。
今治支部長の越智堅太郎さんは、参加した感想につ
いて、
「今治支部は今年で設立８年目。私たちも２０周
年を100名の会員で迎えられるよう、地域で同友会運動
を展開し、仲間を増やしていきたいと改めて感じまし

寄稿：杉原竜太さん（有限会社 杉盛工務店／東温支部 幹事長）

た」と話していました。
まとめ：大北雅浩（愛媛同友会事務局）

報告する秋川さん

盛り上がった交流会
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四国中央支部10月例会
夢は世界へ！諦めずにチャレンジ！
～苦難を共に乗り越えた社員との絆～
■報告者 渡部 大進 氏
株式会社アイビー 代表取締役
（松山支部第１地区会幹事）
●と き／10月17日㈭
●参加人数／15名
●ところ／ホテルグランフォーレ
10月の四国中央支部例会は欧州帰りの渡部大進さ

女性委員会活動報告
●と き／10月22日㈫
●参加人数／８名
●ところ／NPO法人こころ塾
今回は「社長の教科書」より「ヒューマンリソース・
マネジメント」について学びあいました。
ヒューマンリソースとは供給源・資源・財源とい
う意味があり社員をただの労働力という視点ではな

んにお願いしました。眼鏡販売というややもすれば

く、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の一翼を担う

価格競争に巻き込まれそうな業界ですが、話しても

人的資源として考えましょうという考え方です。こ

らった中身は独自の経営戦略を実践したもので、
「ど
んとこい！

量販店！

それとは真逆の事をやる」

でした。
資金も経験もない中「夢は世界へ！」に違わぬチャ
レンジを諦めずに続けます。ツイているという言い

の会社の大切な資源である社員にどうやって良い仕
事をしてもらうか？

が学びのポイントになったの

ですが、給料や地位を上げるより先に「働きがい」

方もありますが、諦めない人が結局ツクのだと私は

を高めることが必要になります。そこで良い仕事を

思います。

したら褒めると社員のモチベーションが上がり働き

グループ討論では、店に行かれた方からなぜこれ
だけのブランド品が松山の小さな店にあるのか驚い

がいに繋がるという結論に。

たという話が聞けました。世界のブランド品を扱う

ここで、先日開催された松山支部での「こころ通

ために苦労されたり、全国の眼鏡屋とのネットワー

いあう職場をつくるために、自分は何をしますか？」

クを築きオリジナルブランドを開発したり渡部さん
のチャレンジは留まることがありません。どう付加
価値を高めるかというグループ討論でしたが、忘れ
てならないのが「付加価値は客先が決める」という
ことです。渡部さんの戦略は「付加価値のある眼鏡

の議題のもとグループ討論を行った時との共通点が
ありました。
それは、良い仕事をした社員を「褒める」
「感謝の

を好んでまた買ってもらえるように顧客を育て上げ

気持ちを伝える」ということです。他人から認めら

る。そして市場を広げる。
」ことだそうです。眼鏡を

れ感謝をされて嫌な人はいません。社内での円滑な

おかけの方ぜひアイビーで１本といわず、２本３本
いかがですか。

コミュニケーションや人間関係が働きやすい職場を
つくり、仕事に集中できる環境が工夫や気づきに繋

寄稿：佐藤慎輔さん（サトー産業 株式会社／理事・四国中央支部副支部長）

がりお客様や周囲から成果をいただく。その結果と
して良い仕事を認められ働きがいに繋がっていくの
だと感じました。私はまだ個人経営で褒める社員は
いませんが、お客様に実践し「犬に教える」ことに
やりがいを感じていただきたいと思います。

寄稿：砂田真希さん（Dog for Life Japan／松山支部第２地区会）
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2013年度 愛媛大学法文学部「愛媛県中小企業家同友会・提供講座」

テーマ：経済学特講

「現代中小企業論～ 働く事と経営の意味を考える～」
◆毎週木曜日・第５時限（１６時２０分～１７時５０分）

回

日

程

◆愛媛大学

テーマ

グリーンホール
講

師

１

10月３日

○提供講座のガイダンス
なぜ提供講座か ・中小企業の実態と役割を学ぶ意義

曽我亘由
愛媛大学法文学部

２

10月10日

○全国の元気な中小企業とその原動力
・本物の企業の選び方

松井清充
中小企業家同友会全国協議会 専務幹事

３

10月17日

○中小企業の現状と日本経済に果たす役割
・戦後日本の復興と躍進の原動力は中小企業

国吉昌晴
中小企業家同友会全国協議会 副会長

４

10月24日

○中小企業が主役の時代へ
・中小企業憲章と中小企業振興基本条例

国吉昌晴
中小企業家同友会全国協議会 副会長

５

10月31日

○事例：愛媛の食文化を支えるモノづくり
・“地産地消”を鍵に、本物にこだわり続けて

田中正志（愛媛同友会）
義農味噌㈱ 社長

６

11月７日

○事例：決断することから全てが動き始める
・ＩＴ会社でＷｅｂなどの新たな事業の創造

松本英次（愛媛同友会）
㈲アービンズ 社長

７

11月14日

○事例：絵本は心の扉
・子どもたちが絵本に親しむ空間づくり

森本智香（愛媛同友会）
㈱コッコ・サン 社長

８

11月21日

○事例：資金3万5千円からの塾創業
・仲間と共に取り組む“非常識”経営

田尾昭憲（愛媛同友会）
㈱fit group CEO
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11月28日

○事例：世の中でいちばん嫌いな仕事が転職になった
・食文化を守る人育て経営

真鍋 明（愛媛同友会）
㈱マルブン 社長
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12月５日

○事例：働くことと経営のあり方を世に問う！
・学ぶ意味を考える～安心と安全と希望の経営～

宇高昭造（愛媛同友会）
泉製紙㈱ 社長
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12月12日

○働く女性の活躍をサポートします
・前向きな進路選択が自分の未来に繋がる

堀田真奈（愛媛同友会）
NPO法人ワークライフ・コラボ 代表理事
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12月19日

○事例：革新の連続こそ、伝統を守り発展させる
・伝統工芸のど真ん中で、水引デザイナーの挑戦

有高智佳代（愛媛同友会）
㈱有高扇山堂 専務
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１月９日

○事例：社長と社員はパートナー
・「ここで働いて良かった」と思える会社へ

佐藤慎輔（愛媛同友会）
サトー産業㈱ 社長

14

１月16日

○事例：ネイルで輝く、美の追求！
・女性の視点を生かした仕事とは

三好 愛（愛媛同友会）
㈲ネイル・チック 社長

15

１月23日

○グループ討論

玉井和幸（愛媛同友会）
パートナーシップ経営塾

准教授

代表

＜2013年10月から15講義、90分授業で報告は70分強、企業実践とその意味・時代背景＞
◆講座目的：生きた経済や経営を実践的に学ぶことで日本経済の仕組と、中小企業の全体像（歴史、魅力、役割、
強み、弱み）が理解でき、今後の展望として中小企業が経済の主役であることが発見できると同時に、中小
企業の未来を担う人材をつくる講座です。
◆今年度特徴：７年目を迎えた今年度提供講座は、中小企業の歴史や価値を体系的に経営者の哲学や経営事例
を通して学ぶことで職業観と勤労観を醸成することが目的として構成しました。
特に、講師の企業から社員の方が参加してテーマに沿った報告（10分～15分）を行います。

6

第17回 障害者問題全国交流会in神奈川に、愛媛から11名が参加

2015年度の愛媛開催の告知をしてきました！
「まっとるけんね！」
10月24日（木）
・25日（金）、第17回障害者問題全国交流会 in 神奈
川が「共に働き、育ち合う、その素晴らしさを広げよう！ ～知ら
ないから見える壁、知ることでなくなる壁～」をテーマに開催され
ました。全国から631名、愛媛同友会からは１１名が参加しました。
会場に入って先ず、驚いたのはたくさんの障害者の皆さんがボラ
ンティアとして運営に参加しているということでした。出迎えや物
品販売など、いきいきとした表情が印象的でした。また、開会挨拶で、
全体会と分科会の看板も障害者の皆さんが制作したものであること
全体会。
が紹介され、会場からは感嘆の声が漏れました。
この看板も障害者の皆さんの手によるものです。
全体会の後は、７つの分科会に分かれて学びを深めました。愛媛
から最も多く４名が参加した第５分科会は、「多様な人がいきいきと
働ける会社について本音で語ろう！ ～みんなちがって、みんない
い～」がテーマのパネルディスカッションでした。障害者と一緒に
働いている経営者と、社
員として働いている障害
者 の そ れ ぞ れ 視 点 か ら、
「働きたいという意志が
ある人が誰でも働ける社
会を実現するには、何に
愛媛から４名が参加した第５分科会。
どう取り組んでいくのか」
ということについて考えました。
懇親会では、参加のもう１つの目的である「第18回 障害者問題
懇親会で愛媛開催の告知を行いました。
全国交流会 in 愛媛」、つまり次回2015年開催地としての告知を行い
ました。愛媛県から借りた法被を着て、当日が初披露となった横断
幕を手に、四国四県の会員・事務局の皆さんにもご参加いただきま
した。愛媛同友会障がい者委員長の北野賢三さんからの熱い呼び掛
けに、会場からは割れんばかりの拍手。また、懇親会終了後にも、
横断幕を広げてお見送り。参加者の皆さんの心に、しっかりと愛媛
を印象付けることができました。
次回の障害者問題全国交流会は、2015年10月22日（木）
・23日（金）
に愛媛県で開催します。愛媛同友会一丸となって、盛り上げていき
お見送りでも大活躍の北野委員長。
ましょう！

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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住所変更

会 員／赤松 桂子（松山第２地区会）
企業名／㈱フィール
新住所／〒790-0823
松山市清水町３丁目43−9−1F
電 話／089-989-0220
FAX／089-989-2121

1982年3月24日生まれ 松山第3地区
Ｋｅｙｓｔｏｎｅ Ｂａｒ 代表 飲食業
〒790-0003 松山市三番町1丁目10-13 トキビル３Ｆ
TEL(089)934-6254
紹介者／(有)南国 今井 裕香

氏

「日本の財政破綻に備える」
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

歴史が繰り返し教えているように「人類にとって最大のリスクは国家権力です。

戦争中の日本、中国の文化大革命、ポルポト時代のカンボジアのように国家の暴

走に巻き込まれたら、無一文で国を捨てる以外に生き延びる方法はない」これは
橘玲さんの著書の一説です。

日本の借金はついに1000兆円を超えました。税収が歳出の半分以下しかな

になる、つまりお金の価値が

分の

倍になれば、1000万円

に減るのです。敗戦後も

になったと言われます。日本も敗戦直後のインフレ

大洲事務所

兆円ずつ増えています。2000年に５００兆円ほどであった借金がこ

年で倍以上に増えたのです。経済成長が続き税収が増えている時は何とか凌

分の

があります。それは「インフレ政策」です。物価が
の預金は

億分の

税金の一種であり巨額の財政赤字は殆ど「インフレ税」で清算されてきたことを

四国の躍進は地域企業と法律家の連携で

く毎年
の

げても、経済が停滞している時は財政破綻という事態も起きかねません。

親の財産を食い潰しながら、仕事もしない放蕩息子が毎日ギャンブルをやって

％は国

％に引き上げると言いますが「財政の

いる、そんな家はいくら財産が有ってもやがて潰れます。日本の国債の
内で消化されています。政府は消費税を

92

出血」を止めない限り焼け石に水です。しかし政府は借金を簡単に清算する方法

8

は激しく、国債は紙屑になり預金は封鎖されました。インフレは、政府にとって

ドイツのマルクは

10

1

☎ 0893－59－0353

☎ 089－907－5601

10

忘れてはなりません。

代表弁護士／吉村紀行・和田資篤

愛媛県弁護士会所属

10

愛媛県

松山事務所

愛媛県

1

1

2

たいよう

弁護士法人

50
10

会員掲示板
きみひこ）

公彦（いしはら
石原

（11/１〜11/18）

新入会員ご紹介・会員消息 （１名）
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201３年度

愛媛同友会第８回理事会

【日 時】 2013年11月12日㈫
【出席者】 20名			
【議 長】 田中 正志		

18時30分～20時40分
【委任状提出】 16通
【議事録作成者】 大北

開会挨拶：平野啓三
夏から冬になったのかと思うほど、急に寒くなりました。体調に気をつけま
しょう。議題にも挙がっていますが、増強運動が進んでいません。本日の理事
会で確認し、具体的に動きを起こしていきましょう。また、第３回経営フォー
ラムに向けても、理事会全体で取り組んでいけるよう、協力していきましょう。

報告・承認事項
＜報告事項＞
１）企業づくり・地域づくり・同友会づくりの各本部取組みについて、本部長
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）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。
４）障害者問題全国交流会in神奈川について、事務局と杉本太一・理事から参
加報告がありました。
５）全国共同求人交流会の実施要領並びに参加状況について、事務局と桑波田
健・理事から報告がありました。
＜承認事項＞
１）入会・退会の承認・・・第６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）「チャレンジドラフト事業説明会」への後援依頼（三好大助・理事）につい
て事務局から提案があり、承認しました。
３）「2013年度イノベーション四国顕彰事業」への後援依頼（一般財団法人四国
産業・技術振興センター）について事務局から提案があり、承認しました。

協議事項
１）増強運動（9月11日スタート）の進捗状況の報告と提案
①これまでの成果について事務局から報告がありました。
②各支部・地区会の進捗状況について、各担当者から報告がありました。
【松山支部第1地区会】11月例会にゲスト8名が参加予定。10名を目指して
声掛けを続けている。また、会員の参加人数を底上げするために幹事
が手分けして声掛けをしている。Facebookで幹事グループを作成して
情報交換を図っており、今後の活用の可能性についても模索する。年
内に幹事1名を増員したい。
【松山支部第3地区会】11月例会にゲスト2名が参加する。例会だけでなく、
水曜サロンにもゲストを連れて行くなど、同友会の学びの場をフルに
活用していく。ゲストへの声掛けに当たっては、既に人間関係が構築
できている人を重視する。
【松山支部】松山支部が愛媛同友会の増強運動の牽引役となれるよう、危
機感を持ってやりとげる。
【伊予松前支部】11月例会にゲスト2名の参加が決定している。例会は毎月
1回しかないので、水曜サロンや幹事会など同友会に触れてもらえるチ
ャンスを有効に使っていく。
【東温支部】11月と12月の例会は松山市内で開催する。各幹事が入ってい
る他団体の会員にも声掛けをしてゲストを招き、東温支部以外への入
会でも構わないので増員に寄与する。
【今治支部】入会候補者のリストを共有し、幹事が手分けして訪問している。
11月例会にはゲスト2名の参加を目指して動いている。
【四国中央支部】11月と12月の例会は「オリエンテーション例会」と銘打っ
て開催する。ゲストはもちろん、最近参加がない会員への声掛けも行う。
Facebookを活用した声掛けからの入会という流れが確立できつつある
ので、引き続き活用していく。2回の「オリエンテーション例会」を通
して6名の入会を目指す。
③佐藤慎輔・増強戦略担当理事から増強運動に関する提案がありました。
Ａ．11月例会と12月例会にゲストを何人呼ぶのか、目標を明確にする。

【会

議事録

場】 アイテムえひめ

雅浩

Ｂ．支部長・地区会長を中心に幹事1人1人が実際にどう動くのか、明確
にする。
【佐藤慎輔・増強戦略担当理事】9月理事会での増強に向けた決意表明から
2カ月が過ぎましたが、まだ成果があがっていません。信じがたい現状
ですが、それでも皆さんが具体的な行動を起こしていただいている以
上、成果が挙がってくると信じています。心配なのは情報共有です。
本日のようにそれぞれの取組みを共有できる場が頻繁にあるといいの
ですが、そうもいきません。そこで、事務局に進捗状況を逐一、報告
してください。事務局から毎週配信している「増強ニュース」も活用
して、情報の共有化を図っていきましょう。何事もまずは動いてみる
ことが大切です。そして、理事の皆さんは会員の皆さんがどう動いて
いるかを知り、共に動いて学ぶことが大切です。支部内・支部間の連
携を取っていきましょう。私は増強運動に対してプレッシャーを感じ
ていますが、同友会には仲間がいます。皆さんで協力して、やりとげ
ましょう。
＜２０１３年度 目標会員数＞ ５６０名（６０名の純増）
２）各支部・地区会・委員会の総括・方針の手順について、事務局から説明が
ありました。
定時総会議案書フォーマットを活用する。
①11月・12月の幹事会・委員会で総括と方針を協議する。
②1月・2月の幹事会で支部方針と人事案を協議する。
③3月の理事会で総括・方針・人事を承認する。
３）第3回経営フォーラムについて桑波田 健・実行委員長から報告があり、協
議を行いました。・・・別添資料参照
①開催概要についての報告
日時：2014年2月26日㈬ 13時～20時30分
会場：アイテムえひめ
「企業変革支援プログラム」の5つのカテゴリーで、記念講演と4つの分
科会を構成します。
②実行委員会体制についての報告とお願い
各支部・各地区会から委員1名ずつ人選をお願いします。（11月末までに
事務局へご連絡ください）12月初旬に委員全員が集まる場を設定します。
副委員長については、桑波田委員長と大野代表理事、大北事務局長で
依頼をかけて11月中に確定します。
③メインテーマとサブテーマについての協議
4グループに分かれて討論を行い、キーワードを発表しました。
「毎年の愛媛同友会スローガンに沿ったものが良いのではないか。
『人
が生きる経営』をテーマに入れてはどうか」
「厳しい経営環境下続いているからこそ、改めて『経営指針』につい
て考えるフォーラムにしてはどうか」
「第2回から発展して、『連携』を更に強める内容にしてはどうか。条
例制定運動もあり、
『地域づくり』、そこからさらに『仕事づくり』や『雇
用づくり』も重要なテーマになるのではないか」
「『地域における中小企業の役割』について考えるフォーラムにして
はどうか」
これらのキーワードを基に実行委員会でメインテーマとサブテーマ
を作成します。

閉会挨拶：伊藤俊一郎
今日は一段と熱い議論ができました。増強については、最初につまづきまし
たが、これから挽回できます。セミも木から飛ぶときには一旦、落ちると言い
ます。今、自覚を持ってスタートすれば間違いなく60名純増を実現できると確
信しています。経営環境は厳しさが続いています。来春には消費税の増税があり、
業界でも直前の駆け込み需要と、その後の落ち込みに備えてどう準備するかが
重要な課題になっています。厳しいなかでも、会員同士、話し合いながら経営
に取り組んでいきましょう。

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

