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【人を生かす経営】
＝
【労使見解の精神を生かした経営指針を確立し、社員教育を進め、求人を行う】
＝
【人を生かす経営を、産学官連携の枠組みで、条例制定運動を通して、地域と企業で実践する】
【人を生かす経営の総合実践】

2014年度
スローガン
全社一丸・同友会一丸で
人を生かす経営の
総合実践に取組み
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
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～１５社から３１名の新入社員が参加～

3月28日（ 金 ）、 ア イ テ ム え ひ め で、
愛媛同友会では３回目となる合同入社式
及び新入社員研修を開催しました。
愛媛同友会の合同入社式＆新入社員研
修の特徴は、「愛媛同友会が一体となっ
て、会員企業の新入社員を迎え入れる」
「新卒者・既卒者を問わず、会社の枠を
超えた仲間＝同期社員との交流」にあり
ます。
参加者全員で記念撮影
愛媛同友会では日頃から、「会員を一人ぼっちにしない」ということを大切に
しています。そういった想いから始まったのが、入社式に始まり半年間にわたる
新入社員研修です。
当日は15社31名の新入社員が参加しました。
本誌の６ページに合同入社式と新入社員研修の様子を掲載します。

〒791－8057 松山市大可賀2－1－28 アイテムえひめ

＂世の中は捨てたものではな
い＂と言える大人になろう

目

2014年度合同入社式＆新入社員研修を開催！

三年目を迎えた愛媛同友会主催
の合同入社式＆新入社員研修会が
三月二十八日に開催され十五社
三十一名の若者が社会に旅立ちました▼
夢多き理想に燃える若者を見て思い起こ
されるのが三月十日に亡くなられた宇高
昭造会員の言葉です。宇高さんは「世の
中は『雲の下』
。雲の下は雨が降り、風が
吹く。
『傘に入れて』と言う人や、傘を置
いていたら盗っていく人もいる。社会に
は、不条理な側面もあります。一方で雲
の上は、雨が降らず太陽が常にさんさん
と降り注ぎ、心地よい理想の社会であり、
この時が青春時代でもあります。
」大事な
のは、この青春時代に理想を語り合える
経験をして、世の中を肯定的に考えられ
る社会人になることが鍵です。それが世
の中の不条理を条理に変える、マイナス
をプラスに変える力を蓄えることになる
のです。
」と話されました▼宇高さんの言
葉から想像するには、若者を迎える企業
の第一歩は「世の中は捨てたものではな
い」という姿を若者にしっかりと大人が
見せつける事だと思います。そのために
も、私たち大人の集まりである同友会が
理想を真正面から語り合う。企業や同友
会が人間を全面発達させる世の中を実現
するためにも“変わる、変わり続ける”
こ と だ と 若 者 を 見 て 改 め て 思 い ま し た。
（Ｔ）

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。

No.253 2014年５月号
発行／2014年５月１日

TEL（089）968－3112 FAX（089）968－3107

2

特別企画 座談会

「愛媛同友会の企業づくり、地域づくり、同友会づくり
～２０１４年度、そして愛媛同友会３０周年にむけて～」
代表理事 服部豊正氏 （服部製紙㈱ 代表取締役）
代表理事 大野栄一氏 （㈱大栄電機工業 代表取締役）
広報情報化委員長 竹村義則氏 （生活協同組合コープえひめ事業支援本部長）
専務理事 鎌田哲雄氏
司会：事務局長 大北雅浩氏

2014年度がスタートしました。17年ぶりの消費税増税もあり、
「激動の1年」となること
が予想される今年度、各社が、そして同友会が何を目指し、何に取り組んでいくのか、大
いに語っていただきました。

2014年度の業界の動きと各社の重点的な取り組み
大北：今回の対談に当たって背景として重要
なポイントが、４月からの消費税の増税で
す。まさしく愛媛同友会のスローガンにも
あります「激動の１年」というのが改めて
この年にもくるであろうというのが予想
されています。突破するためには愛媛同友
会の目指す「人を生かす経営の総合実践」
に取り組むことが鍵だと思われます。
まず2014年度の業界の動きと各社の重
点的な取り組みについてどのようにお考
えですか。
服部：2014年度特別にという問題ではない
が、私共のようなものづくりの業界は最終
的に販売する小売との関わりが一番問題
として出てきます。今回の消費税増税は今
後進むにつれて単価の問題がまず出てく
るだろうと思われます。
我々の業界、我々愛媛パルプ協同組合
は、環境問題を前
面に出して対策
を行っていく必
要があります。環
境問題を海外に
打ち出していく
ことが今後の取
り組みとして重
要だと考えてい
服部豊正・代表理事
ます。
大野：コンピュータの業界で３月、４月の
問題はWindowsXPのサポート問題です。
もうひとつが消費税増税の駆け込みにな
り ま す。 我 々 設 備 投 資 の 業 界 はXPが ら

み、４月以降は反動がくると予想してい
ます。
今後はものづくり補助金、補助金を使っ
て設備投資をする本来は製造系の補助金
ですが、商業やサービス業でも使える様に
なりました。商業サービス業向けの我々の
扱うシステムを差別化するために導入を
ご提案することを活発に取り組んでいま
す。
経営者がお客様のところへ行くことも
大切だと思っています。トップセールスを
重点的に行ってお客様の信用の強化をこ
ういう時期だからこそ行っていきたいと
思っています。
竹村：県内流通業の
情勢に関して県
外資本による出
店が増えてきて
いて、数年前から
ディスカウント
店があちこちに
できています。そ
大野栄一・代表理事
れ か ら 特 に2014
年に入ってから既にオープンが始まって
います、セブン&アイホールディングスの
四国上陸によってさらなる競争が予想さ
れます。
具体的な対策は、店舗の移転オープンや
リニューアルオープンを行います。またこ
の4月1日から店舗のレジをすべて入れ替
えました。新ポスシステムを導入しすべて
のレジでクレジットカードが使用可能に
なったり、自動釣り銭システムも導入し、
サービス向上に努めています。
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鎌田：DOR（同友会景況調査報告）にもあ
るように予測では消費税増税以降の次々
期（2014年４～６月期）の業況判断DI見
通しは大幅な悪化となっています。政府は
2013年12月の月例報告からデフレ不況の
文字を消去しましたし、中小企業向けの融
資に関して100％保証特例も廃止されまし
た。アベノミクスは大企業利益供給型であ
り、中小企業が蚊帳の外の状態で根本的な
解決がされていません。今はやはり同友会
型の企業を作ることがすごく問われてい
ます。同友会の方針や組織は何のためにあ
るのかというと同友会の運営のための組
織方針ではありません。この点を強調した
いです。同友会の方針・組織は何のために
存在するのかというと同友会の会員さん
の企業が持続可能な企業になるために同
友会の組織・方針があるということです。
同友会はこれを「企業経営と同友会運動は
不離一体である」としています。これが同
友会運動の方針・組織です。この点が他の
経営者団体と決定的に違う点だと思って
います。どういう重点・方針かというと、
人を生かす経営の総合実践を行うことを
方針にしました。

同友会で何を学び、実践しているのか
大北：みなさんそれぞれが同友会に入会・入
局されて、同友会でどのような学びをされ
て、どう実践されてきたのか、またどのよ
うに変化・変革してきたのかについてお話
しいただきたいと思います。
大野：社員教育をきちんと行い、安心して
社員の働ける会社にしたいと思い、同友会
に入会しました。社員教育委員会に入り、
学んでいると、結局社員にどうこう言う前
に経営者がしっかりしないと教育ができ
ないと思い、経営指針を作らなければいけ
ないと思ったのが入会当初でした。それ以
来、経営指針を作って発表して実践してい
く中で会社も順調に規模も業績も良くな
りました。
リーマン・ショックの時に大きなダメー
ジを受けて、その時に改めて経営指針を
作って実践してきた社風が厳しい局面の
中で我が社を支えたと思い、同友会で学ん
でいてよかったと思いました。
服部：私の場合は自分の中で根本的に思って

いたのは社員がいきいきと働ける職場を
作りたいということでした。そういう気持
ちを持って同友会に入会して様々な人に
お話を伺い、まさにそこに真髄があるので
はないかと感じました。
経営者の日々の言動を社員のみなさん
が本当に信用できるのかが一番の基本に
なるのではないかと思っています。社員が
経営者を信用しようと思うことは難しく
時間のかかることだが、信頼を覆すことは
一瞬で起こりうることです。その努力は経
営者にとって最も大切なのではないかと
考えています。
経営指針に関しても引き継ぎが重要で
今後は経営指針成文化セミナーには継続
して社員を参加させるようにしたいと考
えています。社員にはいいものは学ばせて
行かなければならないと感じています。
竹村：コープえひめ自体は入会して20数年
経っています。私自身は2009年に例会に参
加させていただき、大変驚いたのは経営
者のみなさんが本当に真剣に他社の実践
を聞きながらグループ討論で本音を語り
合って、学ぶ姿勢を目の当たりにしたこと
です。厳しい経営環境等にもなんとかそれ
をチャンスに変えて自分を改革したいと
いう例会を見て、自分は組織に安住してい
るのではと気づかされました。私もここで
学びたいと思い、以後例会に参加していま
す。
また、同友会大学にも参加しました。現
在の支所長、店長、マネージャーの大半が
同友会大学の修了生です。その中である事
業所の支所長が同友会大学で学んだこと
を素直に実践し、成果をあげてきていま
す。
この数年、厳し
い経営環境であ
るにも関わらず、
一定の業績を挙
げているのは、同
友会との関わり
の中で生まれた
ものだと確信し
竹村義則・広報情報化委員長
ています。
鎌田：私は５つの事柄について話したいと思
います。1つは変わる、自己変革する人生
がこの世の中にあったということです。同
友会の事務局に入局してよかった所は、同
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友会で何を学んでいるかにつながるので
すが、私が同友会に入るまでは私の中には
変わるとか自己変革するとかいう言葉は
ありませんでした。同友会に入って自己変
革する人たちと出会うことで、人生の中で
自己変革をするという事を学びました。
２つ目は、人生には理念が必要というこ
とです。私にとっては、理念のある人生。
どのように生きるのか。人生には理念が必
要だということを同友会で働かせていた
だいて得られました。
３つ目が、危機に陥った時にリーダーは
どうするのか。いろんな身体的な事だけで
はなくて、会社のことや、いろんな事で危
機に遭遇する訳ですが、その時にリーダー
として対応されます。それを垣間見ていて
リーダーがどうするのかを学びました。私
もそういう時には、みなさんと同じような
対応をしたいなと思います。逃げたくなる
ことは沢山ありますが、できたら真正面か
ら対応したいなということを同友会に教
えられました。
４つ目は、憧れの存在というのは世の中
に必要だということを教えられました。今
日のお三方含め、先日お亡くなりになった
宇高さんは私にとって憧れの存在でした。
生きていく上で憧れの存在は必要だと思
います。私はやはり中小企業で一番弱いの
は人材の問題だと思います。人材が育って
いないことは教えられる側よりも教える
側の問題だと思います。教える側が憧れの
存在になりきれてないということです。中
小企業問題は教育問題だと私は思ってま
す。そういう意味で憧れの存在は必要だと
思いますし同友会には沢山、憧れの存在が
いると思っています。
最後に５つ目は、失敗をオープンにして
いいということです。失敗をオープンにし
ないと教訓化さ
れません。失敗か
ら学ぶ人生を同
友 会 約30年 近 く
の中で経営者の
みなさん、会員の
みなさんから教
えられ、気づかさ
鎌田哲雄・専務理事
れました。

2014年度の愛媛同友会の取り組み
大北：今年度の愛媛
同友会の重点的
取り組みについ
てご紹介いただ
きたいとお思い
ます。
大北雅浩・事務局長

鎌田：2012年、愛媛県に「ふるさと愛媛の振
興条例」ができて、更に2013年に東温市で
「東温市中小零細企業振興基本条例」がで
きました。この４月に松山市中小企業振興
基本条例が制定されました。同友会はそれ
ぞれの条例に関わってきました。愛媛同友
会としては県内11市９町に条例をつくろ
うという方針があります。松山の条例の先
進的なことを紹介すると、ひとつは条例の
定石を踏まえた条例であることです。これ
は東温市の条例運動から学んでいます。全
国的に見て、この１〜２年で条例の質が変
化して向上しています。１〜２年前までは
条例を作るということに力を入れていた
のですが、条例を作るだけではなく、条例
の中に特に定石を柱にした条例を作るこ
ととしています。２つ目に、条例の第２条
の中小企業関係団体の定義の中に所謂法
政三団体（商工会議所、商工会、中央会）
以外に初めて中小企業家同友会が記載さ
れました。これは過去全国の条例で初めて
です。松山市においては推進母体である円
卓会議で同友会が名を連ねて推進母体を
運営していくという役割もあります。同友
会の条例本部が中心となり、今年度は四国
中央での条例制定に着手したいと考えて
います。
竹村：2010年度に広報情報化委員会がスター
トしまして、その時以来関わらせていただ
いているのですが、今はこれこそ私に与え
られた使命なのかなと思って担わせてい
ただいています。
今年度2014年10月に全国広報情報化交
流会が愛媛県で開催される予定となって
います。この５年間、広報情報化委員会は
会報「えひめDOYU」の企画編集寄稿等会
員同士の交流であったり、同友会活動の情
報提供に積極的に関わってきました。こう
いった活動を更に会員全体に広げていき
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たいので、この全国交流会で全国の仲間の
広報のあり方を学び、活かしていきたいと
思っています。より多くの方に参加してい
ただきたいと思っています。

2015年度の愛媛同友会30周年に向けて
大北：来年度に愛媛同友会は30週年を迎えま
す。みなさんそれぞれ何を学び何を伝えて
いくのかをお聞かせください。
服部：30周年だから何か、というわけではな
く、終始一貫同友会の中では社員がいきい
きと働ける職場をつくるというのが自分
のなかでは一番の目的でやっていますの
で今後も目指してやっていきたいと思っ
ています。そのために同友会で学び続けて
いきたいと思っています。
竹村：30年と一括りにいいますが、よく「10
年偉大なり、20年恐るべし、30年歴史な
り」という言葉にあるようにこの愛媛の地
で同友会が生まれて30年、地道な活動だと
思うが継続してきたことはこの地域経済
の活性化にも雇用の場にもなっていて、人
材育成においても非常に大きな貢献をさ
れてきたと思います。何か新しいことでは
なく人が生きる経営の実践であり共に育
ち学び合う組織の実践を積み重ねていく
ことが大切だと思います。会員のみなさん
がそれを実践できるような広報活動をし
ていきたいと思っています。
大野：一つは同友会の存在意義を伝えていき
たいと思います。同友会の活動が地域を支
えているということを広報情報化委員会
のご協力も得ながら伝えていけたらと思
います。２つ目は企業でいえばライフサイ
クルの1サイクルをクリアしたということ
で次の30年は今までの同友会から社会的
位置づけが上がるような30年にしたいと
思います。会員企業の成長が影響すると思
いますので企業づくりをしっかり大切に
していきたいと思います。この２点が大き
いと思います。
鎌田：１つは30年なので、同友会をこの間支
えて来てくれた人達をいろんな形でご紹
介できたらなと思います。そういう機会に
広報情報化委員会や例会などで先人たち
の思いを伝えられたらなと思っています。

２つ目は、県内の経営者団体だけでなくあ
らゆる組織や団体をつないでいくプラッ
トホーム的な役割を大いに披露していき
たいと思っています。３つ目は、やはり
1,000名です。1,000名の同友会は中四国で
は広島と香川しかありません。愛媛同友会
がはやく1,000名になれる、その礎を30周年
に作りたいと思っています。
最後に、会員さんです。会員さんの企業
に、持続可能な企業として存在出来るよう
な支援ができればなと思っています。
大北：今回、私にとって特に印象深かったの
が、鎌田さんが話された「入局して学んだ
こと」の中の、「失敗をオープンにしても
いい、オープンにすることで学ぶことがで
きる」ということです。同友会の学ぶ姿勢
がここに現れているように思いました。例
会の報告でもその報告をいかに自分のこ
ととして学びとして受け取るか、その姿勢
が求められている。それが同友会での学び
であろうと感じました。
30周年を迎える時期にちょうど全国広
報情報化交流会を愛媛で設営できること、
これまで取り組んでいる条例に関する情
報発信も７月の全国総会でできるように
なっていること。これは愛媛同友会にとっ
て自力を上げていく機会をもらっている
と捉えています。
皆さんのお話から、私は改めて、主体
的に学ぶことの大切さを実感しました。事
務局長として、会員と事務局員に示してい
けるようにしたいと思います。これが私の
「30周年に向けて何を伝えていくのか」の
答えとさせて頂きます。

全員で記念撮影、
後列右は記録担当の伊井達哉・事務局員
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2014年度合同入社式＆新入社員研修報告
●開催日：3月28日㈮ 18時半～21時
●会 場：アイテムえひめ
●参加者 会員企業15社、新入社員31名
３月28日（金）、共同求人委員会（大川耕三委員
長）の企画運営で、2014年度合同入社式＆新入社員研
修を行いました。当日は報道機関４社（NHK、テレ
ビ愛媛、愛媛朝日テレビ、愛媛新聞社）が取材に訪れ
ました。

〈新入社員研修〉

午後からは、新入社

員研修です。講師は木

〈合同入社式〉

曽千草氏（共同求人委

野栄一・代表理事の開

相互理解や先輩・上司

第1部式典では、大

会挨拶から始まり、来
賓として中村時広・愛
媛県知事（代理：渡瀬
賢治・愛媛県経済労働
部管理局長）からご祝
辞を賜りました。
新入社員の代表として岩井孝文さん（生活協同組合
コープえひめ）と上甲優さん（NPO法人こころ塾）
が決意表明をしました。

員）。新入社員同士の
へ新入社員時代のイン
タビューを行い、自分
たちの「働くための心構え」をつくりあげました。最
後に、先輩・上司から新入社員へ、新入社員から先
輩・上司へ「絆の手紙」を送りあいました。
9月27日（土）に行われるフォローアップ研修で、
さらに学びを深め、仲間や先輩・上司との絆を強いも
のにしていきましょう！

先輩社員の激励の言葉を昨年合同入社式に参加され

寄稿：伊井達哉（愛媛同友会事務局）

た関谷祥子さん（NPO法人家族支援フォーラム）か
らいただきました。
第２部は、山本万喜
雄氏（愛媛大学名誉教
授）に「ともに働くよ
ろこび」のテーマで、
働くなかでの成長、仲
間や先輩・上司との
絆、その中での働くと
は何か、働くよろこびとは何かを講演していただきま

≪参加企業≫
生活協同組合コープえひめ、㈲ユアーズ・ケア、ＮＰ
Ｏ法人こころ塾、まるく㈱グループ、㈲三和興産、愛
媛三菱農機販売㈱、義農味噌㈱、特別養護老人ホーム
梅本の里、㈱世起、ＮＰＯ法人家族支援フォーラム、
エネロ㈱、㈲阿部木工、岡田印刷㈱、愛和印刷㈱、㈱
ナカフードサービス（順不同）
※当日の様子は愛媛同友会ＨＰでも公開中です！！

した。山本先生は新入社員だけでなく、先輩・上司に
向けてもメッセージを送って下さり、同期との仲間づ
くり、先輩・上司との絆づくりを深める講演でした。

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

第３部は昼食交流会をキッチン夢屋（運営はNPO
法人家族支援フォーラム：米田順哉会員＝共同求人委
員）で行いました。他社の新入社員や先輩・上司との
交流を深めることができました。

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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松山支部3月例会

伊予・松前支部3月例会

商品開発が企業を変える

自分の描いた理想と現実のギャップ

～我が社の歴史と商品～

～元同友会事務局員が気付いた本当の人とのつながり～

■報告者 原 初 氏
株式会社志賀商店 代表取締役
（愛媛同友会 理事・今治支部幹事長）

■報告者 武田 正輝 氏
共栄自動車株式会社
（愛媛同友会 理事・伊予松前支部幹事長）

●と き／3月18日㈫
●参加人数／36名
●ところ／えひめ共済会館

●と き／3月20日㈭
●参加人数／25名
●ところ／ピュアフル松山

先代社長が新居浜で行商を
はじめスーパーへ。スーパーで
煮豆が売れたことで豆製品製
造に特化。時代は甘いモノに飢
えた時代でした。しかし、当時
は返品ありきの商売で苦労の
連続。
オイルショックの影響で資
報告する原さん、
右は座長の阿部信之さん
金繰りに悩まされた時期に先
代社長が入院。1983年、原さんは経営のことがわからないまま社
長へ、自分がやらざるを得ない状態に。
消費者のニーズが多様に変化する時代は品質も求められまし
た。レトルト高温殺菌を取り入れ、煮豆だけでは安定しないので
薄味納豆を製造。しかし売上が上がると、設備投資が必要の連鎖
が続きます。
そこで販売は問屋任せから、自社での販路拡大。自社工場新
設。業務用から市販品製造へ、商品デザインにも魂を投入。直販
店設置。外部環境に負けない企業づくりがはじまります。天候不
安、乱高下する豆価格。豆を2年分備蓄。多種の豆を取り扱い新
商品を次々に開発。バランスシートを常に頭に入れ、安心安全な
企業へと帆をあげます。
（現在社員数76名）
中小企業同友会の学びを実践し、経営計画にも社員さんは5回
程度参加。外部研修も取り入れ、人材教育には力をいれます。そ
こにあるのは「企業格差は人材格差」の思い。
経営理念は「私たちは豆を通して、美味しさの感動を、健康の
歓びを、心からの満足を提供することを使命とします。
」
「食品を
通してではなく、
豆を通してなんです。
」と妥協ない「一豆入魂」
。
「常に新商品のアイデアを考えている。
」
「会社も社員も大切、そ
して家族も大切に」と二次会帰路につかれ原さんの笑顔が忘れら
れません。あり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㈱／松山支部第1地区会）

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

３月は伊予松前支部恒例の
「とことん討論例会！」グルー
プ討論でテーマを深め合う例
会です。
そして、今回問題提起をされ
た報告者は武田さん。お祖父様
が創業者。自宅でお祖父様が働
報告する武田さん、
く姿を見て、物心ついたころか
左は座長の山崎剛さん
ら自動車屋さんになりたいと
思っていたそうですが、なぜか大学は文学部で俳句の研究をされ
ていたとか・・・
現在の社長は、父親であり、愛媛同友会理事である、お父上の
武田正晴さん。工場長に現場を任せて社長は経営に専念。社業に
いち早くリースメンテナンス業を導入。そして大きな柱に育て上
げられました。先見の明は流石としか言いようがありません。
そんな会社へ武田さんは入社するのですが、自分が理想とする
会社像と現実のギャップに対して、それが社員さんへの不満で表
現してしまったりするのです。
しかし、入社前の広島同友会事務局員時代の経験を活かし、少し
ずつ社員さんをよきパートナーとして考え、自分から歩み寄って
行かれる報告に共感を覚えました。
また最後に、お祖父様、鎌田哲雄・愛媛同友会専務理事、お父
様を人生のキーマンであり三恩人であると公言し感謝の気持ち
を述べられていました。
特にお父様に対しては、今安心して働ける会社を作られたこと
への感謝。同友会を通じていつのまにか共通の価値観を持てたこ
とへの喜びが印象的でした。
グループ討論もとても盛り上がりました！
武田さんお疲れ様でした。

寄稿：秀野哲也さん（義農味噌㈱／伊予・松前支部）
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東温支部3月例会報告
幸せの種まき

今治支部3月例会
すべての始まりは、人との出会いから！

～児童書専門店としての 15 年の歩みと法人化後の今後の展開について～

～常に大きな夢を語り、一つ一つ、小さな夢を積み重ねると夢が現実になる。諦めない事～

■報告者 森本 智香 氏
株式会社コッコ・サン 代表取締役
（愛媛同友会 松山支部第2地区会員）

■報告者 良野 一生 氏
有限会社いっせいグループ 代表取締役
（愛媛同友会 理事・松山支部第1地区会幹事）

●と き／3月25日㈫
●参加人数／15名
●ところ／えひめ共済会館

●と き／3月19日㈬
●参加人数／26名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

絵本の読み聞かせで例会
がスタートしました。
コッコ・サンでは、学校で
子供たちに絵本を紹介し、
図書室で読みたい本を投票
で選ぶ「選書会」や、ＰＴＡ
に地域（Ｃｏｍｍｕｎｉｔ
ｙ）のＣを加えた「ＰＴＣ
絵本を交えて報告する森本さん
Ａ」として、地域のお年寄
りによる、子供たちへの絵本を読み聞かせ会をされています。
選書会がきっかけで子供たちが図書室へ多く通うように
なったそうです。また読み聞かせには、読み手であるお年寄り
の脳の前頭前野が活発になる事による脳の健康維持、聞き手
である子供たちは感情や言語の分野が高まる事で心が育つと
の事でした。
子供たちと関わっていく中で、正しく持つための工夫がさ
れた鉛筆や、正しい座り方が身に付く足型シートの開発など、
子供たちが楽しく学ぶ仕組みを作ってこられた森本さん。昨
年法人化し、これまでのように興味だけで動くのではなく、
「企
業」として考えるようになります。そこで、経営指針成文化セ
ミナーにスタッフ全員で参加。結果、スタッフが数字を意識
するようになったそうです。そこで生まれた「幸せの種まき」
という経営理念は非常にわかりやすく、参考にしたい、スタッ
フの皆さんが同じ方向を向いてコッコ・サンを運営していく
姿がうらやましいと思いました。
報告者の森本さん、座長の川﨑さん、お疲れ様でした。
最後に皆さん、お子さんやお孫さんに絵本を読む時間を
作ってみてはいかがですか？

３月１９日の今治支部例会は、いっせいグループの良野一生さ
んの報告でした。
「すべての始まりは、人との出会いから！」と
いうテーマで行われました。
報告を聞き、印象に残ったのが「良縁」も「悪縁」も肥やしに
されて経営をされていることでした。人との出会いが良い方向に
働くこともあれば、あるときには負の方向に働くこともある。そ
のとき、その状況をどのようにとらえるのか。そのことにより、
その先が変わってくるのだと思いました。良縁を結ぶコツは、
「人
とよく話し、よく交わることだ」とおっしゃっていました。
また、良野さんは「常に大きな夢を語り、一つ一つ、小さな夢
を積み重ねると夢が現実になる」と熱く語られました。今の可能
性で判断するのではなく、大きな夢を持つことがその可能性を広
げる。そして小さな努力を積み、創意工夫することでそれを実
現していく。自塾の塾是も「力(つと)むれば必ず達す」ですので、
その大切さを再認識できました。
経営は必ずしも順風満帆ではなく、店舗撤退や共同事業の失敗
など多くの危機もあわれたようですが、どん底を経験する度に復
活された原動力は、やはり「人」と「夢」だったそうです。

寄稿：武田 正輝さん（恭栄自動車㈱／伊予・松前支部）

寄稿：白石

亮太郎さん（㈲白石塾／今治支部）

報告する良野さん、左は座長の河上顕一さん
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四国中央支部3月例会報告
Ｆａ
ｃ
ｅｂｏｏｋで顧客創造！ 売上7000万円！
～Ｆａｃｅｂｏｏｋに “ 没頭 ” できる社内環境の作り方～

■報告者 合田 夏樹 氏
㈱スズキ販売四国中央 代表取締役
（愛媛同友会 四国中央支部幹事）
●と き／3月17日㈪
●参加人数／34名
●ところ／ホテルグランフォーレ
四国中央支部では「利益を出す経営者」というキー
ワードでこの一年例会を進めてきました。その締めくく
りの報告者として今回は合田夏樹氏に報告をお願いい
たしました。
合田さんは同友会でも名の知れた“フェイスブッカー”
です。今回はいかにしてフェイスブックで顧客を獲得し
売上を作っていったのか？その秘訣を報告していただ
きました。
報告では大阪での修行を経て帰郷後は両親の経営す
る中古車販売の会社に就職するも、父親との経営方針の
違いに葛藤し、ついにはご両親の離婚に伴い26歳の若さ
で代表取締役に就任。そこからはじまる波乱万丈の経営
者人生について語っていただきました。勘違い経営を続
けた挙句、売上の減少や資金繰りが悪化。自分の失敗を
反省し、社員さんに頭を下げた時、
「本当に大切なのは、
自分と一緒に働いてくれている社員」だと気づきます。
それからの経営は、人を大切にして、信じて任せる社風
に一気に加速していきます。即行即止で良いと思うこと
は即実践し、ダメだったことはすぐ改めるというふう
に、様々な社内環境整備を行った結果、社長がいなくて
も社内でＰＤＣＡの回る環境ができてきます。
「現場に
力があるから自分はフェイスブックに没頭できるので
す。その環境をいかに社内に作っていくのかがポイント
です」と教えていただきました。お話を聞かせていただ
くなかフェイスブックで稼ぐ話よりも、
「人を生かす経
営」の実践をされている合田社長の報告に魅せられ、惹
きつけられた報告でした。

「仕事と介護を考える」 ⑱
（仮）認定ＮＰＯ法人こころ塾
代表理事

村

松

つ

ね

親などの介護を理由に離職する人は、年間14
万人にのぼるそうです。そして50代の社員の5
人に1人は、介護問題を抱えているという研究
もあります。それはどうしてかと言うと、75歳
を過ぎると要介護や要支援認定を受ける高齢者
の割合は、それまでの約7倍、その人口の30％
になるからです。子供世代、つまり50代は仕事
と介護の両立問題で悩む世代でもあります。
40歳以上の社員では、男女ともに8割以上が
今後5年以内に介護が生じると考えています。
そしてその大半が介護への不安を抱えていま
す。不安の内容は、①いつまで続くか分からず
将来の見通しが立てにくい②適切な介護サービ
スが受けられるか分からない等です。介護の問
題を抱えて社員のモチベーションが下ったり、
最悪の場合離職することになると、企業経営に
も大きな影響があります。
もうひとつ問題なのは、50代では、介護の問
題があっても会社に相談せず、1人で抱え込ん
でしまいがちだということです。団塊の世代が
75歳以上になるのは、2025年。仕事と介護の
両立問題を抱える社員が急増することを経営者
は認識しましょう。そして、企業に求められる
支援についていえば、まずは相談しやすい職場
風土を作ることでしょう。
「介護は嫁に任せておけ」
なんておっ

寄稿：菰田晃伸さん（㈱こもだ寝装／四国中央支部）

しゃっている
社長さん。自
営業者の自殺
のきっかけは、
介護問題だとい
うことを知りま
せんね。
これは社員、そしてあ
なた自身の問題です。

報告する合田さん、右は座長の石川義和さん

有限会社

マキフーズ

〒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）

