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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】
【人を生かす経営の総合実践】
＝
【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】
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2014年度 新入社員フォローアップ研修を開催！
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
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９月27日（土）
、松山市総合コミュニティセ
ンターで、
「2014年度 新入社員フォローアッ
プ研修」を開催しました。
３月28日に開催した合同入社式＆新入社員
研修から半年。
“企業の枠を超えた同期社員”
が再び集まり、ビジネスマナーの復習をすると
共に、それぞれの半年間の経験を語り合いまし
た。最初は緊張した様子だった受講生の皆さん “企業の枠を超えた同期社員”が
再び集まりました
も、一緒に食事を取り、半年間のエピソードや
学びを話し合うことで和気藹々とした雰囲気の中で研修は進みました。特に、自分の半
年間をグラフに表してお互いに質問をしあう時には、話題が尽きないようでした。
合同入社式～新入社員研修～フォローアップ研修と続いてきた、2014年度の研修は、
このフォローアップ研修で一区切りです。新入社員の皆さんには、これからも例会のほ
か、ビジネスベーシックセミナーや同友会大学、経営指針成文化セミナーといった愛媛
同友会の一貫した学びの場に参加して、より学びを得ていってもらいたいと思います。
愛媛同友会創立三十周年（一九八五年九月
十四日創立）を来年に控え、先月号の会報誌
から、
「温故知新」シリーズとして会員や事
務局がインタビュー形式で登場しています。登場す
る皆さんは同友会運動と企業経営を車の両輪として
歩んでいる同友会のリーダーの皆さんです▼少なか
らず会員の多くは、この三十年間で企業を変革して
成長発展させてきました。共通しているのは、苦難
の中でも、夢と理念を掲げ、現状認識を怠らず、真
摯に同友会で学び自己と企業の変革を進めてきたこ
とです▼私自身、同友会運動と三十年近く関わらせ
ていただき、
同友会運動をひとことで表すならば「自
己変革を通して、社員やお客さん、地域社会から『憧
れの存在』になる会」だと思います。皆さんが『憧
れの存在』として自己変革を怠らないことが同友会
運動の原動力でもあり、魅力です▼成長発展を歩ん
でいる会員はもちろんのこと、
〝苦闘しながら進ん
でいる友人〟
、
〝再生の道を歩んでいる友人〟に私の
好きな言葉の一節を贈りたいと思いました。
『わた
しは、困難な中で笑える者、苦しみを通して強くな
る者、非難されて勇気を出す者を愛する』
（アメリ
カ独立革命に大きな影響を与えたトマス・ペインの
言葉）▼三十年前、この地に同友会は存在しません
でした。創立当時の先輩たちが苦闘しながらも同友
会の基盤を築き、
「人と人とをつなぐ連帯の精神を
大切に、地域社会と共に歩む企業づくり」を松山、
四国中央、今治、東温、伊予松前と広げてきました
▼そして今、三十周年を控え、創立の原点と未来へ
の鍵となる〝人と人をつなぐ連帯の精神〟である愛
媛同友会三十年の歴史が継承され、人々の幸せと豊
かさを創造する中小企業家の運動が愛媛の隅々に広
がるのを願ってやみません。
（鎌）

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。

15社・31名が半年ぶりに再開し、共に学ぶ

TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107



温故知新インタビュー

国 吉 昌 晴
＜プロフィール＞
1943年北海道美唄市に生まれます。1966年北海道大学教育学部卒業以後6年間地
域経済研究機関で地域経済の研究および書誌の編集に携わります。1972年北海道中小
企業家同友会に奉職、1974年事務局長に就任。1984年北海道同友会を退職後、中
小企業家同友会全国協議会（略称：中同協）に奉職。1985年中同協事務局長に就任し
1996年中同協専務幹事に就任。2006年中同協会副会長となり、現在に至ります。
1985年愛媛同友会設立に中心的に関り、その後30年の愛媛同友会の運動にも重要な
役割を果たしています。

入局のきっかけ
私は北海道生まれの北海道育ちで、北海道大学教育学部で社会教育を専攻し、地域の経済を研究するため、農村調
査をしていました。
大学卒業後、北海道の各大学の方々や地域の方々と共に協力しながら北海道の地域経済を研究し出版物を出す仕事
をしていました。
1969年に北海道中小企業家同友会（略称：北海道同友会）が設立され、地元の新聞に取り上げられていました。そ
して何度か取材で北海道同友会に出入りしていました。そこで当時初代事務局長だった大久保尚孝さんと出会い、取
材の中で色々と学ばせていただいていました。知識として中小企業が地域を支えていることは知っていましたが、当
時の私は実際の個々の中小企業経営に関しては全く知りませんでした。
しかし、同友会に出入りしている中で、例会に参加して経営者が生の体験談を語り、それを真剣に議論をし、勉強
をしている姿を見て、こんなに熱心に経営について、あるいは地元の経済のあり方について、人材教育について議論
するのかとびっくりしました。
そんな時に大久保さんから中小企業を取材したりする仕事よりも同友会で一緒に働きませんか、と誘われました。
そして1972年29歳の時に北海道同友会事務局に入局しました。
その後、12年間北海道同友会で働いて、1984年に中小企業家同友会全国協議会（略称：中同協）に移りました。中
同協に移ったきっかけは、北海道同友会は規模は最大の同友会で、当時全国の会員が16,000名程でしたが、そのうち
北海道同友会が4,000名を占めていました。北海道同友会は道内の主要都市に支部を持っていて、中同協は全国に同友
会をもっと作っていかなくてはいけないという方針を持っていました。北海道で組織作りの経験を積んできていたた
めに中同協に呼ばれました。
当時全国に同友会は26都道府県でした。中同協に来て初めて設立した県が山形同友会で、その次が愛媛県でした。
全国で28番目の同友会です。愛媛は中同協に来て早めに設立に立ち会ったこともあり、大変思い出深い同友会です。

愛媛県中小企業家同友会設立について
四国４県の中で香川県が一番早く設立しました。香川県で既に同友会ができていて、それを知っておられ、愛媛県
でもつくろうと思いたったのが先月号の会報誌で鎌田哲雄さんも名前を上げておられた故・渡部尚明さんです。香川
同友会でリーダーとして活躍しておられた三宅昭二さんも愛媛で設立の動きがあることは知っておられました。その
中で事務局体制がしっかりしていた方が良いという話になり、愛媛県には最初から事務局長を置いて運動していった
ほうが良いと話していました。
関西ブロックの事務局長会議で『事務局長候補の方はおられませんか』と呼びかけてみたところ、滋賀同友会の廣
瀬元行さんが『同じ大学の先輩で大阪の法律事務所で働いているやる気のある人がいる。』ということで鎌田さんを
紹介していただきました。早速会わせてくださいとなり、大阪のとあるホテルのロビーで鎌田さんと話したことを今
でも覚えています。
『中小企業の経営者は普通の方の何倍も努力をして、自分、自社、社員の生活を守るために努力をしている。鎌田
さんもそれまでは知らなかった世界です。しかし、こういった人たちと共に人生を歩めるということは、あなたの人
生を何倍にも中身の濃いものにします。それは私自身が身を持って体験しました。』といった話をしました。
中小企業の経営者と接する楽しさもありますが厳しさももちろんあります。こういった中小企業のみなさんと一緒
に勉強しながら自分も育っていく。厳しいけれども中身の濃い仕事ができる。それが同友会の運動であり、これは日
本でも貴重な運動です。様々な中小企業団体があるが、これだけ明確に理念をもって運動し続けている団体は世界的


に見ても同友会だけです。以上のような話を鎌田さんと話して、ところで愛媛県には行ったことがありますかと聞く
と、行ったことはないと言ったので、すぐ行こう、という話になりました。そして松山に２人で行き、松山を全部見
ることは出来ないが、見渡すことはできる、といって松山城に登りました。大きな視点で松山を、愛媛同友会をどう作っ
ていくのか、一緒になって頑張るし、この地にいる中小企業の経営者の方々と共に頑張りましょうと誓い合いました。
そして鎌田さんは27歳で布団一式車に積んで愛媛に来た、ということです。
設立に関しての愛媛県での苦労は鎌田さん、藤井さんのおっしゃっていた通りです。

全国から見た愛媛同友会
愛媛県は、同友会とは何かというものを浸透させ、広げていくという点では他都道府県に比べてなかなか難しい県
でした。同友会に関心を抱き、運動している方々一人一人が確信を持って同友会について語れるようにならないと同
友会を広めることは難しい。そのためには中身の濃い活動をしていくことが大切になってきます。中身を充実させて
いくことに愛媛県の設立から重きを置いてきました。先月号にもHPにも掲載されている愛媛同友会の歴史にもその
ことが書かれています。
愛媛同友会会員なら誰もが経営指針を持とうではないか、と活動してきたのは当時は全国でも先進的な同友会です。
また、同友会の大きな特徴は労使見解を大切にして、それに基づいた社員教育を行うこと。社員との信頼関係を築く
こと。経営者自らが学び、自らを変えていくこと。その様子を社員も認識する。一緒にどう良い会社を作っていくのか。
そして自分自身の人生・生活を豊かにしていく。こういった活動もしっかりしている県だと思います。実際に社員教
育活動全国研修交流会や労使問題全国交流会もそれぞれ早い段階で2回開催しています。このような活動が愛媛同友
会の今まで30年間の前半の大きな特徴ではないかと思います。
中学生や大学生のインターンシップ等、地元教育機関との連携に関しては全国に先駆けて行われています。
会員数の割に対外的な活動ができていることも賞賛されうることだと思っています。これは松山市だけでなく、当
時の川之江・伊予三島支部、現在の四国中央支部という松山市から離れてはいても、松山だけで活動していなかった
という点が広い視野を持って活動できた大きな理由ではないかと思います。先進的な地域のリーダーがいたから愛媛
県の質を高く維持出来ていると思います。

同友会での学び、生きていることの価値
私ももちろんそうですが、人間生きていれば、どう社会的に自分自身の存在価値、納得のいく人生を築き上げてい
かなくてはいけないかを考えます。
それは自分が世の中のために本当に役に立っているのか。自分が、人生を終えるときに社会的にも評価できる人生
を送れたなと思える人生を送りたいと思ってきました。
小規模企業振興基本法が全会一致で今年の６月の通常国会で通りました。私は衆議院経済産業委員会で参考人とし
て招かれて、発言する機会がありました。様々な議員からの質問に答える中で中小企業にどう若い人達に関心を持っ
てもらうのかを考えなくてはいけないと改めて感じました。
自分の人生の選択は、一つ一つは偶然かもしれないが、自分がどのように生きるか、真剣に考えることで、到達し
たのが今であり、それは最良の選択肢だったと思っています。

失敗や成功、思い出
力をいれることが不十分だったと感じることはいくつもありますが、これは失敗だったと感じることはあまりあり
ません。2005年に47番目の県として秋田県中小企業家同友会が設立されました。新しく生まれる同友会が順調に成長
していくのかというのは中同協の大事な責任だと思っています。しかし、組織づくりの条件を整える点で十分な支援
ができなかったために、今でも会員数等で悩んでいる県があります。これは心残りです。中同協として、ケア、支援
をしていけたらと思う部分はあります。しかし、基本は企業と同じで、各地域で努力し、自主・自力で発展していっ
て欲しいと思っています。

愛媛同友会への期待
愛媛同友会は設立当時の苦労があったことはよく知っております。しかしそれを愛媛同友会の強みに転化する努力
をされてきたと思っています。例会の中身の充実や経営指針を持つ運動、社員教育への意識の向上等、まさにそうだ
と思います。このような力が条例策定にも活かされ、大きな影響力を持っていると考えています。同友会運動は深め
ることと広めることが重要です。愛媛同友会は深めることを丹念にやってこられました。では深めてきてどう広めて
いくか。広めていくということは同友会の重要な使命です。愛媛県全域に同友会運動を広めていくことは難しいこと
ですが、未開拓の地域にどう広げていくのかは重要な組織戦略になると思います。役員、事務局共に計画的に組織建
設を進めていってほしいものです。量も質もともに大切なことです。
愛媛同友会は今まで質を深めてきたからこそ、量を拡大し広げる努力をしていってほしいと思っています。



インタビュアー・文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）



松山支部９月例会

伊予・松前支部９月例会

まったなし迫られる大改革

３代目後継者 未来とのギャップ

〜あなたは変革の必要を感じていますか？〜

■報告者 川本 創 氏
千代田商事有限会社 取締役会統括部長
（愛媛県中小企業家同友会 理事・松山支部第２地区会幹事長）
●と き／９月25日㈭
●参加人数／63名
●ところ／えひめ共済会館

川本さんは事業後継者とし
て祖父が経営する千代田商事
有限会社に22才で入社し11年
目です。
目まぐるしく、日本経済の外
部環境が変化している中、今年
報告者の川本創さん
の１月に金融庁から発表され
た保険業法の改正により、業界全体に激震が走り、
来年３月までに体制整備を迫られる、待ったなし
の状況で川本さんの報告は業種・業界を超え大変
参考になる報告でした。
とりわけ、代理店のマージンのパーセントや保
険業界の裏話、保険業界の現状、個人事業主の現状
を非常に分かりやすく、興味深い内容報告でした。
保険業法の改正による環境変化をピンチと捉え
ず、体制整備し企業化するチャンスと考え勇気を
持った決断の時期と先を見据えた現状分析が重要
だと川本さんの力強い報告から感じました。
また、来年には祖父から事業継承をして祖父の
誠実な経営姿勢と理念の「いつも確かな信頼、い
つまでも確かな安心」を継承すると報告がありま
した。
例会での報告は２度目になる川本さんでした
が、大変スムーズで45分の報告時間があっという
間だと感じさせる例会となりました。
寄稿：良野 良治さん（スマイルフード㈱／松山支部第３地区会）

参加者数は63名でした。

■報告者 塩崎 智生 氏
はじめ科学株式会社 係長
（愛媛県中小企業家同友会 伊予松前支部幹事）
●と き／９月19日㈮
●参加人数／17名
●ところ／ピュアフル松山

伊予松前支部９月例会
の発表者は、はじめ科学
㈱の塩崎智生さん。取扱
いされているものは「理
化学機器」。普段なじみの
ないものですが、ご自身
の成功例・失敗例を交え
報告者の塩崎智生さん（右）
、 わかりやすく説明してい
座長の大政裕志さん（左）
ただきました。業界独特
の慣例なども驚かされました。
当初幽霊会員だった塩崎さんが同友会に積極的
に参加するようになったのは、自社が幹事会の会
場になってからとのこと。今では伊予松前支部で
は欠かせない存在になっています。
はじめ科学は塩崎さんのおじいさまが創業な
さった会社で、現社長はお父様。塩崎さんで３代
目（予定）です。
大手の理化学機器メーカーでの修業を経て、自
社に戻ってこられた塩崎さんでしたが、他人か
ら聞く情報と、自分のイメージしていた会社の
ギャップに驚いたそうです。売上減・就業規則が
古い・高い離職率・・・。
同友会での学びを通じ、これらの自社の問題点
を解決するため塩崎さんは意気軒昂です。塩崎さ
んのこれからの活躍に大いに期待です。
グループ討論も業界・自社の未来に向けての取
り組みについて、各テーブルで盛り上がりました。
最後になりましたが、報告者の塩崎さん、初め
ての報告、お疲れ様でした。
寄稿：山崎 剛さん（協和パックス㈱／伊予・松前支部）

「これからどう考えていくか」を見つめ直す例会でした



東温支部９月例会
東温市中小零細企業進行基本条例と
円卓会議を活用した地域づくり、仲間づくり
■報告者 藤岡 貞雄 氏
藤岡萬建設有限会社 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 東温支部幹事）
●と き／９月24日㈬
●参加人数／12名
●ところ／東温市商工会館

９ 月24日 に 開
催された東温支
部９月例会では
「東温市中小零細
企業振興基本条
例と円卓会議を
活用した地域づ
報告者の藤岡貞雄さん（右）と
く り、 仲 間 づ く
座長の川﨑一輝さん（左）
り」と題して東温
支部幹事の藤岡貞雄さんに問題提起をしていただ
きました。
東温支部で度々行われる条例を中心にしたこれ
までの例会から一歩踏み込んで、東温市の円卓会議
で議論のもとになる議題を具体的に議論すると言
う内容のグループ討論中心の例会となりました。
地域の強みや、観光資源の再確認をおこない、同
友会らしい、経営者を育てる為のセミナー形式の
スクールを開催してはどうかなど、具体的な話し
合いが行われました。
年収1000万を目指す経営者の勉強会や、自転車
ツーリング大会を誘致して定期のイベントに育て
る話などもでました。
地域の強み、弱みは外部からの方がよく見え、地
域を活性化させるためには外部の知識を入れるこ
とも大変有効なのだという意見も出ました。
愛媛同友
会として、松
山、東温がお
互いに補完
し合いなが
ら条例運動
を盛り上げ
ていくこと
が大切だと
円卓会議で議論のもとになる議題を
言う結論に
具体的に議論しました
なりました。
地域を育て、地域と共に育つ経営者を目指すた
め、今後も条例運動に積極的に関わっていくこと
が同友会に求められていることなのだと実感しま
した。
寄稿：川﨑 一輝さん（愛媛故繊維再生㈱／東温支部）

今治支部９月例会
10年後の仕事づくり
〜わが社の強みは何か

それを生かせる場所を求めて〜

■報告者 越智 堅太郎 氏
オチ工業株式会社 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・今治支部長）
●と き／９月24日㈬
●参加人数／12名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

「自分は経営課題から逃げません！」報告者の越
智堅太郎さんは決意を込めて報告の最後にこう締
めくくりました。
自社のおかれた環境すなわちエネルギー関連分
野はこれから５年以内に大きく変化する。これか
ら５年間の取り組みが自社の経営において重要な
分岐点になる。越智さんは自社の外部環境をこう
捉えています。
厳しい経営環境のなか10年先を見通せる会社に
しようと、自社の強みを掘り下げる日々の取り組
みを報告していただきました。
オチ工業㈱はプラント配管の実績を通して溶接
技術の高さと、現場施工のノウハウを持っていま
す。越智さんは、この技術力を維持し、継承する
ために、給与体系を見直したり、社員教育に取り
組んだりと、社員さんとともに会社を盛り立てて
いっています。
また売り上げの一社依存体質を脱却するため自
社とマッチする市場を模索しています。掘削船や
LNG船などの特殊船舶、火力発電所、耐震補強工
事などに目を向けています。
こうした取り組みは緒に就いたばかりですが、
「規模は大きくならなくとも、永続する会社を目指
し、戦前のお祖父さんの代から続く会社が100周年
を迎えることが目標です」と語っていました。
例会に参加されたみなさんも、グループ討論で
自社の10年先について話し合いました。大きな時
代の転換期を迎え、社会情勢のめまぐるしい変化
に、参加者のみなさんも悩みが絶えません。そうし
た中で同友会での学びを深め、経営指針を打ち立
て、着実に一歩を踏み出す大切さを実感しました。
寄稿：河上 顕一さん（かしまや／今治支部）



四国中央支部９月例会
人を生かす経営とは
経営指針成分化セミナーを受けて４年。
自分はどのような軌跡を歩みどんな課題に直面してきたか

■報告者 長野 禎毅 氏
株式会社美寿寿 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・四国中央支部幹事長）
●と き／９月25日㈭
●参加人数／20名
●ところ／ホテルグランフォーレ

先代社長が紙業から贈答品
専門店を開業。入社25年、代
表取締役について16年目。好
調だったギフト業界も「中元」
「歳暮」をはじめとして縮小傾
向が止まらない状況でした。法
人から個人へとビジネスが転
換し、ギフト業界も贈り物の習
報告者の長野禎毅さん
慣が簡素化し件数、単価の減少
へ。POSを導入し、顧客データのデータベース化を
図り、時代に対応してきましたが、今の課題に会
社全体として取り組む必要が出てきました。
そんな時に、同友会に入会。４年前に経営指針
セミナーを受講。
「贈りものの楽しさを伝えつづけ
る」という理念を掲げました。社員の前で・方針・
経営計画をひとりで黙々と作成し発表。数字の目
標だけが伝わり、中心的な社員・幹部が退職して
しまいました。
数字を追いかけ、上
から目線の指示。人も
動かなくなりました。
ある日、目が覚めると
気分がすぐれず病院
へ。網膜剥離となり失
明寸前。ベッドでは下
向きをしいられます。 社員さんの成長の測り方ついて
議論しました
ベッドの穴から床をみ
ながら考えました。
「社員さんと一緒に考える会社
をつくろう」。人事評価、賃金体系の明確化。経営
計画は、社員の皆さんとどのような関係があるの
か、なぜ経営理念が必要なのかを話し合いました。
お客さまの役に立っているという実感ができる
職場、ありがとうが飛び交う職場を今目指す。本年
度経営指針発表会では模造紙にありたい姿を落と
し込みました。BBQをして、パートさんを表彰した
ら涙を流して喜んでくれました。陶器フェアでは、
窯元まで社員さんに行ってもらう。月に２回の早
朝ミーテイングでは企画や経費を論議し、地域に
必要とされるためには何をすべきか考える。まだ
まだ、様々な問題や課題は山積みですが、
「同友会
で学びPDCAを回しながら成長して行きます」。長
野さ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）

女性委員会記念講演会報告
●日
●場
●講

程：９月28日㈰ 14：00～16：00
所：ひめぎんホール別館
師：喜田 寛 氏
㈱喜田博総合研究所 代表取締役会長

愛媛県中小企業家同友会、女性委員会は、2014
年度新たな取組みとして、
「女性経営者もプレゼン
テーション能力を磨き、営業力を高めよう」を合
言葉に活動してまいりました。
そのプレゼンテーション能力はどうすればより
磨かれるのか？ということで、人間の「生きる
基本」を知ろうと平成26年９月28日㈰にひめぎん
ホール別館にて、株式会社喜田寛総合研究所代表
取締役会長、喜田寛さんをお迎えして。「和道」に
ついて講演をしていただいました。
喜田さんは、事業の失敗から全てを失った経験
から這い上がり、今「話道」という素の自分をいか
に育てるかというセミナーを確立されています。
毎日お客様に評価される会社になるため、毎日
が開店日と思いなさい、口からはプラスの言葉を
出すようになりなさい。そうすればプラス思考の
人たちが自ずと集まる、聞く力はすなわち話す力
なのです。と会場を巻き込みながら講演してくだ
さり、仕事場は人生の修行を積む場所ですとも話
されました。
当日は80人近い参加者が集まり、愛媛同友会の
企業も沢山ご支援いただき、女性委員会は一つ力
を付けました。やってみて、初めて自分のものに
なる。これはいつも同友会のいう、実践しなけれ
ば絵にかいた餅だということです。このご縁を大
切にして、女性委員会は委員がまず力をつけなが
ら前進することを学びます。
沢山の同友会会員の皆様ご協力ありがとうござ
います。そしてこれからも女性委員会をより深い
学びの場になるように、委員長を中心として歩ん
でいきたいと心に刻みました。
寄稿：本田 美紀さん（㈲オルソ本田／松山支部第３地区会）

女性委員会



秋晴れの奈良にて、
青年経営者全国交流会に参加して
新たな歴史の創造者精神を学ぶ！
９月18日㈭～19日㈮奈良において、
「われわれ青年経営者で世界に誇れる日本の未来を創ろう！～和を以
て貴しと為す～青年経営者よ、和の精神を以て、次の歴史の創造者たれ！」をテーマに第42回青年経営者
全国交流会が開催され全国から約1,300名、愛媛同友会からは６名が参加しました。
１日目は14の分科会が設けられ、同友会の取り組みや企業づくりの原点から、学びを行いました。２日
目は記念講演として、宮大工・棟梁の小川三夫氏が「『不揃いの木を組む』技を伝え、人を育てる」と題し
て講演し参加者から多くの共感を呼びました。
懇親パーティーでは、愛媛同友会が担当して2014年10月23日・24日に開催される2014年度全国広報情報
化交流会、第18回障がい者問題全国交流会（2015年10月22日・23日）に開催される全国行事のPRを“四国は
ひとつ”の合言葉のもと四国四県同友会の参加者一同でおこないました。
愛媛同友会からの参加者は、分科会で『物事の現象も自らの覚悟の持ちようで現象の捉え方で変わる。
リーダーとしての覚悟の持ち方を学ぶと共に自らの覚悟のいたらなさを省みました。』 また、記念講演で
は、
『マネジメントは継続することに価値があるということと同時に、自らのマネジメントが継続していな
いことに気づきました。社員教育をふくめ組織を継続させるためにもマネジメント能力を高めることを行
動指針にすることを決意しました。』等々の学びと決意を新たにした青年経営者全国交流会となりました。

2014年度 愛媛大学法文学部提供講座がスタート
～今年度も約100名が

受講登録～
今年度も愛媛大学法文学部提供講
座（冬休みを除く１月22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。８年目を迎えた今年
度提供講座は、中小企業の歴史や面白
さと価値を体系的に学ぶこと。講師の
人生における選択を通して学ぶこと
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。
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。
※詳しくは、HPをご覧ください。



10月８日に愛媛同友会役員研修会～秋編～を開催しました。
はじめに役員研修の目的を杉本太一増強本部長より説明して頂きました。
①現状認識の共有、②同友会のあるべき姿＝役員の役割、③例会、幹事会、
委員会の運営、④人を生かす経営の実践、⑤役員間の交流、の５つを研修の
目的とし、研修を開始しました。
まずは鎌田哲雄専務理事より「憧れの存在になるために、役員として何を
学び実践しなければならないのか？ 愛媛同友会が培ってきたことを経営や
活動に生かす」をテーマに問題提起をして頂きました。
最初に現状認識を共有。例会参加率や満足度の低下、退会者の増加等々の
後退の現象面がある一方で、30年の歴史で構築してきた高品質企業や産学官
連携、条例制定など前進部分の確認をしました。
主催者の増強本部長の
続いて同友会での学び方を、企業の目的と使
杉本太一さんが説明
命という観点からお話頂きました。第１は利益
を上げ持続可能な企業を作り社会貢献をすること。そして第２に社員を利益
追求の手段として考えるのではなく、最も信頼しあえるパートナーとして考
えることを目的とし、そのために経営者は自己変革を通して社員、お客様、
地域社会から憧れの存在になることが大切であり、そういう存在になるため
に同友会で経営姿勢をしっかり学ぶことである。これが同友会の学びの本質
であることを教えて頂きました。
次に理事、幹事の委員会、幹事会における実務についてお話頂きました。
例会の成功の鍵とな
問題提起をする鎌田哲雄専務理事
るのは、やはり事前
打ち合わせをきちんと行い、報告、グループ討論、
室長座長の役割、懇親会等、細部にわたる配慮の
行き届いた役員の設営が必要不可欠であり、これ
は社内会議や様々な場所で生かせるスキルである
と私自身も感じました。
最後に「役員として今後なにを変えていくか」を
テーマにグループ討論を行い、鎌田専務理事のお
話をどう具体的に形にしていくか論議しました。
政治、社会、環境、人など様々なことが大きく変
役員研修には45名出席されました
わってきているこの時代で、初心に立ち返り、必
要なものをきちんと残し、変えるべきものを大胆に変革していくことがいかに大切か、そして判断基準を
明確にし、自分自身がどのように答えを導き出していけるか、多くの学びができたとても有意義な役員研
修会でした。
寄稿：中 周作（㈱ナカフードサービス／松山支部第３地区会）
まとめ・補足として鎌田専務理事から、支部例会が、会員みなさんの行動の縮図ですとありました。自
身の物の味方、考え方、姿勢、行動にあり、外に求めるだけでなく、自らを変革すること、変革する姿勢
と仕組みをつくることが大切だと学びました。
今回の役員研修会は秋編になります。次回冬編を１月15日に行います。
冬編では秋編で作ったみなさんの行動指針、実践の検証を行います。今回の秋編以上の出席者で臨みた
いと考えています。
文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）



○住所変更

○役職変更
会 員／今井 典子（東温支部）
企業名／㈲ノリテック
住 所／〒790-0852 松山市石手2丁目5-11
電 話／089-914-3300
F A X ／089-914-3303

会 員／栗田 雅則（松山支部第３地区会）
企業名／㈱岸工業四国
副社長から社長に就任されました。

会 員
掲示板

香代（にいみ かよ）
1966年11月６日生まれ 松山支部第２地区会
㈲万喜 代表取締役 飲食業 かに料理専門店
〒790-0812 松山市松前町1丁目2番地１
TEL(089)945-1327 FAX(089)945-7473
紹介者／NPO法人 家族支援フォーラム 米田 順哉
雅之（たどころ まさゆき）
1984年１月12日生まれ 松山支部第３地区会
シーフードイタリアン ジロラモ 代表 飲食店 ジロラモ
〒790-0001 松山市一番町２丁目5-9 1F
TEL(089)931-7779 FAX(089)931-7779
紹介者／㈱GOOD FIELD 芳野 裕士

新實
田所

（9/25～10/22）

新入会員ご紹介（1名）・会員消息

「 こ こ ろの 元 気 充 電 ア イ テ ム を 持 ち ま しょ う 」

代表理事

村

松

つ

（仮）認定ＮＰＯ法人こころ塾

1

ね

こころ塾では毎週土曜日に、「誰でもホッとステーション」という交流会をおこなっています。
「まさか自分がうつ病になるなんて。もう休職も数カ月になり、これからどうしていけばいいんだろう？」
「仕事や家事、子育てだけでも精一杯なのに、これに介護が加わって、自分がうつになってしまいそう！」
そんな少し心のエネルギーが不足して辛い人たち限定の交流会です。
参加した方から、次のような感想をいただいています。
「話してたら、つい涙が出てしまいました。家では、我慢してるので・・・！泣けたことがうれしかったです。」
「いつも話がまとまらなくって・・・。ひょっとして、私もうつになりかかっているのかな？でも、参加する
だけで、何かしらの〝次への一歩〟の元気がでてきました」
「すっきりした～！」
仕事も家庭、そして地域での役割など、背負っている重荷を降ろしてひと休み。
元気を充電する方法として、誰かと話をする、悩みを共有することは大きな効果があるようです。それが、
同じ辛さを経験している仲間であれば、なおさらです。
中小企業家同友会の例会や懇親会は、社員の皆さんには見せられない経営者の〝あーぁ しんどい〟を安心
して出せる場所ですね。そういう意味では、とても使い勝手のいい充電ス
テ ー シ ョ ン で す。
でもたまには、マイペースで、静かに、そしてじっくりと充電したい時も
ありますよね。
そんな時は、自然の中や温泉での一時など、こころに沁み入るような時間を
持つと効果的
です。
でもそんな余裕のない時は、こころ塾を元気充電アイテムの つとして
ご利用ください。守秘義務に守られたカウンセリングルームでの会話は、
自 分 と の 対 話 の 時 間。 き っ と「 こ れ で い い の だ。 大 丈 夫！」 と い う 自
分らしさを取り戻す時間と空間になります。
「塾長ではちょっと・・・」という思いは当然です。こころ塾には複数
のカウンセラーがいますから、どうぞご安心を！

元気がなくなってしまいそうな時、
気持に余裕が無くなりそうな時、
そして明らかにメンタル不調の自覚がある時
みなさんは、どうやって元気の充電をされていますか？
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201４年度_愛媛同友会
【日 時】 2014年10月８日㈬
【出席者】 39名			
【議 長】 平野 啓三		

第７回理事会並びに役員研修会

議事録

16時～20時45分
【会 場】 アイテムえひめ
【委任状提出】 6通
【議事録作成者】 大北 雅浩

開会挨拶：服部豊正

承認しました。愛媛同友会案として、10月９日・
10日の中同協障害者問題委員会にて提案します。
今日は早い時間からお集まりいただき、ありがと
うございます。理事会終了後、愛媛同友会として久 ３．全国広報情報化交流会の実施要領について、竹
村義則・広報情報化委員長に代わり事務局から提
し振りの役員研修を開催しますので、幹事の皆さん
案があり、承認しました。
にもご参加いただいています。役員が成長をしてい
ける理事会、役員研修にしていきましょう。中小企 ４．役員会及び例会での景況調査（EDOR）回収に
ついて、桑波田健・EDOR担当理事から協力依頼
業にとって厳しい状況が続いています。同友会で社
があり、承認しました。
員と共にいかに学び、実践していけるかが鍵です。
今日の役員研修が今後に向けた大きなステップとな ※各会合の最初に５分間の時間をとって未提出者に
記入してもらい、その日のうちに回収します。
るよう、ご協力をお願いします。
役員研修会

報告・承認事項

※理事会終了後、17時から21時まで同会場にて役員
＜報告事項＞
研修を行い45名が参加しました。
１．全国・他団体行事の報告が、事務局からありま
司会：平野啓三・代表理事
した。
２．各支部、各委員会からの報告が、各担当者から １．実施説明と役員研修アンケートの結果報告：杉
本太一・増強本部長
ありました。
特に、10月２日㈭に開催した四国中央支部幹事 ２．問題提起：鎌田哲雄・専務理事
テーマ「憧れの存在になるために・・・役員と
による県外企業訪問（ララシャンス迎賓館、高知県）
して何を学び、実践しなければならないのか？
について、菰田晃伸・四国中央支部長から報告が
～愛媛同友会が培ってきたことを経営や活動に
ありました。
生かす～」
３．外形標準課税に関する緊急学習会の出欠状況に
ついて事務局から報告があり、出欠確認を行いま ３．グループ討論：テーマ「各支部の例会・幹事会、
した。
委員会をどのように運営していきますか？」
４．経営指針成文化セミナーの参加状況について、 ４．グループ発表
赤尾純一郎・経営労働委員長に代わり事務局から ６．質疑回答
報告があり、参加確認を行いました。
７．まとめ：杉本太一・増強本部長から以下の提案
５．人を生かす経営全国交流会in長野について事務
があり、承認しました。
局から参加呼び掛けを行いました。
次回の役員研修会は、今回の役員研修会での学び
６．第４回経営フォーラムの第２次案について中周 と活動検証を含めて来年１月15日㈭の第10回理事会
作・実行委員長から報告がありました。
（新年会を兼ねて）として開催します。
７．公益社団法人青年海外協力協会への協力につい
グループ討論研修を開催します。開催時期につい
て事務局から10月のフィリピン視察団の訪問先と ては、後日連絡します。
して、米田順哉理事、視察団への講師として鎌田 ※尚、役員研修については、愛媛同友会HPや会報誌
哲雄専務理事が担当。11月のインドネシア視察団
にてお伝えします。
の企業訪問先として平野啓三代表理事と杉本太一
理事が担当するとの報告がありました。
閉会挨拶：田中正志
＜承認事項＞
１．入会・退会の推移について事務局から報告があり、
承認しました。
２．障害者問題全国交流会in愛媛の問題提起のテー
マ（案）について、北野賢三・障がい者委員長に
代わり杉本太一・障がい者委員から報告があり、

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

今日は鎌田さんの懇親の問題提起があり、私たち
の血が騒ぎ、スイッチが入ったのを感じました。今後、
代表理事３名で会員皆さんの経営の悩みを解決する
手伝いをしたいと考えています。今日の役員研修で
経営の原則を学ぶことができました。次回、１月15
日の役員研修会にもご参加をお願いします。

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）

