2015

◇同友会理念◇

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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【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】

経 営 者 こ そ、 現 代 に お け る 最 高 の 教 育 者 で あ り
〝憧れられる人〟～学びを価値あるものに～

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。

問題提起者の中村高明さん

⃝同友会3つの目的⃝

10月23日（木）
・24日（金）
、松山全日空ホ
テルにおいて、2014年度全国広報情報化交流
会（主催＝中同協、設営＝愛媛同友会）が開催
されました。
「同友会運動における広報情報化
の原点を問う！～伝えるべき内容とその仕組
みがあるか」をテーマに掲げ、
全国26同友会と
中同協から116名が参加して学びあいました。
今回の会報誌は、特集号として分科会やパネ
ルディスカッションの様子をお伝えします。
※愛媛同友会HP（http://ehime.doyu.jp）でも
２日間の様子を紹介しています。ぜひ、ご覧
ください。

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！

全国26同友会と中同協から116名が参加
2014年度
スローガン

先日、愛媛大学提供講座で学生の皆さんにいくつかの
テーマをお話させていただく機会がありました。そのひ
とつが『働く』ことです。
本来、働くとは人間の目的であり、生きがいそのものです。生
きること全てでもあります▼しかし、働くことは生活の手段に
なっていませんか？働くことは苦労であって、そのあとの楽しみ、
生活を豊かにするためだけの手段になっていませんか？▼経営者
にとって働くことは何でしょうか？経営者になったきっかけはど
うあれ、個人資産も含めて全てを企業経営に投入し、 時間経営
の責任から逃れられない。社員や取引先からアテにされ、この期
待を裏切ることはできない。働くことは、経営者の全生活であり、
人生の目的、生きがいそのものといってよいでしょう▼では、社
員の皆さんにとってはどうでしょうか？社員の生きがいは職場を
離れたところにありませんか？そこで〝鍵〟になるのは、働く中
で生きがいを見出すことであり、社員の人生の目的と企業の目的
を合わせる『経営指針（経営理念・経営方針・経営計画の総称』
が必要になります▼そのためにも、
〝経営者は現代における最高
の教育者〟になることが求められています。最高の経営者とは、
社員や顧客、社会から〝憧れられる人〟のことです。
〝憧れられ
る人〟とは、
『失敗をオープンにすると同時に失敗を教訓として、
誰でもが活用できるように法則化する人』のことです▼因みに、
教訓とは、失敗の本質を見極め、失敗の原理原則を明らかにする
こと。法則とは、教訓を誰もが理解でき、活用できるようにする
ことです▼『そんなこと、言われても』という声が聞こえてきそ
うですが。ご安心下さい。最高の経営者になるために、同友会運
動があります。ですから、同友会の最高の学びとは、成功からだ
けではなく、失敗の法則から学ぶことなのです。なぜなら、成功
への道はたくさんの失敗から学ぶことが真理だからです▼経営者
は失敗の宝庫であり、筆者も失敗の見本です。みなさんは、最高
の学びの場としての同友会運動に選んで入会・参加しているので
す。多いに学び、実践しましょう。実践しないと学びの意味は分
かってもは〝価値〟あるものになりません。なぜなら経営者は、『成
果』をつくる人だからです。
（鎌）
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2014年度全国広報情報化交流会ｉｎ愛媛 開催！



温故知新インタビュー

一 色 隆 士
＜プロフィール＞
1948年生まれ。日興石油株式会社 社長。愛媛県中小企業家同友会 元理事。
愛媛県中小企業家同友会創立（1985年９月14日）直後の1985年９月25日に入会。
愛媛同友会企画委員長や組織委員長、等々を努める。
一色さんの“反骨心”と「天は人の上に人を作らず。人の下に人をつくらず」の“対等、
平等”の精神を実践する姿は、愛媛同友会の設立時の逆風を克服する原動力となると同時
に、愛媛同友会の会風の礎となっています。

入会のきっかけ
当時事務局長の鎌田哲雄さんが飛び込みで来られて、同友会についての話を受け、どんな経営者、どんな業種の方
が入会しているのか聞くと香川同友会に石油業界の人もいたため入会しました。
鎌田さんは当時、同友会への逆風の中で苦労していました。私も30代で若く上から目線の方や会合などに対して反
骨心を持っていました。それは、大学で学んだ福沢諭吉の「天は人の上に人を作らず…」というような対等の立場や
考え方があったのかもしれません。そして同友会活動は、政治は抜きで政治絡みの会ではない、ということも入会し
た一つの理由でした。その時に、政治絡みのない会なんてあるのかと理解不足から多くの人が辞めていった時期もあ
りました。しかし政治が絡んでいないと、会員が皆平等に話ができるのではないかと思ったためです。
私の高校当時の野球部監督が言っていた「来る者は拒まず、去る者追わず」という考え方の影響を受けて、去って
いく人よりも新しく入会する人を優先しました。
他人があれこれと言うのは勝手にすればいい、私たちは、自主を基礎に自由に討論することが大切であるという考
え方でした。

同友会で学んだこと、経営に生きていること
社員教育で全国大会に参加した時に、「社員教育と言っていても、経営者が社員に対して参加報告の内容を聞きも
しない経営者が多すぎる」という話をしていました。
この話を聞いたことは強く印象に残っています。「まさに私のことを言われている」と思いました。当時はしっか
りした社員教育はできていなかったと思うし、社員をほったらかしにしているように感じた。この全国大会がきっか
けになって、社員教育に取り組み強化し始めました。また、経営指針成文化セミナーは初期の段階から取り組んでい
ました。

失敗や成功
失敗は恥ずかしくて言えないほどあります。失敗が重なった時や、間違ったと気づいた時に社員に素直に謝る時も
ありました。間違ったらすぐに謝る事も大切だと考えています。
私は、大手石油会社（松山勤務と東京勤務）に10年間働いて松山に帰ってきましたが、大企業と中小企業の給与に
かなりの格差がありました。ですから社会環境に応じて、常に労働環境の整備改善は気にかけてきました。各店舗に
おける人数などは減って来ていますが、社員の意識は高くなっていると感じています。
大きな会社でも撤退や、業態転換している石油販売業界の中で、生き残っていることが成功かもしれません。また、
当社元会長が決断しかねていた鴨川の店舗を、思い切って出店させた事は成功かもしれません。

同友会への期待
同友会は学びの場であり、親睦の場ではないと思っています…親睦を否定するものではありませんが。繰り返しの
議論や討論になることがあるかもしれませんが、繰り返し続けていくことはとても大切だと思います。同友会運動を
これからもずっと続けて欲しいです。そして社員に対しても根気よく言い続けることは大事な事で、その事を実践し
たかどうかが大切ですが、「言い続けることの大切さ」を同友会で学びました。
インタビュアー・文責：伊井

達哉（愛媛同友会

事務局員）



温故知新インタビュー

良 野 一 生
＜プロフィール＞
1954年生まれ。㈲いっせいグループ 愛媛県中小企業家同友会 理事
愛媛県中小企業家同友会には1986年１月22日に入会。愛媛同友会松山支部長や企業連
携担当理事、等々を努める。
“すべての出会いは、人との出会いから”を信条とする良野さんは、愛媛同友会の仲間
づくり運動の原動力でもありました。良野さんの「同友会との出会いが会社発展の原動
力となっています」と語る姿は、まさに“企業経営と同友会運動”の体現者そのものです。

入会のきっかけ
居酒屋ぶらぶらある記を創業して数年経った当時月に１回のリズムで、10人前後の集団がお店に来ていて熱く語っ
ていました。それが報告者を囲んでの懇親会でした。月に１回程きていて数回きた後に、鎌田哲雄専務理事（当時事
務局長）から勧誘を受け、２つ返事で入会しました。ぶらぶらある記を創業してから、「もっと店を大きくしたい」
「チェーン展開するぞ」という思いがあったこと、成功させるためにはどうしたらいいかを常に考えていたことが入
会に至った理由だと思います。
※当時を知る鎌田専務理事より・・・愛媛同友会準備会の時に中同協の国吉昌晴さんが懇親会のお店を決めていて、
そのお店が居酒屋ぶらぶらある記でした。国吉さんがぶらぶらある記を知らなかったら、良野さんは入会していな
いでしょう。

同友会で学んだこと、経営に生きていること
同友会で学んだことは沢山あります。しかしそれも鎌田さんとの出会いや同友会の会員の皆さんとの出会い、お店
に来てくださっている方々皆さんとの出会いのおかげです。出会いがなければ今の私は存在していません。感謝して
います。
学んだというよりは自然と身につきました。体験をしながらつながって、経営をしながら自分に入ってきた感覚で
した。自然と学ばされたようでした。気付けば同友会と共に歩んでいたように思います。
入会した当時、日曜日は休業していて平日の例会には全く参加できませんでした。同友会に本格的に参加しようと、
月に１回の例会にできるだけ出席しようと思ったときがあります。千房株式会社代表取締役 中井政嗣さんが松山で
講演してくださったとき、講演自体は仕事で聞くことができなかったのですが、懇親会をぶらぶらある記で行ってい
たので、懇親会ではお話を聞くことができ、その際に、講演では聞けないような貴重な話を多くしてくださいました。
そして鎌田さんからその講演の録音されたカセットテープをプレゼントしていただき、毎日テープが擦り切れるまで
聞きました。そのときにこんな話が聞けるのであれば、例会に出席するためにも、社員を雇用して、日曜日休業して
いたのをやめて、年中無休にしました。そしてこれが会社を大きくするきっかけにもなりました。

会社経営での失敗や成功
失敗は沢山しています。失敗からの学びを活かすことで全体を成長させているのだと思います。失敗を恐れている
と成功しないと考えています。
多くの人は良い時にお金を全部使ってしまったり、奢ってしまったりするように思います。良い時にこそ貯めるよ
うにしてきました。良い時に貯めることも大変でしたが、失敗した時、本当に欲しいに助かりました。良い時に貯め
て悪い時に吐き出すこと。銀行も悪い時はお金を貸してくれません。これが失敗しても生きてきた理由だと思ってい
ます。
何度かどん底を経験してきましたが、どん底の時でも笑顔でいることを心がけました。私が愚痴を言っていたり、
弱音を吐いたりするとそれは伝染してしまいます。常に笑顔でいることを私は大切にしています。
また、私は今でも現場に立って社員と共に働いていますが、社長が現場に立っていることに驚かれる方もいます。
社長だから現場に入らないなんてことはありません。現場を見て、入って、手を入れていくことが原点であり、大切
なのだと思います。

愛媛同友会への期待
事務局と会員や役員の対話はとても大切だと思います。事務局が会員訪問をする際に会員と一緒に訪問するように
すればより良いのではないかなと思います。仲間ができて、会員同士のつながりを作ることにも繋がると思います。
１回の会員訪問が一石二鳥になる機会になるのではないでしょうか。仲間づくり、会員同士のつながりが増えること
は力を入れていってほしいと思います。
最後に、私の会社の社訓は“夢にえがお”です。すばらしい出会いが同友会の仲間です。
インタビュアー・文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）



2014年度全国広報情報化交流会
（全体）
＜第１日目＞
１日目全体会は、愛媛同友会代表理事の田中正志さんの「私は広報情報化が企業
経営と直結したものだということを、愛媛同友会専務理事の鎌田哲雄さんから教え
ていただきました。この２日間で改めて広報情報化の意義を学び、企業づくりとと
もに全国に広めていきましょう」との開催地挨拶でスタートしました。
続いて中同協副会長・情報化推進本部長の中村高明さんが問題提起。中村さんか
らの「広報は情報を伝える活動であり、会員の生の声を集約して、情報を創造し発
信していくこと。地域の隅々にまで同友会の存在を知っていただき、同友会型の強
靭な企業づくりを進めていきましょう」との問題提起を受けて、参加者は各分科会
へと向かいました。
※各分科会については、別途掲載していますのでご参照ください。

開会挨拶は田中正志
代表理事が行いました

分科会終了後は懇親パーティーです。
愛媛県経済労働部長の神野一仁様、松山市産業経済部企画官の矢野一郎
様から来賓のご挨拶をいただき、愛媛同友会広報情報化委員長の竹村義則
さんの乾杯挨拶で開会しました。
愛媛ならではのおもてなし企画として、俳句コンテストを開催しまし
た。会場からは「面白い！」「愛媛らしいね！」との声が挙がり、51通も
の応募がありました。
懇親パーティー終盤は、全国ブロックごとのPRタイム。トリを飾るの
来年の障がい者問題全国交流会
は愛媛同友会が2015年に設営する障がい者問題全国交流会のPR。愛媛同
in愛媛をPR
友会の参加者全員でステージに上がり、愛媛同友会障がい者委員の杉本太
一さんにPRしていただきました。
中同協広報副委員長の川口護さんによる中締めで、懇親パーティーも無事終了しました。
＜第２日目＞
２日目は、昨夜の懇親パーティーで募集した俳句コンテストの表彰式でスタート
しました。
最優秀賞に輝いたのは、滋賀同友会専務理事の廣瀬元行さん！広瀬さんの句を含
め、受賞作品をご紹介します。
○最優秀賞（１名）
ペレットの 炎で焼いた 秋刀魚食う
廣瀬元行さん（滋賀同友会）
○優 秀 賞（２名）
俳句最優秀賞の
初霜に 頭さげたる 青野菜
横谷信隆さん（香川同友会）
廣瀬元行さん（滋賀同友会）
秋の宴 司会の声が リフレイン
松元和宣さん（宮崎同友会）
○佳
作（５名）
早生ミカン おれは晩成（おくて）で まだ未完
原初さん（愛媛同友会）
鰯雲 有志が集う 坂の上
八田剛さん（愛知同友会）
安寧を 祈る社に ぎんなんの実
中村高明さん（中同協）
城の月 我が子を思ふ ひとり旅
田中一成さん（香川同友会）
秋映えに 登れる坂ぞ 雲はるか
池田恵津子さん（埼玉同友会）
受賞者の皆さんには、表彰状と愛媛同友会会員（義農味噌㈱、㈱志賀商店、㈱世起、服部製紙㈱、イト
マン㈱、生活協同組合コープえひめ）からご提供いただいた賞品の詰め合せをお贈りしました！
俳句表彰式、分科会報告に続いては、愛媛同友会が担当するパネルディスカッション。「同友会の発信力
は、『産・学・官・報』の連携が鍵～地域と対話する同友会づくり～」とのテーマで、愛媛同友会が取り組
んでいる「産・学・官・報」の連携について報告しました。
※パネルディスカッションについては、別途掲載していますのでご参照ください。
最後に、中同協広報委員長の加藤昌之さんから、２日間のまとめがありました。「現場で起きていること
を収集して発信し情報を創造していくこと、地域や企業を変えていく仕組みをつくっていくことが新しい
未来にとって必要です」と呼びかけ、広報・情報化の原点を学んだ交流会となりました。



全国広報情報化交流会
（第１分科会）
【第１分科会】政策・広報・調査活動

テーマ：同友会運動における政策・広報・調査活動と対外発信
◆報告者
○実践報告⑴
愛媛同友会…報告者 曽我 亘由氏
○実践報告⑵
大阪同友会…報告者 三木 得生氏
◆座 長
貞池 龍彦氏
◆室 長
桑波田 健氏

愛媛大学法文学部准教授（愛媛同友会会員）
三恵メリヤス㈱ 代表取締役／副代表理事・大阪産業構造研究会部長

㈱アビリティ・キュー 代表取締役／中同協・広報副委員長／福岡同友会 副代表理事
岡田印刷㈱

代表取締役／愛媛同友会

理事・EDOR（景況調査）担当

第１分科会のテーマは、
「政策・広報・調査活動」
。
「同友会運動における
政策・広報・調査活動と対外発信」と題して、愛媛大学法文学部准教授で
愛媛同友会の会員でもある曽我亘由先生が愛媛大学と愛媛同友会が連携
して実施している景況調査（略称＝EDOR）について、大阪同友会副代表
理事で大阪産業構造研究会部長でもある三木得生さんが、関西ブロックで
の消費税増税の影響の一斉調査とその対外発信について、報告しました。
EDORの価値を再確認
曽我先生が報告されたEDORは、愛媛大学と愛媛同友会が連携して愛媛 左から報告者の三木得生さん、曽我亘由先生
同友会会員を対象として2003年から実施している景況調査です。当時、大 座長の貞池龍彦さん 室長の桑波田健さん
学と同友会が共同で実施する景況調査は、全国初の取り組みでした。その
後11年間、
「地域の現状と課題を明確にする」
「地域行政への政策提言に役立てる」
「会員の経営政策の基礎
データとする」という３つの理念のもとに継続実施しています。
配布と回収は愛媛同友会が担当。全会員500名を対象にFAXや例会等の会合で回収し、回収数は100～130
通。回収したものは愛媛大学で入力と分析を行います。それを元に愛媛大学と愛媛同友会とで判定会議を実
施し、調査結果をまとめ、HPへの掲載や記者発表、論文といった形で公表するというのが流れです。経営
者団体が独自の調査を、一度も途切れることなく続けているということを曽我先生は評価されていました。
しかし、一方で課題も挙げられました。１つは、会員が活用できる情報提供の方法ということ。会員に対
して、常に３つの理念をしっかりと伝えながら取り組んでいく必要があるとの提言でした。もう１つは、対
外発信についてです。この数年間、回収が遅くなることで情報の鮮度が落ち、判定会議と記者発表の開催が
途切れてしまっています。せっかく築いてきた報道機関との関係性が希薄になっているのです。この点につ
いては、2014年７-９月期から回収スピードを元に戻して判定会議を再開し、2014年10-12月期の調査からは
記者発表を再開するとのスケジュールが提示されました。
「最終的には調査結果に基づいて、政策提言を行
いたい」と締めくくりました。
中小企業家の生の声を発信
続いて三木さんから、関西ブロック（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）の同友会が合同で実施し
た、消費税増税に関するアンケートについて報告をいただきました。これは2014年５月下旬～６月上旬にか
けて、関西ブロック会員企業約7000社を対象に実施し、1188社から回答を得たものです。その結果、消費税
増税によるコストアップ分の販売価格への転嫁状況について、７割が「ほぼできた」と回答し、これは全国
平均の６割を上回りました。その一方で、増税の影響の有無についての問いでは５割が「影響が出ている」
と回答し、そのうち４割が「駆け込み需要の反動による売上減少」を上げ、悪影響の割合が高い結果となり
ました。この結果について、関西ブロックの同友会で合同記者発表を開催したところ、多くのマスコミに取
り上げられました。景気が回復しつつあると報じられる中、
「中小企業の景気は大企業ほど良くなっていな
い」という中小企業経営者の生の声を対外発信する場として機能したのです。

パソコンやノートをとる
参加者のみなさん

三木さんが部長を務める大阪産業構造研究会は、大学の先生方と同友会
役員で構成する組織で、景況調査の集計と分析を中心に、会員企業の経営
実態を把握し、中小企業が置かれている経済状況、社会状況を明らかにす
るための活動をしています。同友会役員として関わっている三木さんの問
題意識もまた、曽我先生の挙げた課題と同じでした。分科会終了後、曽我
先生が早速、大阪産業構造研究会の訪問について三木さんとお話されてい
たのが印象的でした。
「同友会運動における政策・広報・調査活動の到達
点や今後の課題を考える」という第１分科会のねらいが形になっていると
感じた場面でした。
文責：大北 雅浩（愛媛同友会 事務局長）



全国広報情報化交流会
（第２分科会）
【第２分科会】機関紙・ホームページ

テーマ：機関紙とホームページをリニューアルし、会内外に同友会を広める
◆報告者
○実践報告⑴ 「心が動く広報を目指して～増強を促す力となるために～」
香川同友会…報告者 春田
亮氏
㈱マック 店長／広報委員長
三好 幸司氏
㈱三好製作所 代表取締役／IT部長
○実践報告⑵ 「今を伝えて未来を変える！～人を生かす広報～」
新潟同友会…報告者 野口
晃氏
㈱Re-size. 代表取締役／前広報委員長
◆座 長
柳
徹氏
㈱アルファ技研 代表取締役／新潟同友会 理事・新潟支部幹事長
◆室 長
渡部 雅泰氏
クレストデジタルズ㈱ 代表取締役／愛媛同友会 広報情報化委員
第２分科会は機関紙とホームページをテーマに香川と新
潟の同友会から報告がありました。
より見られるホームページづくり
春田さんから広報委員会の体制とホームページリニュー
アルに関わる流れについて報告がありました。香川同友会
の以前のホームページの課題として、①10年間同じものを
使い続けているため活気がない、②会員が学べる情報がな
い、③会員向けの情報がe.doyuに集中し誰も更新していない
という３点が紹介されました。
そうした課題を受けて、三好さんから新ホームページ作 左から報告者の野口晃さん、春田亮さん、三好幸司さん
座長の柳徹さん 室長の渡部雅泰さん
成の経緯が紹介されました。まず、旧ホームページの現状
認識と各同友会ホームページの分析を行い、
「経営者をター
ゲットとした新規会員の増強に結びつくホームページ」という香川のコンセプトを固めます。目標は常に
新しい情報を発信する「YAHOO！」。そのために会員全員が参加・更新できる「ブログシステム」を導入
します。委員でない人でも情報を掲載できるメリットがある一方、自主的な更新の頻度の低さが更なる大
きな課題となっています。
新ホームページの作成後行った新入会員へのアンケートでは「入会前にホームページを見たか」の質問
に「はい」と答えた人は全体の24％でした。しかし、そのなかでホームページで「同友会のことが理解で
きた」と回答する人が６割を超えるなど、増強の背中を押す結果がわかりました。今後は組織委員会や機
関紙との連携を展開し、更新頻度の改善と記事内容の向上へ動いています。
顔の見える広報を目指して
新潟同友会では、顔の見える広報を目指して会員訪問を軸とした活動を行っています。前広報委員長であ
る野口さんは関わり続けられる委員会体制を目指し、仲間づくりに力点を置きました。委員会内を３チー
ムに分け、１人ずつチームリーダーを任命することで役割を分担し積極的な活動を促しています。会員訪
問250名という目標達成のための計画的な活動を心がけ、あまり同友会に足を運ばない会員の経営現場を訪
問できたことが大きな収穫でした。
「顔の見える広報」という思いは機関紙でも表現され、これまでの冊子からタブロイド版へと形式を一新
し、表紙には会員さんの顔写真を大きく掲載するように改革しました。また、発送の際は茶封筒から中身
の見えるクリア封筒に変更し、届いたときに顔が見える工夫をしています。まず眼を引き、手にとっても
らう機関紙づくりを心がけています。
広報委員会で学んだことはコミュニケーションの大切さであると野口さんは話します。副委員長の柳さ
んと事務局で毎月方向性を確認し、人と直接会うことを重視してきました。サブテーマである「今を伝え
て未来を変える！～人を生かす広報～」は新潟同友会広報委員会のテー
マでもあります。野口さんは委員長を降りましたが、これからは企業経
営に広報を生かしていきたいと力強く報告しました。

何を伝えるのか、どう伝えるのか
というテーマで盛り上がりました。

グループ討論では、各同友会の広報活動の到達点について話し合い、広
報の原点である機関紙とホームページについて話し合いました。
座長の柳さん（新潟同友会 前副委員長）からは「やはり広報委員会
は同友会組織の要です。全体を見通し、機関紙やホームページに掲載す
る情報にストーリーという付加価値を付けて発信することで会員や対外
の方まで巻き込んでいきましょう」とまとめがありました。
文責：富永 択馬（中同協 事務局）



全国広報情報化交流会
（第３分科会）
【第３分科会】エネルギーシフトと広報

テーマ：エネルギーシフトで持続可能な社会を創ろう
◆報告者
○実践報告
「愛媛県内子町のバイオマスタウン構想と木質ペレット事業」
愛媛同友会…報告者 内藤 昌典氏
㈲内藤鋼業 代表取締役／伊予松前支部会員
○課題報告
「エネルギーシフトと中小企業家エネルギー宣言（案）」
中 同 協…報告者 平田 美穂氏
中小企業家同友会全国協議会 事務局長
◆座 長
加藤 昌之氏
㈱加藤設計 代表取締役／中同協・広報委員長／愛知同友会・副代表理事
◆室 長
今村 暢秀氏
㈱世起 代表取締役／愛媛同友会・理事 伊予松前支部長
第３分科会のテーマは、「エネルギーシフトと広報」で
した。エネルギーシフトとは、①熱を有効活用し、エネル
ギー自体を使わない住宅にリフォームをしていく、
「省エネ
リフォーム」の推進、②地域で発電し、その排熱を暖房と
して使用する地域暖房・
「コージェネレーションシステム」、
③市民の手による「再生可能エネルギー」―を三本柱とし
て、中小企業の仕事を増やして地域の雇用を増やし、持続
可能な社会づくりへの取り組みをすすめることです。
この分科会では、実践事例として愛媛同友会会員である
内藤昌典さんから「愛媛県内子町のバイオマスタウン構想
と木質ペレット事業」と題して報告をいただき、続いて課
題報告として中同協事務局長の平田美穂さんから「エネル
ギーシフトと中小企業エネルギー宣言（案）」と題して報告
をいただくという内容でした。

報告者の内藤昌典さん（右）と平田美穂さん（左）

エネルギーの地域内循環
製材所等で使う機械の販売やメンテナンスを手がけていた内藤鋼業ですが、多くの取引先が端材の焼却
処分に困っていました。内藤さんは一念発起し、端材を燃料として使用することができるペレット化に取り
組み始めたのです。まずはペレットを燃料とするストーブやボイラーの普及から着手します。ペレットは、
地域の木材を使って地域で生産し地域で消費する燃料です。原油価格高騰の中でも安定した価格で徐々に
取引先を増やし、個人宅、農業施設、温浴施設、学校などで使う暖房にも広まってきました。内藤鋼業が
本社を置く内子町が、再生可能エネルギーの利活用を推進するバイオマスタウン構想に取り組んでいたこ
とも追い風になったといいます。
内藤さんのテーマは「脱・地域外エネルギー」。地元でエネルギーを回すことにより、地元のお金が外へ
出て行かないようにと考えているそうです。ペレットを燃料として浸透させ、いずれは熱を作るだけでな
く、電気を作るシステムを普及する。そういう小さな熱源と発電所を地域内にいくつも作ることで、コー
ジェネレーションシステムを構築し、地域での雇用を生み出したいというのが、内藤さんの考えです。そ
のことこそが、中小企業にとってチャンスであり、また中小企業が地域で果たすべき使命であるとの報告
でした。
エネルギーシフト実現のために
続いて、平田さんの報告は、同友会としてエネルギーシフトをどのように考えるのか、持続可能な社会
をつくるために中小企業ができることは何なのか、という課題提起でした。印象に残ったのは、
「年間27兆
円ものお金が、エネルギー関連として海外に流出している」ということです。「脱・地域外エネルギー」に
も繋がる問題です。中小企業エネルギー宣言の行動指針には、以下のような内容があります。「⑶エネル
ギーを地産・地消する地域づくりに取り組みます ①原料を地域調達
し、地域で使う物は地域で作り出す、自然エネルギーも分散したまま
地域でつくって地域で使うことに取り組みます」。この文章を目にした
時、内藤さんの報告内容と結びつきました。

エネルギーシフトについての報告

地域での会員企業の取り組みを全国に発信すると共に、持続可能な
社会作りのために中小企業ができることとは何かを考えるという、ま
さに今回の全国広報情報化交流会の中で、中同協情報化推進本部長の
中村高明さんによる問題提起をはじめ幾度も取り上げられた「情報創
造」を体現した分科会であったと思います。
文責：大北 雅浩（愛媛同友会 事務局長）



全国広報情報化交流会
（パネルディスカッション）
【パネルディスカッション】

同友会の発信力は、「産・学・官・報」の連携が鍵
～地域と対話する同友会づくり～
◆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／愛媛同友会
◆パネリスト
「産」：鎌田 哲雄氏
愛媛同友会 専務理事
「学」：和田 寿博氏
愛媛大学法文学部教授（愛媛同友会会員）
「官」：三好 貫太氏
松山市地域経済課中小企業支援担当
「報」：鈴木 孝裕氏
愛媛新聞社 編集整理部副部長

理事

中小企業憲章・条例本部長

第２日目のパネルディスカッションは、愛媛同友会の担当でした。テーマは、
「同友会の発信力は、
『産・
学・官・報』の連携が鍵～地域と対話する同友会づくり～」。コーディネーターを米田順哉さん（愛媛同友
会

中小企業憲章・条例本部長）、パネリストは、「産」を鎌田哲雄さん（愛媛同友会専務理事）、「学」を

和田寿博さん（愛媛大学法文学部教授／愛媛同友会会員）、「官」を三好貫太様（松山市地域経済課中小企
業支援担当）、「報」を鈴木孝裕様（愛媛新聞社

編集局整理部副部長）が務めました。また、パネリスト

それぞれが1980年代＝鎌田哲雄さん、1990年代＝鈴木孝裕様、2000年代＝和田寿博さん、2010年代＝三好
貫太様の年代別に、愛媛同友会との関わりを語るというコンセプトでした。
何度も打合せを重ねてのパネルディスカッションでしたが、当日は打合せにはなかった発言がどんどん
広がり、深まっていきます。コーディネーターとパネリストの信頼関係が伝わってくる内容でした。当日ア
ンケートでは５点満点で評価していただいたのですが、なんと！６点を付けてくださった参加者もいらっ
しゃいました。
◆「広報情報化は同友会の存在価値を高め、組織強化につながる」とまとまられたパネルディスカッショ
ンの概要をを紹介します。
大切なものを大真面目に追求する会
鈴木：同友会は、本当に大切なものを大真面目に追求していると思います。本当に
すがすがしい会と感じます。そこに中小企業家同友会の魅力があります。愛媛同友
会の今は会員企業、事務局が必死になって創ってきたものです。このポジションが
もとからあったのか思ってはいけません。密着するけど癒着しないという、信頼関
係や協力関係の中に相互批判の関係が重要ではないかと思います。

パネリストの
鈴木孝裕さん

地域の大学、教員、学生を育ててほしい
和田：ブラック企業というのがありますが、学生や教員は先入観として「企業や労
働はブラックだという前提」と認識しています。愛媛同友会は、産学官連携を通し
て、信頼関係を構築し、連携をすすめ、この先入観を払拭してきました。大学は現
在改革期に入っています。特に文系は存続の危機です。ぜひとも同友会には地域の
大学、そして教員、大学生を育ててほしいですし、同友会は基本理念に基づいて実
践をすすめてほしいと思います。

パネリストの
和田寿博さん



条例の関係団体として連携を深める
三好：松山市で中小企業振興条例を制定しようと、先行して制定した東温市に訪問
しました。そこで、同友会のことを紹介されたのが出会いのきっかけで、松山市の
条例制定においても中心的な役割を果たしていただきました。「松山市中小企業振
興基本条例」第2条の「定義」では、全国で初めて中小企業関係団体として中小企
業家同友会が入っていますが、これは当然のことです。これからも連携を深めてい

パネリストの
三好貫太さん

きたいと思います。
信頼に足る社会作りを進めよう
鎌田：あらゆる役割において「見解を持つこと」が重要です。そして、連携をした
いと思ったら、その存在を知る見識、人間を知る見識をもつことです。そして見解
をもつ仕組みをつくることが重要なのです。私にとって会員・中小企業は憧れの存
在です。自ら選んで、そして選ばれる人間的な信頼関係の中にある集団が同友会だ
と思います。「世の中は捨てたものではない。この世の中は信頼に足る世の中、社

パネリストの
鎌田哲雄さん

会なんだ」ということを広めることが会員や事務局の使命です。同友会の会員や事
務局は、世の中から“憧れられる人や存在”になることが同友会運動の真髄だと思います。
米田コーディネーターのまとめ
同友会の価値を高める広報情報化
第一に同友会の存在価値を高めることです。広報情報化は存在価値を高め、組織
強化につなげることが重要です。第二に広報情報化はツールの問題ではなく、産官
学報の連携を強化し、プロデュース機能を発揮するが要になることです。それが人
間的な信頼関係を築いていきます。選び選ばれる存在にならなければなりません。
そして選んだ選ばれた以上責任があるのではないかということです。第三に広報情
報化は企業経営もまったく一緒です。一社一社の企業価値を高めるためには、意味

コーディネーターの
米田順哉さん

ある価値ある情報を発信していくことです。同友会は企業の集合体です。それが産官学報の連携につなが
り、同友会の価値を高めていくことが広報情報化の意義です。

パネルディスカッションはアンケートでも好評価でした
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松山支部10月例会

伊予・松前支部10月例会

理想のパートナーシップ経営に取り組んで

経営者が変わらなければ始まらない

～すべての社員とその家族の幸せのために～

～ “ 不良会員 ” が同友会での学びで大自己変革！～

■報告者 清水 健二 氏
有限会社イープレスプロモーション 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 東温支部会員）

■報告者 杉本 太一 氏
特別養護老人ホーム 施設長
（愛媛県中小企業家同友会 理事・増強本部長、松山支部長）

●と き／10月16日㈭
●参加人数／41名
●ところ／えひめ共済会館

●と き／10月17日㈮
●参加人数／26名
●ところ／ピュアフル松山

イープログループの経営理
念「パートナーシップの原則」
とは、家族、社員、取引先、地
域から愛され、幸せな関係を結
ぶことが出来る状態である。こ
の取り組みについて報告いた
報告者の清水健二さん
だきました。
20年前に同友会に入会され
るも２年間で退会。先輩の保証人になったことで
自己破産を招き、企業２年目で不渡り（後に関西
されました）社員や周りの人が去っていく寂しさ
に二度となりたくない想いが募る。
これを原点として、同友会に再入会されて経営
指針成文化セミナーに参加。
「理念が良くなれば会
社も良くなる」との想いから、同友会での学びを深
め社員も参加し、深く考え進化、行動を共にする。
その頃、20年前の同友会の仲間より支援がり生き
方にも変革が。
「経営者のビジョンなくして社員のビジョンな
し」と考えを確立され、経営理念と相互補完しなが
らビジョン達成に向け社員も巻き込んでの人が育
つ環境作りに取り組んでおられる姿勢と情熱、一
語一語の言葉の率直さが滲み、聞く側としても熱
くなるものがありました。
同友会での理念と学び、同友会会員のパート
ナーシップが、改めて人生の紆余曲折をも乗り越
える原動力となし得、良い経営者、社員が育つ会
社として実感しました。
清水さんの素晴しい報告に感謝します。
寄稿：金子 司郎さん（テクノロジープロダクツ／松山支部）

全国的に人材不足が叫ば
れる中、その例外として注
目を集める「梅本の里」杉
本太一施設長のお話を聞き
ました。
・顧客満足から社員満足へ。 報告者の杉本太一さん（右）と
座長の今村暢秀さん（左）
就労環境改善に努める。
・「うち」の施設、と言ってくれる高いロイヤリ
ティ。
・TOPの務めは「社員の夢を実現させること」。
ポイントは「どうすれば理解して貰えるか」では
なく「どういう人間関係なら理解して貰えるか」。
まさに、労使を超えた同志の絆と言えます。
そのベースにあるのは骨格となる経営理念の存
在であり、お題目に留めない理念の実践です。
・入所者個々に役割を与え、仕事に応じて報酬が
貰える。
・入所者が店番する駄菓子屋を外部にも開放する
ことで、地域の子供達との触れ合いが生まれる。
・社員のために託児所を設け入所者が子供の世話
をする。
それぞれの施策が「世の中の役にたちたい」と
いう人間の欲求、尊厳にしっかりと裏打ちされ、
経営者・社員・入所者・地域がリンクする、winwin-win-winの見事なスパイラルアップを構築され
ています。
勿論これら
は、一朝一夕に
成せることで
はないでしょ
う。波瀾万丈の
道程も、勇気と
して受け止め
ました。
他支部からも多く参加されていました
「経営者が変
わらなければ始まらない」。
今日から自分から、変革へのスタートを切って
参ります。
寄稿：松岡 秀夫さん（㈱NYホーム／松山支部第３地区会）

経営者のビジョンなくして社員のビジョンなし」
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東温支部10月例会

今治支部・尾道支部合同10月例会

激動の時代を乗り切るのは、経営理念に基づいた経営

求人活動で企業を変える、人を育てる企業文化づくり

■報告者 秋川 保親 氏
秋川会計事務所株式会社 取締役
（愛媛県中小企業家同友会 経営相談室長）

～求人は社員共育の第一歩、新卒採用で自社の何が変わったか？～

●と き／10月21日㈫
●参加人数／10名
●ところ／東温市商工会館

東温支部10月例会は、秋川保親さんを招いての
報告でした。
日本の現状はというと、これからは人口が減り
続けると言われています。人口が減り続ける国で

■報告者 渡部 伸哉 氏
有限会社三和興産 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・社員教育委員長）
●と き／10月22日㈬
●参加人数／17名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

10月例会は年に一度の尾道支部との合同例会
で、尾道から７名の方に参加頂き、いつもと少し
違う雰囲気で開催されました。

経済が発展した例はありません。さらに労働人口

報告者は渡部伸哉さんで、同友会入会から今日

も減り、今後45年もすれば約半分の労働人口にな

まで実践してきた事を、赤裸々に報告して頂きま

るであろうと言われています。ここ20年間の日本
のGDPも１％弱であり、物価上昇もありません。こ
れは停滞とみるのか成熟とみるのか・・・。
上記のような、あまり明るくない日本の現状を
おさらいし、先生の著書である「この町を守るの
は誰か

中小企業の使命」という題名の本の中の

第２章である「ものの見方、考え方

認識の歴史」

した。
同友会一筋。同友会での学びを社内で実践し続
けた渡部さんですが、経営指針をつくり続け、新
卒採用をし、社員教育をしていく過程では多くの
失敗や挫折を経験したとの事でした。
それでもやり続けてこられたのは、同友会で出

を会場の全員で順番に音読して、今までの歴史の

会う先輩経営者や同年代の経営者仲間の存在が大

認識をしました。わずか20頁くらいの紙面で、地

きかったようです。

球誕生から現在までの世界情勢の変化等が書かれ
てあり、そして、未来における経営者の心構えが
書かれています。
先生が、これからの社会の話をされているとき
「エネルギーが変わるとき、社会が変わる。今から
がそうじゃないかな？」とおっしゃられました。確
かに思い当たる節があり、これからどうなるのだ
とうかと漠然と考えていました。
しかし、「時代はこれからも激しく揺れ動くで

新卒採用と教育で社員が変わった、社内の雰囲
気が変わったと言います。そして一番変わったの
は社長である自分自身ではないかとおっしゃって
いました。
浸透させようとしてうまくいかなかった経営理
念に沿った行動が、知らず知らずのうちに実践さ
れつつある様です。
今回は報告者の渡部さん、尾道支部の皆さん、あ

しょうが、時代の波に翻弄されるのではなく、歴史

りがとうございました。

に学び、情報に惑わされることなく確かな物の見

寄稿：越智

方、考え方を確立することが人生や企業経営者に
とって大切だと思います。」
（先生の著書より引用）
という言葉を頂き、何が起きても、経営者がしっ
かりと経営理念に沿って経営していれば大丈夫な
んだと、安心に繋がりました。
毎回、東温支部例会のために資料を作成してお
話頂きまして、秋川先生本当にありがとうござい
ます。
寄稿：櫻田

直也さん（㈲さくら／東温支部）

堅太郎さん（オチ工業㈱／今治支部）
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四国中央支部10月例会
社員さんを信頼出来るパートナーに
～物を売る会社から人が育つ会社へ～

■報告者 菰田 晃伸 氏
株式会社こもだ寝装 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・四国中央支部）
●と き／10月29日㈬
●参加人数／22名
●ところ／ホテルグランフォーレ

10月例会は、支部長の菰田晃
伸さんが報告者でした。菰田さ
んは起業されたお父様から会
社を引き継がれた２代目です。
異業種の会社に就職され、何年
か勤められてから、地元に戻り
ました。当時はまさに家族経 報告者の菰田晃伸さん
営。値引きによる販売が主体で
あり付加価値のない商売をし、パート従業員さん
に対して自分の理想のもとに会社に都合のいい教
育を敷いてしまい、定着率が悪い経営状況でした。
そんな中、同業者の先輩のすすめと、太田尭さん
の講演を聞いて、
⑴人は違うということを認める
⑵人は教育によって変わることができる
⑶人と向き合い関わる（共に育つ）社員さんと
の関わり方が大変重要である
以上のことに気づかれました。そして、同友会
に入会され、経営指針成文化セミナーに参加され、
理念作りの中で教えてもらったこととして
⑴経営姿勢の確立
⑵社員さん、取引先さん、地域社会との関わり
⑶理念は本物かどうかを考えられた。
そして、人が育ち成長していく会社への念を
もって
⑴付加価値のある仕事へ
⑵社員さんのやりがい
⑶心豊かな人が周りを豊かにする。
会社づくりに取り組まれています。
経営理念は「ふとんのぬくもりに添えてともに
幸せになる良い会社を作りましょう」です。よい会
社、よい経営者、よい経営環境をつくるために経
営指針を成文化し、社員さんに日々理念を伝える
ことにより、定着率も良くなり素晴らしいコミュ
ニケーションをとれるように変化しました。成長
していく会社の姿を報告していただきました。
自己変革、心の余裕をもてるよう私も努力して
いこうと思いました。人財が定着するためには、ま
ず自分が学び実践し変わることだと思いました。
ありがとうございました。
寄稿：長野 禎毅さん（㈱美寿寿／四国中央支部）

女性委員会
●日 程：11月６日㈭
●場 所：NPO法人こころ塾
●参加者：小田美恵、村松彩（２名）

飛び出した言葉は「孫子の説いた兵法に、
『相手
を見よ！』というものがある」、今後の活動方向や
内容の話し合いがなされた11月の女性委員会、冒
頭からぐいぐいです。
どんな会であるべきなのか、より切磋琢磨しな
がら学び合える場はどんなものなのか、じっくり
考える時間でした。
テーマ
◆メンバーの拡充…こんな面白いことやっている
のに自分達だけではもったい
ない！
◆ 内 容 の 充 実 …12月は職場の防災・消防につ
いてプロに学ぶ会にしてみな
いか？
今後は互いの会社訪問をおこない学び合う機会
を作ってみないか？
会社の女性が学び、成長目線を持ち還元するメ
リットは大きいです。学びたい女性、キャリアを
積みたい女性が貪欲にしなやかに学び、景気や競
合他社、環境など多くの「相手＝敵」を見て、戦い
方を考えられるよう、活動を進めていきたいです。
文責：村松 彩さん（NPO法人こころ塾）

第４回経営フォーラム
２月16日開催!!

テーマ：地域で輝く中小企業が日本の未来を拓く
日 時：2015年２月16日㈪
13時～20時
会 場：松山全日空ホテル
登録料：10,000円（記念講演・分科会・懇親パーティ）
※記念講演の講師は、
「体脂肪計タニタの社員食堂」で
有名な、㈱タニタ 代表取締役の谷田千里氏です！
同封のリーフレットをご参照の上、お早めにお申
込ください!!

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

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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新入会員ご紹介（２名）・会員消息
森

孝軌（もり こうき）
1980年４月４日生まれ 松山支部第２地区会
森孝三税理士事務所 税理士 税務等
〒790-0801 松山市歩行町2-1-7
TEL(089)941-0716 FAX(089)921-5264
紹介者／千代田商事(有) 川本 創

会

○住所変更
員／山口 章
（松山支部第２地区会）
企業名／櫻間社会保険労務士事務所
新住所／〒791-8013
松山市山越２丁目７-13
電話・FAX 変更なし
小山 靖孝氏・㈱コヤマ商店 代
表取締役のご尊父 小山 明様
（ 享 年80歳 ） が、2014年10月16日
ご逝去されました。謹んでお悔や
み申し上げます。

氏

○お悔やみ

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長

会

秋 川 保 親

員／石田 匡暁
（松山支部第２地区会）
企業名／㈱キッズウェイ
常務取締役から代表取締役社長
に就任されました。

誠二（いしかわ せいじ）
1972年１月６日生まれ 松山支部第３地区会
マネキネマ 事務局長 映画上映
〒790-0056 松山市土居田町732-4
TEL(090)9775-7305 FAX(089)904-3409
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

「時間を見方にする生き方」

○役職変更

石川

人生とは、それぞれに人に与えられた時間です。その時
間を味方につけるか敵にするかは「心の持ち方」ひとつで
す。狭き門と言われた企業の就職試験にパスして入社して
も、１年以内に約３割の人が辞めていくと言われます。仮
に自分が希望した会社に就職できても自分が希望する部署
に配属されるとは限りません。
「俺は、なんでこんな不運な
んだ」
「俺が、なんでこんな仕事をさせられるのか」と不平・
不満を言っている人は時間を敵にしています。一方、世の
中の出来事には何らかの意味がある。例え嫌なことでも「自
分に何かを気付かせるため」だととらえられる人は時間は
味方になります。また昨日と同じ仕事をしていても「もっ
とよい方法はないのか」
「自分に出来ることはないか」とい
つも探して行動する人は、企業の側がほおっておかないで
しょう。そんな社員は企業にとって宝です。一人一人に社
員が「時間を味方に」する心を持つことが出来た企業はど
んな不況の中でも生き残れる最強の企業です。

会員掲示板

（10/23～11/19）

⑯
温室効果ガス排出削減目標の今後～日本政府の「目標」は？～
愛媛同友会環境問題副委員長

守 谷 和 久

国連の「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
」は、温室効果ガスの排出量を今世紀末にゼロにする
必要があると指摘。最大級の警鐘を鳴らした形だ。
・・・待ったなしの温暖化防止対策と識者は大声を上
げている。
＊これからのロードマップ
①2015年に新たな国際枠組みをつくるため、各国が削減目標案を2015年３月までに提出する。
②各国が出した削減目標案をベースにCOP21・パリ会議で新しい削減目標をつくる。
③日本政府の削減目標案をどうするかについては、検討中。
業を煮やした、NGOのWWFジャパンの山岸尚之さんは、温室効果ガス排出削減目標は「2030年まで
に1990年比で40～50％削減」と発表した。この目標は放っておいて達成できるような甘い目標ではない。根拠を見ても穴だら
けで、超楽観・希望的目標にすぎない。
二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 最 も 多 い 中 国、 ２ 番 目 に 多 い ア メ リ カ と で、 約45 ％ 占 め て い る。 日 本 は3.7 ％ で あ る。 先
般 の 米 中 首 脳 会 談 で、 温 暖 化 防 止 に 向 け て ア メ リ カ はCO2排 出 量 を2025年 に 向 け て 基 準 年2005年 比26~28 ％
削 減 す る。 一 方、 中 国 は2030年 に 向 け てCO2を 削 減 す る と、 あ く ま で 期 限 だ け 初 め て 明 示 し た。 冗 談 じ ゃ な
い・・・ 今 の 脆 弱 な 米 中 の ト ッ プ が10年・15年 以 上 後 の 地 球 に 責 任 を も て る の か・ 取 れ る も の な の か？ 鳩 山 由 紀 夫
氏が国連で25％削減をぶち上げていいカッコをしたのとあまり違わない。
「どちらも本気」ではないということだ！…
CO2排出量について、欧州は11.3%だ。彼らは巧妙な手口で1990年度比40％を超える意欲的なと思わせる数値を出してき
ている。これに惑わされてはいけない。しっかり欧州の1990年という時代認識を忘れないことだ。彼らはすでに40％超えの削
減は実施可能なのである。60%~70%が本来の数値目標であろう。ターゲットは日本！排出権取引・この問題で、お金にしたい
意欲が見えすぎる。
日本政府は10月に、専門家会合で議論を開始したばかりで、新目標を打ち出せる見通しは立っていない。国内の原発が停止し、
電源構成が決まらないからだ。太陽光発電のお粗末な政策を見てみるにつけ、この国もやはり「本気」ではないと考えざるを得な
い。しっかりと温室効果ガス排出削減目標を自分の意見として持つことは中小企業家の責務であると考える。私は「地球はすでに
人類を排除する方向」で加速しているように感じている。結論は、大木が倒れるとき、人はそれを阻止することはできない。新し
い芽が出るのを待つしかない事を「自然」という。
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201４年度_愛媛同友会
【日 時】 2014年11月12日㈬
【出席者】 22名			
【議 長】 米田 順哉		

18時30分～20時40分
【委任状提出】 15通
【議事録作成者】 大北

開会挨拶：平野啓三
私たちはどんな経営環境でも、自社が利益を出して永続発
展していくために学んでいます。同友会で学ぶことで、元気
な企業になり、そのことが地域を元気にすることができます。
この循環をつくるために学び続けていきますよう。今日は仲
間づくりに関する協議もあります。忌憚のないご意見をよろ
しくお願いします。

報告・承認事項
＜報告事項＞
１．全国・他団体行事の報告がありました。
特に中同協政策委員会・憲章条例推進本部合同会議につ
いて米田順哉・中小企業憲章・条例本部長から、中同協第
２回幹事会について平野啓三・代表理事から報告がありま
した。
２．代表理事・本部長会議、各支部、各委員会からの報告が
各担当者からありました。
＜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。
２．2014年度全国広報情報化交流会の開催報告が竹村義則・
広報情報化委員長からあり、承認しました。
26同友会と中同協から116名が参加
※決算については
第９回理事会で承認します。
３．第４回経営フォーラムの企画案とスケジュールについて
中周作・実行委員長から報告があり、承認しました。
４．障がい者問題全国交流会in愛媛に向けて、職場実習受け
入れ企業マップ作成の提案が北野賢三・実行委員長からあ
り、承認しました。
※今後、どのような方法で情報を集め、公開していくかの研
究をすすめることとしました。
５．外形標準課税の適用範囲拡大に反対する愛媛同友会とし
ての声明について平野啓三・代表理事から提案があり、承
認しました。
※声明文は11月13日㈭付けで番町記者クラブへ投函しました。

協議事項
１．2014年度の仲間づくり運動について協議を行いました。
⑴ 前回の役員研修の協議で決めた各支部の例会づくりに
ついて、各支部担当者から具体的な取り組みの報告があ
りました。
「プレ報告を行い、報告内容の詰めを行っている」「グ
ループメンバーの振り分けに配慮している」「ゲストにス
ポットが当たる懇親会設営をしている」
⑵ 11月17日㈪に開催するグループ討論研修に関する報告
と参加呼びかけが、杉本太一・増強本部長からありました。
日時：11月17日㈪
18時30分から

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

第８回理事会

大洲事務所

☎ 0893−59−0353

【会

議事録

場】 アイテムえひめ

雅浩

会場：えひめ共済会館 ４階・末広
講師：玉井 和幸氏
パートナーシップ経営塾代表／愛媛同友会会員
出席状況：18名（11月13日 現在）
※各支部・地区会三役から、特に幹事への参加呼びかけを
行うことを申し合わせました。
※杉本・増強本部長から、改めて各支部長への声掛け依頼
を行うことを申し合わせました。
⑶ 会員オリエンテーションの開催に関する協議
①杉本・増強本部長から、増強本部の方針と、仲間づく
り運動における会員オリエンテーションの位置づけに
ついて報告があり、それを受けてグループ討論を行い
ました。
グループ討論テーマ：どのような会員オリエンテー
ション（内容、開催頻度、開催場所など）を行えば、
仲間づくりに繋がるでしょうか？
②グループ発表
「定期的に開催し、紹介者だけでなく役員との結びつ
きをつくっていく」「会暦の浅い会員が企画をし、『自
分が入会した時に、こんなオリエンテーションがほし
かった』というものを形にする」
「同じ年に入会した会
員で同期組をつくる」
「最初のオリエンテーションは分
かりやすい内容にすることが必要だが、
『同友会は学ぶ
会である』という点だけは伝えきる内容にする」
「委員
会活動の魅力を伝える場とする」
「講義形式のオリエン
テーションではなく、新会員が発言できる内容にする」
※また、新会員へのフォローとして、以下のような提案
がありました。
「新会員の経営課題を把握し、理事会での入退会承認
の際や幹事会の学習会の際に紹介する」
「入会の目的を
把握する。または、把握しようとする。『気にかけてい
る』ということを伝える」
「新会員へのフォローとして、
電話や訪問、幹事会へのオブザーバー参加の呼びかけ
などを幹事が積極的に実施する」「各支部・地区会の方
針に新会員へのフォローの方針を入れ込む」
③グループ討論を受けての行動
本日のグループ発表の内容を増強本部で取りまとめ
て協議し、今後の会員オリエンテーションの開催、仲
間づくり運動に繋げます。

閉会挨拶：伊藤俊一郎
本日の北野さんからの障全交に関する提案、中さんからの
経営フォーラムに関する提案、着々と準備が進んでいる様子
が分かり、心強く思います。障がい者問題は遠いようで近い
問題です。先日、ある事業所を訪問させていただいた際、「大
切なことは、個性をつかんで働きやすくすること」とお話さ
れていたのが印象的でした。経営フォーラムは熱いですね。
２月に向けて、愛媛同友会全体で盛り上げていきましょう。

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）

