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2014年度愛媛同友会 合同企業説明会開催！
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
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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16社が参加、学生７０名が来場

6月12日（木）、松山市総合コミュニティセンター大会議室で、「2014年度合
同企業説明会」を開催しました。愛媛同友会としては去年に続き、２回目の開催
となりました。参加企業は16社。就職活動中の学生が約70名が来場しました。
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、来場
した就活生から、「気になる企業がみつかりました」「実際に選考を受けてみたい
と思います」「ここに来て良かったです」との喜びの声を聞くこともでき、参加
した企業・学生とも満足度の高い「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こと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しており、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昨年度より完成しています。
「合同企業説明会」
「合同入社式」
「新入社員研修」
「フォローアップ研修」といっ
た、「合同企業説明会」に始まる一連のプログラムは、毎年実施していきます。
多くの会員の皆さんのご参加をお待ちしています。
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2014年度愛媛同友会合同企業説明会
６月12日（木）に開催した、2014年度愛媛同友会

を選んでいる学生に対して積極的に超えを掛け、話

合同企業説明会、当日の様子を、写真を中心として

を聞きながら学生に企業を紹介する。それを担って

お伝えします！

いるのが共同求人委員会のメンバーです。メンバー
の対応や各ブースの熱心な対応もあって、学生１人

■６月12日㈭ 13時～17時

当たりの滞在時間は長く、開場は終了時間ギリギリ

■松山市総合コミュニティセンター 大会議室

まで賑わっていました。

■対象 2015年３月 大学等卒業予定者
■参加企業（順不同）
イトマン㈱、㈱岩本商会、㈱イープロ、㈱サニ
クリーン四国、㈱志賀商店、㈱清水屋、㈱世起、
㈱ハッピーファーマシー、㈱ビッグウッド、㈱マ
ルタ水産、㈱美寿寿、高齢者総合福祉施設 梅本
の里、生活共同組合コープえひめ、サトー産業㈱、
星企画㈱

◆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。

熱心に話を聞く学生

前回の合同企業説明会同様、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も作
ってくれるようにお願いをしいました。
愛媛同友会の合同説明会の「就活生を一人ぼっち
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。
＜大川耕三・共同求人委員長のコメント＞

参加会員企業は16社、学生は約70名が来場しました。

◆開場◆
昨年に続き愛媛同友会としては２回目の合同企業
説明会。昨年以上の参加者数は実際来てくれるのか、
不安と期待の入り混じる中、設営していると、開会
時間までまだ時間があるにもかかわらず来場する学
生さんもいらっしゃいました。
その後開会時間から２時間程は来場者は絶えず、
昨年の来場者数を超え、スタッフ一同一安心でした。
パンフレットやブースを見ながら、訪問先の企業

“共同求人活動が企業変革の鍵をにぎる”のスロー
ガンのもと、今年の合同企業説明会は、参加企業・
参加学生数とも昨年を上回り、この取り組みが着実
に定着しつつあることがうかがえました。来年はさ
らに充実させて、“ここが違う同友会の合同企業説
明会”を強く押し出していきたいと思います。会員
の皆さまのさらなるご協力をお願いします。

寄稿：伊井達哉（愛媛同友会事務局）
※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。



松山支部６月例会

伊予・松前支部６月例会

激動の時代の今、なぜ人を生かす経営が必要なのか

老舗和菓子屋の新たな挑戦

～自社の経営課題を明確にし、改革に取り組む！～

～ブランディングから見る、七代目の取組み～

■コーディネーター 中 周作 氏
㈱ナカフードサービス 代表取締役
（松山支部第３地区会幹事長）
■サブコーディネーター 米田 順哉 氏
NPO法人家族支援フォーラム理事長
（理事・中小企業憲章・条例本部長）
■パネリスト 赤尾 純一郎 氏
愛媛汽船㈱ 取締役部長 （理事・経営労働委員長）
■パネリスト 渡部 伸哉 氏
㈲三和興産 代表取締役 （理事・社員教育委員長）
■パネリスト 桑波田 健 氏
岡田印刷㈱ 代表取締役 （理事・共同求人副委員長）
■パネリスト 北野 賢三 氏
まるく㈱ 代表取締役 （理事・障がい者委員長）
●と き／６月18日㈬
●参加人数／67名
●ところ／えひめ共済会館

６月18日（水）
、えひ
め共済会館で2014年度
最初の松山支部例会が
行われました。
「激動の
時代の今、なぜ人を生か
す経営が必要なのか〜
自社の経営課題を明確 左から北野さん、桑波田さん、
渡部さん、赤尾さん
にし、改革に取り組む！
〜」をテーマとして「人を生かす経営本部」から各
委員会の代表者をパネリストにお迎えして議論しま
した。
今、我々が日々直面する経営課題は多様で、残念
ながら簡単に解決策が見つかり、改善されるとは限
りません。そんな困難で悩み多い現状への解決の道
筋として、同友会の掲げる「人を生かす経営の総合
実践」
、それも愚直なまでの実践は、明らかに我々に
進むべき方向だと考えます。今回の、
「人を生かす経
営本部」の４名のパネリストの方々の経営戦略・戦
術のすべてが、我々同友会会員に困難な経営課題に
立ち向かう勇気と希望を与えてくれたと思います。
同友会が目指す企業像は社会から支持され、かつ
持続可能な企業づくりです。そして、社会から支持
され持続可能な企業とは、まさに『人を生かす経営
の総合実践』を行う企業であることは間違いありま
せん。頭でわかっていても、実践は困難であること
は皆さんもご承知のことと思います。だからこそ、
皆で一致団結してこの困難を乗り越えていこうでは
ありませんか！！
年度初の６月例会で、この一年で必ず達成しなけ
ればならない経営課題をはっきりと意識づけできた
ことに、コーディネーター、パネリストの皆さまに
心から感謝いたします、ありがとうございました。
寄稿：矢野 宏道さん（㈲矢野商事／松山支部第１地区会幹事長）

■報告者 中野 恵太 氏
㈱中野本舗 専務取締役
（伊予・松前支部会員）
●と き／６月20日㈮
●参加人数／20名
●ところ／ピュアフル松山

中野本舗さんは今年
創 業140年 を 迎 え ま す。
報告者の中野さんは現
在33歳で７代目にあた
ります。中野本舗さんと
いえば「薄墨羊羹」。そ
報告者の中野さん、
の名の由来、お菓子の特
左は座長の今村暢秀さん
徴などを丁寧に説明い
ただきました。
大学卒業後に入社。当初は羊羹の需要が落ち込
んでいても興味がない状態だったそうです。それ
が、28歳の時に大病を患い、多くの人の支えられ
た事がきっかけで人生観が変わります。「羊羹離
れ」に対して何か手を打とうと商品開発を考えま
すが、歴史ある薄墨羊羹のイメージが強すぎてな
かなか前に進みませんでした。
それが昨年、経営相談がきっかけで新ブランド
「餡ファン」を立ち上げます。手軽に購入でき、ター
ゲットは30代女性に絞りました。立ち上げに際し、
社長であるお父様や社員の皆さんからの反対もな
かったとの事。中野さんの「何とかしたい！」と
いう強い思いと行動力が信頼を得て、前に進んで
いったのではないでしょうか。
「餡ファン」は各方面から注目され、客層も変わ
り、売り上げも上がってきているそうです。そう
いった中でも、今後の課題や次の一手を考えてい
る中野さん。薄墨羊羹ならびに「餡ファン」の今
後が大いに期待できる報告でした。
その後のグループ討論は、「餡ファン」ブラン
ドのウスズミキューブを試食しながら、このブラ
ンドをどう広めていくかといういつもとは違った
テーマで行いました。皆さんからは消費者の目線
で売り方や新商品の提案などが多く出され、中野
さんへ報告のお礼を返す事ができました。
報告者の中野さん、座長の今村さん、ありがと
うございました。お疲れ様でした。
寄稿：武田 正輝さん（恭栄自動車㈱／伊予・松前支部幹事長）



今治支部６月例会

四国中央支部・東温支部合同６月例会

同友会の学びを社員とともに経営に生かす

今、中小企業と同友会は何をすべきか

～社員の本音と本気を引き出す取り組み～

～愛媛同友会の条例運動の歩み・特徴と到達点～

■報告者 河上 顕一 氏
かしまや 代表
（愛媛同友会 今治支部幹事）
●と き／６月25日㈬
●参加人数／15名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

経営意欲、熱意を感

●と き／６月24日㈫
●参加人数／24名
●ところ／ホテルグランフォーレ

じる報告でした。理想
があっても、それを口
に出して他人に理解し
てもらった上で、協力
してもらう事の大切
さ、難しさを感じまし

■コーディネーター 平野 啓三 氏
㈱平野 代表取締役 （愛媛同友会 代表理事）
■パネリスト 和田 宏一 氏
東温自動車交通㈲ 代表取締役
（愛媛同友会 東温支部幹事）
■パネリスト 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 中小企業憲章・条例本部長）

報告者の河上さん

た。河上さんの事業を引き継いでから10年間の苦
労、苦悩。ここ２～３年の転機、考え方の変化か
ら去年より開始した社員教育への取り組みに至る
までの心境の変化が思い浮かび、ここ２～３年河
上さんに何があったのか？と考えずにはいられま
せんでした。
理念として大事なワード①地域貢献②働き甲斐
③付加価値をあげられ、社員教育のかける時間と、
お金は「未来への投資です。」と語った河上さんの
素敵な笑顔が頭から離れません。自分に置き換え
て、明日からの仕事に生かすことが出来ると感じ
た報告でした。河上さんありがとうございました。
寄稿：森川 顕吾さん（㈲キャンパス／今治支部）

グループ討論の様子

四国中央市で憲章条例について学ぶのは２回目とな
ります。まだまだ深い理解には至らないものの、その
必要性を感じつつ憲章条例の先駆である東温支部、
松山支部の条例運動の歩みについて学ばせて頂きまし
た。今回は例会の落とし所として
１．憲章条例の基本的な知識や条例制定の定石につい
て理解する。
２．四国中央市の現状と問題点を共有し、その問題解決
の仕組みつくりが条例制定であることを理解する。
３．人を生かす経営（労使見解に基づく経営指針＋求
人＋社員教育）で雇用を維持拡大することが「地
域づくり」であり、それこそが条例運動の出発点
になることを理解する。
以上３つを学びのポイントとして掲げました。
まずは幹事長の長野禎毅さんより四国中央市の現状
について人口構成や産業別の生産高、特徴を分析いた
だき、今後の市における環境の変化に対する問題を提
起いただきました。
そしてこれらの問題を解決し、その中で私たちの企
業の立ち位置を作るのが憲章条例ということを学びま
した。次いで平野さんから「私たち中小企業は大企業
と違い地域の関わりなくしては生きていけない」地域
の中であてにされ、期待にこたえる企業を目指し、地
域の未来図と自社のビジョンがリンクしていくことが
必要だと報告されました。このリンクする仕組みにも
条例は欠かせないものとなっていくという説明の後、
東温支部の和田さん、松山支部の米田さんから愛媛県
の条例運動と歩みについて報告いただきました。報告
を受けて自社の理念を掲げる企業の多い同友会だから
こそ、損得や利害にとらわれず条例制定にかかわれ、
ともに発展する企業作り環境作り街づくりができるの
ではないでしょうか。
そのためにも条例に先駆けまずは自社の理念を明確
に打ち出し、人を生かす経営を実践していくことが大
切だと感じました。
寄稿：菰田 晃伸さん（こもだ寝装㈱／四国中央支部長）

左から平野さん、長野さん、

左から和田さん、米田さん、



女性委員会報告
●日 程：６月19日㈬
●場 所：ＮＰＯ法人こころ塾
●参加者：村松つね、秋川裕恵、小田美恵、
本田美紀、砂田真希、頼谷裕子、
吉見和子、村松彩、市川麗子

１、会社改善に向けた取り組み
（１）
（株）本田洋行（市川氏による商品プレゼン）
開発新商品「ウエット手袋なでなで」に
ついてプレゼン
参加者で商品の印象や改善案、感想など
を議論した。いろんな職種の方から、様々
な視点でのアドバイスがあり、今後の商品
開発の材料となった。
（２）Dog For Life Japan（砂田氏による教育セミ
ナー）
愛犬アポロを同伴して「ワンちゃんを叱
らない育て方」についてプレゼン。
①「させない→させたい」
「否定→してほ
しい」という思考の変換
②成功させたい事を決め、環境や状況を
整えて、犬に成功させてやる
③教えてない事は要求しない、要求しな
い事に否定しない、反応しない
＊It is always the handlers, Never the dogs ＊
社員教育にも通じる貴重な学びの時間となっ
た。
２、「喜田寛氏の講演会」を女性委員会主催で開催
する。
日時：９月28日（日）14：00～
場所：ひめぎんホール別館、定員100名
３、まとめ、感想
プレゼン後のフリートークも盛り上がりを
見せ、一時間半が、短く感じられるほど、内
容の濃い充実した時間だった。砂田さんのセ
ミナーは新鮮で、すごくシンプルで分かりや
すく、社員の接し方に課題を持って参加した
私にとって、とても役に立った。
また今後の活動として、愛媛の企業や人の
成長のためにも 「話道の喜田寛氏を松山に招
致して、講演を聴く」という目標がある。メ
ンバーの気持ちをひとつにして、がんばりた
い。
（文責：市川麗子 株式会社本田洋行）

2014年度
合同入社式参加者の
同期会を開催！
６ 月21日（ 土 ）
NPO法人こころ塾
にて、合同入社式
参加者の同期会を
開催しました。同
じ年度に入社し
た、同友会の新入
社員と集まり、
「仕
参加者の皆さん
事の悩み」
「日常の
悩み」等を話し、会を通して横のつながりを持ち
たい、もっと仲良くなりたいと思い企画しました。
当日は、仕事以外にも「趣味の話」や、なんと、
「恋愛の話」でも盛り上がったりと、予定していた
時間を過ぎても話は尽きず、終始笑いの絶えない
会となりました。
参加者の声：
○とても楽しい時間を過ごす事ができた。これか
らも出来たらまたしたいなと思った。
○最初は、さぐりさぐりの会話だったが、自然と
会話が繋がり、最後は笑い合って終えることが
でき、良かった。
○話しが盛り上がり、アットホームな感じで皆と
話すことができた。次のフォローアップ研修を
楽しみにしたい
○仕事や、プライベートの話を聞いて、改めて自
分の仕事について見直していきたいと思った。
○自分の会社での事しか分かっていないので、こ
のように話す事により、今から自分の悪い所を
直したい
○とても楽しい時間を過ごすことができた。仕事
以外の話を、できたら次回、もう少ししたい。
○楽しくて、良い時間を過ごす事ができた。フォ
ローアップ研修で皆さんに会えるのを楽しみに
日々仕事を頑張る。
今回この会の開催にあたり、協力頂きました同
友会事務局の皆様、
新入社員を快く会の
参加に送り出してく
ださった、各会社・
事業所の皆様に感謝
いたします。更なる
成長・活躍を目指し
て頑張りますので、
どうぞよろしくお願
談笑の様子
い致します。
（文責：上甲優 NPO法人こころ塾）



第13回報道関係者との懇談会 ～８年ぶりに開催しました～
６月26日（木）に第13回目の報道関係者との懇談
会を開催しましたので、その様子をお伝えします。
■６月26日㈭ 第１部 懇談会 19時～20時
第２部 懇親会 20時～21時
■松山全日空ホテル ガーネット
■愛媛同友会からの参加 15名
■参加した報道関係者（順不同）
株式会社愛媛新聞社、一般社団法人共同通信社、
株式会社日本経済新聞社、読売新聞松山支局、
NHK松山放送局、南海放送株式会社
愛媛同友会として８年ぶりに開催した報道関係
者との懇談会。久しぶりの開催のため前回を知る
人も少ない状況です。しかし、だからこそ広報情
報化委員会を中心に新しい企画のような気持ちで
取組みました。設立29年目を迎え、松山市教育委
員会と連携したキャリア教育活動や行政や他の経
済団体と連携した中小企業振興基本条例制定運動
等々を第一線で活躍されている報道関係の方々と
交流の場を持ちたいと思い、開催に至りました。
第１部・第２部ともに司会は本田美紀理事です。
第１部の懇談会では、服部豊正代表理事からの
挨拶の後、米田順哉理事から、愛媛同友会の取り
組みについて紹介しました。愛媛同友会の目指し
ているものはもちろん、今までの歴史等、様々な
事柄に関して報告しました。

会員15名、報道関係者６名が参加しました。

続いて、経営実践報
告として杉本太一理事
（特別養護老人ホーム
梅本の里 施設長）が、
自身が体験した経営上
の苦悩や同友会との出
会い、経営課題解決の
ための数々の取り組み

をパワーポイントを使いながら報告しました。
そして懇談会の最後には平野啓三代表理事が、
30周年を迎える2015年度に向けて、これからの愛
媛同友会の展望や目標について報告しました。
その後は第２部の懇親会です。広報情報化委員
長の竹村義則理事の乾杯で始まりました。報道関
係者の方々も全員参加してくださり大いに盛り上
がりました。
最初はやりとりにも堅さがありましたが、懇親
会が進むにつれ、笑いも多く、お互いにアピール
できる有意義な会となりました。

懇親パーティーの様子

竹村義則 広報情報化委員長のコメント
８年ぶりの開催ということで、広報情報化委員
会と事務局で手探りをしながらの準備・設営でし
た。
やってみるまではおっかなびっくりでしたが、本
当に有意義な会合となりました。会員・報道関係
者双方から、今後は定期的に開催してほしいとい
う感想をいただいています。懇談会終了後に実際
に取材に結び付いたというお声もいただきました。
10月23日、24日に開催する全国広報情報化交流
会in愛媛に向けて、良いはずみとなりました。ご参
加いただいた皆さん、ご協力していただいた皆さ
ん、ありがとうございました。
全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

経営実践報告をする
杉本太一さん

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（1名）・会員消息

（6/20～7/19）

稲田

里香（いなだ りか）
1967年10月18日生まれ 松山支部第2地区会
㈱バツフォ 取締役 印刷物の企画・編集
〒791-8025 松山市衣山5丁目1540-1
TEL（089)924-2224 FAX（089)924-2225
紹介者／愛媛同友会 鎌田 哲雄

氏

「同友会で学ぶのは
生きざまです」

秋 川 保 親

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛党友会 経営相談室長

赤石義博さんは「同友会で学ぶのは経営のための勉
強だと思っていたが、
生きざまであった」と言われます。
経営には多くの課題がありますが、その中でも最も大
切なのは「何のために経営するのか、
経営しているのか」
を経営者自身が明確にすることです。なぜなら、その
理由によって社員や顧客に対する姿勢が違ってくるか
らです。生きざまには二つあります。もし、社長が、「自
分の金儲けのために事業をやる」と言うのなら、社員
やお客は、社長の金儲けの道具でしかありません。こ
き使うだけこき使い、採算が取れないと解雇する。正
論を言う社員や社長に逆らう社員は口実をもうけて辞
めさせる。お客様に対しても、儲けの為に、産地や品
質を誤魔化し、賞味期限切れの商品をラベルを張り替
えさせて売る。嘘や誤魔化しを平然と続けようとする。
そんな企業では、社員は無気力になり顧客は次第に離
れて行きます。一方、社員の幸せや社会貢献を生き甲
斐する経営者は、良い商品やサービスを日々心がけ、
社員をパートナーとして信頼し共に学び合う。こうし
た職場では、社員ものびのびと働き、アイデアも出し
合ってくれます。例え厳しい経営環境でも生き残り未
来を拓いて行けるでしょう。このように経営者が「何
のために経営するのか」という人生観・生きざまが企
業の明暗を分かちます。
「金儲けだけが人生よ」と考え
るか、
社員と共に「社会に貢献しつつ企業を発展させる」
という道を選ぶか経営者は決断しなくてはなりません。

⑭
脱原発なのか？
愛媛同友会環境問題副委員長

守 谷 和 久

今回は、今話題（政治的にも、個々の電気代負担など）となっている「脱原発」と「温暖化という環
境問題」について考えてみたい。
まず、自然エネルギー転換に成功しつつあると呼び声の高い“ドイツ”の現状を見てみよう。
福島原発事故後、ドイツは17基の原発のうち、古くなった８基を停止。残る９基も 2022年まで
に止める方針を打ち出した。ある意味見事な選択であると、私も賛同する。また、太陽光や風力など再
生可能エネルギーを一定価格で買い取るよう電力会社に義務づける固定価格買い取り制度（FIT）を導
入している。この制度は、日本も見習って政策化している。結果、家庭と中小企業の不公平感はドイツ
も日本も強い。日本は合わせて、火力発電の燃料（石炭）使用増大で、電気料金高騰・温暖化促進に拍車をかけているのが実情である。
脱原発でリスク軽減に賛成するのか？あくまで原発を使用しつつ再生可能エネルギーにシフトするのか？以前どおり新興国のよう
に原発に依存するのか？悩ましい選択である。世界の原発は2011年末時点で約430基に上る。最多は米国の104基、
フランス（58
基）
、日本（50基）
、ロシア（29基）
、韓国（23基）とむちゃくちゃにある。
新興国のアジアや中東では、電力需要を低コストでまかなえる原発への期待感は強く、既に20基の原発を保有するインドでは建
設促進中だし、中国にいたっては、５基が稼働しているが、建設中・計画中が55基もある。むちゃくちゃもいいところである。こ
れが、世界の現状である。地球環境への取り組みでノーベル平和賞を受賞したIPCCが原子力発電を、温暖化防止対策の一つとして、
大きなウエートを置いていることは、あまり知られていない。

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



201４年度

愛媛同友会

【日 時】 ２０１４年７月１６日㈬
【出席者】 25名			
【議 長】 杉本 太一		

第４回理事会

議事録

18時30分～20時40分
【会 場】 アイテムえひめ
【委任状提出】 14通
【議事録作成者】 大北 雅浩

開会挨拶：平野啓三

代表理事３名体制になって初めての理事会です。先日、
中同協の総会に代表理事としては初めて参加し、改めて、
中小企業の経営環境は厳しいと感じました。同友会での

を行いました。
開催日：2014年10月23日㈭・24日㈮
会場：松山全日空ホテル
構成：１日目＝問題提起と３分科会、懇親会
２日目＝パネルディスカッションによる問題

学びを実践し、積み重ねていくことが重要です。自主・
民主・連帯の精神を発揮して、しっかりと進んでいきま
しょう。
報告・承認事項

提起
参加規模：100名
※今後、竹村委員長と事務局で企画案の調整を行い、７
月25日㈮の中同協広報委員会で提案します。
２）キャリア教育担当から問題提起があり、愛媛同友会の

＜報告事項＞

キャリア教育についての考え方について、２回目の協

１）各支部・各委員会からの報告がありました。

議を行いました。

２）全国・他団体行事について、事務局から報告があり
ました。
特に、第46回中同協定時総会について、第11分科
会でコーディネーターを務めた米田順哉・中小企業
憲章・条例本部長から、参加報告がありました。
３）第13回報道関係者との懇談会について、竹村義則・
広報情報化委員長から開催報告がありました。
４）松山市中小企業振興基本条例施行記念シンポジウムに

①稲田里香・委員から、キャリア教育の手引書の内、
前回理事会後に加筆・修正した部分について解説があ
りました。
②前田眞・委員から、キャリア教育の手引書の内、特
にスキームと今後の課題について解説がありました。
③武田正晴・キャリア教育担当理事から、「キャリア教
育」の名称について、「生きる命を育む教育」として
はどうかとの提案がありました。

ついて、米田順哉・中小企業憲章・条例本部長から

④鎌田哲雄・専務理事から、愛媛同友会におけるキャ

理事の参加確認がありました。愛媛同友会から35名

リア教育の位置づけと価値について問題提起があり

が参加予定。

ました。「キャリア教育は経営の延長線上にある。同

５）第42回青年経営者全国交流会ｉｎ奈良について、事務
局から参加呼び掛けがありました。
６）2014年度 各支部・地区会からの委員会登録について、
事務局から確認がありました。

友会会員であれば誰もがキャリア教育に関わってお
り、愛媛同友会においてはキャリア教育はボランティ
アではない。経営課題を解決するためにキャリア教育
がある。その解決の原動力が『労働の持つ教育力が、

＜承認事項＞

人間を変えていく』ということ。愛媛同友会は、この

１）第４回理事会までの入会・退会について事務局から

ことを発見した。だからこそ、
『生きる力を育む教育』

報告があり、承認しました。
２）第４回経営フォーラム実行委員長について、服部豊正・
代表理事から代表理事・本部長会議案として提案があ

である」
⑤愛媛同友会のキャリア教育についての理解をどう深
めていくか、グループ討論を行いました。

り、承認しました。
第４回経営フォーラム実行委員長：中 周作さん（桑
波田健・第３回経営フォーラム実行委員長から推薦）
協議事項

１）全国広報情報化交流会in愛媛の企画（案）について、
竹村義則・広報情報化委員長から提案があり、協議

閉会挨拶：服部豊正

本日の理事会で、経営フォーラムの実行委員長が決ま
りました。また、10月には全国広報情報化交流会が愛媛
で開催されます。価値観を明確にして取り組んでいきま
しょう。

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）

