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【速報】2月16日、第４回経営フォーラムを開催！！
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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※来月号にて、第４回経営フォーラム
の記念講演、各分科会の詳細の特集
を行います。

登録数は369名でした

〒791−8057 松山市大可賀2−1−28 アイテムえひめ

TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107

﹁リーダー﹂と﹁ボス﹂の違い

目

2月16日（月）松山全日空ホテルにて、第４回経営フォーラムを開催しま
した。「地域で輝く中小企業が日本の未来を拓く」をテーマに掲げ、登録数は
延べ369名。目標の300名を上回り過去最大規模の経営フォーラムとなりま
した。
記念講演、ガイダンス、各分科会ともに好評で懇親パーティも含め、参加
者皆さんで学び合う場とするこ
とができました。
中周作さんを中心とした実行
委員会の皆さんはもちろん、会員
の皆さんのご協力のおかげで参
加目標数も超えることができま
した。ありがとうございました。

二月十六に開催された第四回経営フォーラム
は︑目標を大きく上回り三百六十九名の参加者
を集め︑成功裡に終わることが出来ました︒成
功の要因は︑いくつかありますが最大の要因
は︑中周作実行委員長を中心にした十二名の実行委員の
﹁リーダーシップ﹂にあります︒今回は︑
﹁リーダー﹂と
﹁ボス﹂の違いについて考えたいと思います▼同友会会
員の皆さんは︑リーダーを目指している人の集まりです︒
ところで︑
﹁ボス﹂と﹁リーダー﹂の違いをご存知でしょ
うか？辞典を見ても︑
﹁ボス﹂＝長︑親方︑領袖︑
﹁リー
ダー﹂＝指導者︑先導者︑首領などあまり大きな違いは
ありません▼アメリカでは親しみを込めて大統領を〝ボ
ス〟とも呼んでいます︒しかし︑日本では︑
﹁ボス﹂は
実力はあるが︑親分タイプで前近代的イメージ︒
﹁リー
ダー﹂は︑先見性と行動力に富み︑大勢の意見をまとめ
ていく近代的イメージのようです▼同友会では︑かねて
から﹁ボス支配をしない︑されない﹂同友会づくりを目
指してきました︒そのためにも︑一人一人の会員が主人
公としての認識を持つことが﹁鍵﹂です︒これは︑皆さ
んの企業にも共通することですし︑私たちが生活してい
る地域社会にも同様です▼かつて︑国吉昌晴・中同協副
会長は〝同友会における﹁ボス﹂と﹁リーダー﹂の違い〟
を﹃成長のとまった人間はボス化する︒知的好奇心にあ
ふれ︑謙虚に人の話を聞き︑成長をつづけていくことが
リーダーの条件﹄と定義づけました▼﹁リーダー﹂を目
指す私たちにとっては警鐘であり︑心にとどめておくべ
き言葉です︒十二人の実行委員はこの言葉をまさに︑実
践してきたと言えます︒私たちの日頃の心と行動は
﹁リー
ダー﹂なのか？それとも﹁ボス﹂なのかを常に問いかけ
ましょう︒そのことが︑
﹁リーダー﹂への道です︒
︵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。

〜登録数が目標を上回る369名！！〜



温故知新インタビュー

金 子 司 郎 さん
＜プロフィール＞
1952年生まれ。テクノロジープロダクツ ゼネラルマネージャー。愛媛県中小企業
家同友会 松山支部第２地区会幹事。
1987年に入会。現在、同友会の企業連携委員として企業と企業を結びつける活動で
活躍しています。
今と、これから未来へ繋げるためにも「一期一会」を大切にしていくことと、「堅忍不
抜」の志をもって企業経営と同友会運動を実践している経営者です。

入会のきっかけ
当時はバブルの始まりの時期で、労働環境も厳しく、社員に長時間労働をさせてしまっていました。このままじゃ
いけないと思い、なんとかしたいと考えていた時期でした。そんなときに同友会という勉強できる会があるというの
を聞いて、会社とはどのようなことをしたらいいのか、How to（手法）本は出ていても実際はどのようになってい
るのかを学びたいと思っていたので入会しました。
当時は今よりも経営者と社員との関係が使う側と使われる側という考え方が多く、強かったように思います。そん
な時代でも「労使見解」（中小企業における労使関係の見解）が同友会にはあり、経営者と社員との関係をどのよう
にして埋めていくのかということに関しては特に意識を持っていたように思います。

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社員が主役だということです。
「経営者は黒子で社員が主役」
。社員がのびのび働くことができ
ることで社員の力が最も発揮できると思っています。そういった場を提供することが経営者の仕事だと思っています。
同友会では、経営者としてすべきことを学ぶことができていると思います。毎月、毎回でなくても、スポットでも
いいから自分の意識を変えていく機会をつくること、学びの場に自分を置くことが必要だと思います。外部から刺激
を受け、自社に持って帰ることが大切だと学びました。
また、経営者が現場に出ることも必要ですが、社員に任せること、権限を持たせることは重要なことだと思います。
経営者の想いを社員に伝えること、社員を「人材」でなく「人財」として考えること、社員を「ひとりぼっちにしない」
ことが大切だということを学んだことは特に経営に生きています。

会社経営での失敗や成功
社員が能力や人間性も含め成長したと感じると経営者として少しは成功したと見ることができるように思います。
大きい会社でも去っていく人はいるけれども、その会社に相応しい人財が残り、集まることが成功だと思います。
ある時、優秀な社員が入り機械の組立を任せておりました。職場ではムードメーカーとして活躍してくれていたの
ですが、もっと経験の幅を持たせようと、別の現場に異動したところその社員が鬱（うつ）になってしまったことが
あります。結婚直後であったこと等、様々な要因が重なってしまったようですが、その社員はその製造の現場だから
優秀で活躍できていたわけで、社員の資質を見抜けずにいたことは私の失敗の一つだと思います。半年後、その社員
は他の社員との援け合いによって元の製造の現場に戻って活躍してくれましたのでそこは逆に成功とも言えるかもし
れません。

同友会への期待
同友会では “激動の時代を良き友とする” といいますが、そんな時代にも対応できる、政策や大企業に振り回され
ない企業づくりをしていくことです。中小企業振興基本条例や企業連携等を通して、いきいきとした持続可能性のあ
る会社づくり、地域づくり、核心的なサービスやものづくりを提供できる会社が増えていくようになればと思ってい
ます。会員のみなさんも、会員である以上はスポットでもいいですから例会に足を運んで、生の報告を聞いて考える
時間を持っていただき、明日への学びとしてほしいと思います。
キャリア教育の一環として中学生の受け入れの経験が２回ありますが、社員教育としてもかなり効果があったと思
います。「キャリア教育の手引書」ができて武田正晴さんも話されていましたが、地域とつながること、キャリア教
育で子どもたちとつながることは企業の未来に様々な良い環境づくりと成果を残すと思いますので続けていってほし
いと思います。

インタビュアー・文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）



温故知新インタビュー

内 田 敏 之 さん
＜プロフィール＞
1955年生まれ。有限会社内田パン 代表取締役。愛媛県中小企業家同友会 松山支
部第１地区会会員。
1987年に入会。同友会で経営指針を確立。
「①お客様にパンとの感動ある出会いを送りつづけ、お客様の食生活に貢献します。②
私たちは全社一丸となり、働きがいのある、夢のある会社を作ります。③私たちはパン
を愛し、妥協する事なく、パンを作り続けていきます」の経営理念実践のために直向に
経営を続ける姿はご存知のとおりです。

入会のきっかけ
商和会という会に入っていて、そこでの知り合いの方に紹介されて入会しました。当時は後継者で、勉強しなけれ
ばという気持ちがあり、業種業界様々な経営者がいて、グループ討論をしていることが珍しく、多くの人に出会うこ
とで自分も勉強できると思ったので入会しました。
商和会ではメンバーの多くが大学の先生でしたので実際に活躍されている経営者の話を聞けるということが大き
かったと思います。

同友会で学んだこと、経営に生きていること
入会してすぐに北海道であった全国総会に参加したことを覚えています。そこで同友会で学び実践されている素晴
らしい経営者を目の当たりにし、そんな人たちと話すことで自らも学ぼうと思いました。
経営をより良くするためにはどうしたら良いのか、社員との関わり方はどうしたら良いのか等、多くのことを考え
させられました。
同友会で多くの様々な経営者と話をし、学び合う中で私が「宝物」だと思うものは「人脈」です。多くの人と出会い、
つながっていく中で色んなことを学んできました。松山支部にグループ会があった頃にグループ長をしていましたが、
そういった経験も今の自分のためになっていると感じています。

会社経営での失敗や成功
同友会で学んでも実際に持って帰って落とし込むことがなかなかできていませんでした。しかし、５年前に店舗移
転したことがきっかけでガラッと変わっていきました。
移転には社員みんなが反対しましたが、より多くの人に食べてもらいたい、「パン屋のディズニーランド」を作り
たいという思いから移転を決意しました。移転前は求人もなかなかできずにいましたが、今では採用も行えています。
求人・採用を行うことでより社員教育にも力をいれました。
内田パンに努めている人は優秀だと、例え内田パンが潰れたとしてもどこでも働ける、どこでも生きてける社員を
育てたいと思っています。店が小さくてできなかったことも今ではできるようになり、地域の小学校や子供たちとつ
ながってイベント等も開催しています。周囲からの反対はありましたが、60年間やってきた場所からの移転に踏み切っ
たことはまだ５年しか経っていませんが成功と言えるのではと思っています。

愛媛同友会への期待
以前松山支部にはグループ会というのがあり、20人ほどのグループで連絡を取り合い、会員同士の結びつきがあり
ました。しかし今は会員同士のつながりが少し薄くなってしまっているように感じることがあります。グループ会で
なくても良いと思いますが、会員同士のつながりをつくることができれば良いと思います。
また、経営者は社員一人ひとりが育つように外に出て勉強する必要があると思います。社員にも同じで勉強する場
所に置くことが必要だと思っています。経営者はもちろんのこと、社員も成長するような受け皿であってほしいと思
います。新しい刺激をもらえる場所だと思っています。私自身、例会にも社員を連れて行けたらと思います。


インタビュアー・文責：伊井

達哉（愛媛同友会

事務局員）



松山支部新春例会

今治支部新春例会

今年の景気はどうなるのか！
？…情勢を読み解く

第二創業へむかって

～ 2015 年の中小企業経営戦略を考える～

～企業は変化対応業～

■報告者 吉田 敬一 氏
駒沢大学経済学部 教授
（中小企業家同友会全国協議会 企業環境研究センター 座長）

■報告者 原
初 氏
株式会社志賀商店 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・今治支部幹事長）

●と き／1月20日㈫
●参加人数／62名
●ところ／えひめ共済会館

●と き／１月21日㈬
●参加人数／20名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

１月20日（火）に共済会館で愛
媛県中小企業家同友会松山支部
新春例会があり、駒澤大学経済学
部の吉田敬一教授の「今年の景気
はどうなるのか!? 情勢を読み解 講師の吉田敬一先生
く～2015年の中小企業経営戦略を考える～」と題し
た講演が行われました。お話の中で特に時間を割か
れていたのは、
「円安」で大企業や投資家は儲けてい
るのに、中小企業は苦しくなり輸出もさほど伸びて
ない理由で、数字と具体例をあげた説明は分かりや
すく、多くの大企業が世界各地で現地生産をしてい
る現状では、中小企業は豊かになることはありえず、
「トリクルダウン」は起こらないというものでした。
そして先行きに多くの不安を抱える中小企業がと
るべき道は、
「量販、量産、合成物質でない」感性の
優れた商品やサービスを提供することであり、その
土地に根差した文化を甦らせることだということで
した。
さらに中小企業家同友会の３つの目的「よい会社
をつくろう、よい経営者になろう、よい経営環境を
つくろう」を自分の言葉で言えるようにすることが
大切であり、これをバックボーンにして自分の求め
る理想を作っていく、バックボーンがなければ単な
る模倣にすぎない。という言葉で締めくくられてい
ました。
昨年５月に引き続いての吉田先生の松山支部例会
でのお話でしたが、いつもながら分かりやすく知的
刺激をいただけた例会でした。
寄稿：日野 啓介さん
（日野啓介社会保険労務士事務所／松山支部第２地区会）

参加者は62名でした

今治支部１月例会は、今治
支部幹事長 原 初さんの報
告でした。経営者としてやら
なければいけないことは常
に時代の情勢の変化に柔軟
に対応できる判断力と実行
報告者の原初さん
力が必要な時代である。だか
らこそ経営者は日々勉強し続けないといけないと報
告がありました。経営者として今、何を変革しない
といけないかを常に自問し決断してきました。同友
会でもよく聞く、P（計画）
、D（実行）
、C（評価）
、
A（改善）を確実に実践して結果を残していること
を具体的に報告していただきました。
また理念の必要性を話していただき、理念がぶれ
なくなれば考え方がぶれなくなり必然的にこれから
何をやらなければいけないことが明確になったとも
報告していただきました。
そしてテーマが「第二創業へむかって」とあるよ
うに新しい事業は主に息子さんや若い社員さんに任
せ、製造卸業から製造直売へと転換していく方針だ
とも報告されました。
最後になりましたが、これからもいろいろと若い
経営者にご指導ご鞭撻よろしくお願いします。あり
がとうございました。経営者のお手本になる例会で
した。
寄稿：横田 真人さん（㈲エムワイ／今治支部）

グループ討論の様子



女性委員会報告

伊予・松前・東温支部合同新春例会
社員の夢が実現できる会社づくりを考える
～まずは自らが “ いこる ” 経営者になろう！～

■報告者 立石 克昭 氏
株式会社タテイシ広美社 代表取締役
広島県中小企業家同友会 代表理事
●と き／１月23日㈮
●参加人数／34名
●ところ／松山市総合コミュニティセンター

新春にふさわしく元気が出る
のはもちろん、大変わかりやすく
て楽しい報告でした。
同友会ではよく「社員は最も信
頼できるパートナーである」と言 立石克昭さんに広島
から来て頂きました
われますが、立石さんのこれまで
の取組みはまさにそこを大事にされているなと感じ
ました。
社員さんの価値ある夢を顔写真入りで１枚ずつに
まとめ、それを経営指針書の中に挟み込んで全員で
夢を共有している事、その経営指針書を基に面接・
評価をしあっている事、社員を不安にさせないよう、
しっかりとした会社の方向性を示す事、企業参観日
として、社員の家族を会社に迎え、家族の理解・応
援を得ながら社員さんが安心して働くことのできる
環境づくりをしている事などなど、失敗談を交えな
がら実践報告をいただきました。
他にも製品開発におけるエピソードなどを伺いま
したが、いずれにおいても立石さんの「いこる（炭
が赤々と熾っている様子）
」経営者としての姿勢が
ピンチもチャンスに変える力になったのだと思いま
す。
「いこっている炭の上に肉は置かれる」と言われ
ていましたが、自分がその気にならないと、その人
の周りに様々な経営資源は集まらず、現状は変わら
ないのだと学びました。
立石さん、広島よりお越しいただき本当にありが
とうございました。
寄稿：武田 正輝さん（恭栄自動車㈱／伊予・松前支部）

●日 程：2015年１月８日㈭
●場 所：NPO法人こころ塾
●参加者：秋川裕恵、市川麗子、小田美恵、金恵
淑、砂田眞希、髙橋亜希、中川智恵美、
永江孝子、本田美紀、村松彩、村松つ
ね、吉見和子、頼谷裕子（13名）

今回は、永江孝子さんによる「プレゼン力」の
勉強会でした。
「プレゼン力とは、『相手をうなづかせる力』の
こと。いいプレゼンをしても結果が出なければ意
味がない」という学びから始まりました。そして
◆構成、資料作成のポイント◆話し方の工夫など
事例を交えながらわかりやすく教えてもらい、楽
しい勉強会でした。その中で、私の印象に残った事
は⑴目的を具体的に持つこと⑵印象に残る。人の
心をつかむ。それは話だけでなく人でもよい。⑶
その商品から未来がみえる。の３つです。
私の仕事は訪問看護で、サービスの対象は在宅
生活をされている高齢者の方です。しかし、仕事
の依頼はケアマネージャーからなので、私のプレ
ゼンの相手はケアマネージャーになります。そし
てプレゼン＝伝えるものは、日々のサービスにつ
いてです。
私のプレゼンはケアマネージャーさんに対して
「⑴困っている事を解決する。⑵楽しく仕事をして
その効果が期待できる。⑶その人のためにできる
ことを常に考え、未来を一緒に創造するのが私た
ちの役割」だと伝え、相手をうなづかせることだ
とこの勉強会で再確認できました。また女性なら
ではの話で、身だしなみも大切なプレゼンの要素
となるため、自分に合った色を身につける事も大
切だというアドバイスももらいました。
今年度の女性委員会も残すところ２回。委員会
内でにスーパープレゼンテーションの発表会に向
けてラストスパートです。元気いっぱいに頑張り
ましょう。
文責：吉見 和子さん（㈲ユアーズ・ケア／松山支部第２地区会）

熱の入ったグループ討論がなされました



四国中央支部新春例会
【続編】憧れの存在になるために…会員として
何を学び、実践しなければならないのか？
～同友会運動で学んだことを価値あるものにする鍵は…～

■報告者 鎌田 哲雄 氏
愛媛県中小企業家同友会

専務理事

●と き／１月27日㈫
●参加人数／31名
●ところ／ホテルグランフォーレ
＜経営指針の成文化を＞
今回の鎌田さんの報告の中
で、特に力を入れて報告され
たのは、経営指針の実践です。
経営指針を実践しているとい
うことが、同友会運動に関わ
るうえでの共通言語です。
「経 新春例会は鎌田専務理事
営指針をつくらなければ、同
が報告しました
友会で学ぶ価値は半減しま
す」と鎌田さんは断言します。
「経営理念と経営方針
（戦略）と経営計画、不完全でもこの三角形を形にする
こと。成熟度はそこから高めていけばいいのです。ま
ずは経営指針を作ることが、例会の学びを深めるため
に最も重要です」
。さらに、
「これを一つひとつ実践し
ている人が、同友会をよくしていくのです。実践して
いない人は、足を引っ張ることになるのですよ」と釘
を刺されました。
＜例会は４つのフレームワークで＞
実務編ということで、今回は例会づくりについて丁
寧に話していただきました。それは、例会を４つのフ
レームワークで設営していくということです。
１つめは「事前打合せ会」
、２つめは「事前報告会」
、
３つめは「例会」
、４つめは「懇親会」です。経営指針
の成文化と同じように、最初は不完全でも、この四角
形を形作ることが重要であるという提起でした。以下
にまとめてご紹介します。
○事前打合せ会
報告者に対して、例会の目的と選考した理由を誠実
に熱意を持って伝えることが大切です。報告してほし
い内容と、報告者自身が話したい内容について、納得
と合意が得られるよう打合せを行い、報告内容の指針
を固めます。
○事前報告会
事前打合せに基づき、必要に応じて何回か開催しま
す。失敗事例をいかに引き出すかが、事前報告会の鍵
です。報告者と座長に丸投げにせず、参加者全員で着
地点（落とし所）を話し合います。また、役割分担と
グループ別配席図を作成し、全国レベルの設営を行う
ための準備をします。
○例会
座長は、今回の例会の目的と何を学んでほしいのか
を参加者に伝えます。参加者が講演会として聞くので

はなく、自らの経営体験に引き付けてきく場をつくり
ます。グループ討論では、グループ長を孤立させず、参
加者全員が当事者意識を持って望むことが肝要です。
鎌田さんは、玉井和幸会員の言葉「よいグループ討論
とは、グループ長がスタートの挨拶をして、終わるま
でほとんど口を開かず討論が盛り上がることが最高の
グループ討論」を引き、当事者意識の大切さを話され
ました。
○懇親会
鎌田さんは「懇親会は決して例会の付録ではなく、
『学びと感動』の再生産の場です」と指摘しました。室
長・座長・報告者・担当役員を含めて参加者の過半数
が集まるようにすることが成功の鍵です。懇親会の担
当・役割も事前に幹事会で決めて、
「ひとりぼっちにし
ない」設営をします。納得と合意の上で入会してもら
えるよう、ゲストと話す時間を作ることも大切です。
＜上杉鷹山“さん”＞
最後に、
「上杉鷹山の藩政改革＝企業と同友会の改
革」とのテーマで報告されました。１月15日に開催し
た役員研修（春編、P８をご参照ください）でも鎌田
さんは上杉鷹山を紹介する際、
「上杉鷹山さん」とおっ
しゃいました。なぜ歴史上の人物に「さん」付けなのか
を尋ねてみたところ、
「彼が今の時代に生きていれば、
きっと同友会で活躍していると思うんです。よい友人
になっていたと思いませんか」
。
上杉鷹山さんが取り組んだ藩政改革は、
『労使見解』
と経営指針の実践であるとの提起でした。
「改革とは、
3つの壁（制度の壁、物理的な壁、意識（心）の壁）を
壊すことです。中でも、心の壁を壊すことが肝要です。
そのために必要なことは、①情報は全て共有すること、
②職場で議論を活発にすること、③合意を尊重する＝
納得を重視すること、④現場を重視すること、⑤職場
内に、
愛と信頼を回復する―という５つの実践です。そ
して、
『職場の問題児』
、つまり、
『問題提起をする人』
を登用するということ。これはまさに、
『労使見解』の
精神に基づく経営指針を実践する、同友会運動そのも
のではないでしょうか」
。との、鎌田さんからの提起が
ありました。
時代を超える報告内容に私は改めて、同友会の普遍
性を感じました。
「現在の同友会運動の価値を決して落
とさないよう、本気で励みなさい」というメッセージ
を強く受け取った例会となりました。
文責：大北 雅浩（愛媛同友会 事務局長）

31名が参加、同友会で何を学び実践するのかを考える



【速報】第４回経営フォーラム
２ 月16日 ㈪、 松 山 全 日
空ホ テ ル に て 第 ４ 回 経 営
フォーラムを開催いたしま
した。会員皆さんのご協力
をいただき、成功裡に終え
ることができました。
集計したアンケートか
ら、特徴的な感想を紹介し
ます。

ビジョンを立て、社員の雇用を守るとともに、毎年、新
卒採用できるような仕組みを作っていくことの大切さと
難しさが共感しました。
⃝堂上社長の企業のターニングポイントを聞かせていただ
き、自分のこれからの経営に生かしていきたいです。

実行委員長の中周作さん

＜全 体＞
⃝中実行委員長、川本副実行委員長をはじめ、実行委員の
皆さんのお陰で第１～第３の経営フォーラムの集大成と
なるフォーラムとなりました。第１回～第３回の実行委
員会の努力と成果が今回のフォーラムの企画・運営・気
配り・心配りはじめ、各分科会、記念講演、ガイダンス、
BGM等々に表現されていました。愛媛同友会の底力を
見ることが出来たと同時に、愛媛同友会の未来は明るい
ことを実感しました。実行委員の皆さんお疲れ様でした。
＜記念講演＞
◆テーマ：「健康をはかる」から「健康をつくる」へ
～タニタの人財戦略と業態転換の道程～
◆講 師：谷田 千里 氏 ㈱タニタ 代表取締役
⃝谷田社長のお話はたいへんわかりやすく、説得力があり
ました。健康年齢を自社の製品やレシピを使って伸して
いくというのは、広大な計画で、われわれにはとうてい
できないことですが、応援したいと思います。
＜ガイダンス＞
◆テーマ：経営フォーラムで何を学ぶのでしょうか？
～経営フォーラムの目的・意義～
◆報告者：鎌田 哲雄 氏 愛媛県中小企業家同友会 専務理事
⃝鎌田専務理事の気迫あるガイダンスが良かった。心が、
しゃきっとした。ガイダンスのおかげで、フォーラムの
位置づけと各分科会のつながりと何を学ぶのか、参加者
としての “聞く力” が必要だということが分かった。
⃝鎌田さんの気力を込めた訴え、ふるえながら聞かせてい
ただきました。今後ともご指導をよろしくお願いします。
＜第１分科会＞
◆テーマ：経営ビジョンに基づく新卒採用・「共育」で、「誇りと豊かさ」を育む
～わが社の企業づくり実践～
◆報告者：川中 英章 氏 ㈱EVENTOS 代表取締役／
広島県中小企業家同友会 県理事・求人社員共育委員長
⃝チャレンジミスはOK、イージーミスはNG、社員のから
ぶり三振を積極的に経験させていくことが自主的な社員
の育成である。会社に愛着を持ってもらうことが最高の
社員教育である。どんな知識や学識があっても強い志が
無いと何の意味もない。
⃝川中さんの発表から、会社はどんな状態になっても、社
長の一念で変わっていくことがわかります。勇気になる
発表でした。
＜第２分科会＞
◆テーマ：新卒採用は新たな仕事づくりの第一歩
～新卒と共に挑むこの10年間の泣き笑いを振り返り100名企業のビジョンを語ります～
◆報告者：堂上 勝己 氏 梅南鋼材㈱ 代表取締役／
大阪府中小企業家同友会 代表理事
⃝企業は常に人材育成に取り組み、10年、20年後を考えた

＜第３分科会＞
◆テーマ：業績を上げる鍵は、経営指針！
～あなたは10年後のビジョンを語れますか？～
◆報告者：平野 啓三 氏 ㈱平野 代表取締役／
愛媛県中小企業家同友会 代表理事
⃝同友会の目的や労使見解についてなど分かり易く、聞い
ていて楽しかったです。どんな商売でも上手くいかなく
てあたり前、改善を繰り返す（千里の道も一歩から）と
いう言葉に共感でき、感動しました。
⃝平野社長の報告、とても良かったです。30年以上にわた
るたゆまざる継続で今の経営指針書があるということが
わかりました。私自身も、今セミナーで経営指針書を作っ
ていて、社員やステークホルダーとの「共通言語」を作
るのにとても有効であると感じています。
＜第４分科会＞
◆テーマ：働くことで社会とつながる
～一人ひとりの可能性が気づかせてくれた「よい会社」とは～
◆報告者：小出 晶子 氏 タイヨー機械㈱ 代表取締役／
愛知中小企業家同友会 障害者問題委員
⃝障がい者の雇用を通じて働くことの意義、喜びを広めら
れている、小出社長のお話を聴き、同じ製造業として見
習わなければいけないと思いました。
⃝小出さんのあたたかいご報告を聞きながら、人間ってい
いなということを再認識させられました。座長の杉浦さ
んの熱き心にも感激でした。グループの充実した話し合
いで学んだことは、秋の障全交の集いで生かすことが出
来ればと願っています。
＜第５分科会＞
◆テーマ：条例運動は、企業を “憧れの存在 ”にする運動！
～東温市と松山市の中小企業振興基本条例の制定と実践の鍵は、産学官連携～
◆パネリスト：
和田 寿博 氏 愛媛大学法文学部 教授
愛媛県中小企業家同友会 会員
松山市中小企業振興円卓会議 座長
山本 一英 氏 東温市産業創出課 課長補佐兼商工観光係長
米田 順哉 氏 NPO法人家族支援フォーラム 理事長
愛媛県中小企業家同友会 理事
松山市中小企業振興円卓会議 委員
藤岡 貞雄 氏 藤岡萬建設㈲ 代表取締役
愛媛県中小企業家同友会 東温支部 幹事
東温市中小零細企業振興円卓会議 委員
◆コーディネーター：鎌田 哲雄 氏 愛媛県中小企業家同友会 専務理事
⃝「条例は地域における経営指針」という提起に共感しま
した。経営指針同様にＰＤＣＡで条例を運用することが
大切ということが理解できました。
⃝愛媛同友会の「定石」と「産学官連携」の条例づくりの
先進性を学びました。条例づくりの戦略と産学官連携の
プロモーターを担う、同友会の存在の大きさを確認しま
した。同時に、愛媛同友会がプロモーターとプラットホー
ムの役割を担うことが今後の条例運動のポイントだと思
いました。



10月の役員研修（秋編）に続き、役員研修会（春編）を開催しました！
～鎌田哲雄専務理事と米田順哉理事が「同友会運動をどう学べば、企業経営に生かせるのか？」を報告～
10月８日（水）に開催した役員研修（秋編）に引き続き、１月15日（木）、
アイテムえひめにおいて、第10回拡大理事会＆役員研修会（春編）を開催しま
した。報告者は、鎌田哲雄専務理事と、米田順哉理事。今回は、理念等の概念
的、抽象的なテーマをより具体的に報告いただきました。理事27名、幹事10名、
事務局３名の合計40名が参加。「同友会運動をどのように学べば、企業経営に
生かせるのか？ ～同友会運動で学んだ意味を価値あるものにする鍵は～ ～
問題提起と実務と実践編～」をテーマに、報告いただきました。
＜同友会の意味と価値＞
鎌田さんの報告は、昨年10月に開催した役員研修会（秋編）での確認から始
まりました。１点目は「愛媛同友会の強みは高品質会員企業と高品質同友会に
報告する鎌田哲雄専務理事
ある」ということ。２点目は「同友会で学ぶのは経営の法則・原則（①利益の
あげ方、②社員をパートナーとする、③利益の分配）である」ということ。そして３点目は「役員は憧れの存
在になるために学び実践する」ということ。鎌田さんのおっしゃる “憧れの存在” 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。そのために経営姿勢を
学び（立派な役員ではなく、立派な経営者になる）、同友会（企業）と役員（経営者）は鏡の関係であり、選び
選ばれた関係であることを自覚することが大切であると確認しました。
その上で、同友会の意味と価値について、「役員は会員から、経営者は社員からの信頼を獲得して名実共に役
員（経営者）・事務局になるために同友会の存在の意味がある。そして役員（経営者）が活用することで価値あ
るものになる」と述べられました。支部や委員会といった同友会の組織は、中小企業が抱える課題を普遍化し
たものです。自社の経営課題に問題意識を持ち、同友会の活動に真剣に取り組むことで、自社の経営課題の解
決に直結するのです。問題意識がなければ、興味を持てません。このことを自覚して実践し、経験を教訓化す
ることで、価値あるものになります。その先頭に立って見本となるのが、役員であり事務局員です。「学びたい
ことと、学ばねばならないことがありますが、同友会は “学ばねばならないこと” を学ぶ場です。同友会の組織
が経営の縮図であることを認識し、“学ばねばならないこと” を “学びたいこと” にしていくことが大切です」と
提起されました。
＜同友会の組織・役員・事務局づくりの方針＞
まずは時間的側面（１年・３年・５年のめあて）
・質的側面（例会・委員会活動・条例）
・量的側面（会員数・
参加者数・支部数）の観点で考えることを方針とすると提起されました。
続いて、同友会役員と事務局の行動基準＝共通言語を確立することの重要性について述べられました。行動
基準のベースとなるのは、役員・事務局員の必要読本である「同友会運動発展のために」、
「人を生かす経営」、
「経
営指針作成の手引き」、「共に育つ」、そして「中小企業家しんぶん」です。これらを読むことで、行動基準であ
る同友会理念・同友会方針を学ぶことができます。逆にいうと、それを学ばずには同友会運動における判断は
できないということです。そして、各社で必要読本＝共通言語を持つことについても提案されました。
＜『見識』と『見解』をもち、その仕組みを自らと社内や同友会につくる＞
見識とは、物事を深く見通し、本質をとらえる、すぐれた判断力のことです。
見解とは、物事に対する考え方や価値判断です。見識と見解の例として、「今
だけ、金だけ、自分だけ」という風潮について、同友会としての見解を話し合っ
たことを紹介されました。これを同友会らしく表現すると、鎌田さんは「未来、
人、周囲」であると考えました。それに対して事務局員の住田昌士さんは「今
も、金も、自分も」であると述べ、鎌田さんはなるほどと思ったそうです。「見
解や見識について議論できるのが、同友会の真骨頂です」と紹介されました。
鎌田さんは、いつも自分の一つ上の世界に見解を持つことが大切であると述
べられます。そのために、全国の先進事例や失敗や成功経験を積極的に学び、
教訓とすることが必要です。全国大会への積極的な参加と、特に理事会や幹事
会では全国の方針や提起を議題に加えることを提案されました。

報告する米田順哉理事


同友会の会合は会員皆さんの行動の縮図です。同友会や自社や社員を非難することは、自分を非難すること
なのだという自覚が必要です。そのためには周囲に対して求めるだけでなく、自ら変革する姿勢が必要です。
そのことが「憧れの存在」＝「同友会理念の体現者」になる道だと、鎌田さんは言います。会員皆さんと同友会、
経営者と企業（社員）は鏡の関係です。憧れの存在になるためには、鏡が曇った時には磨く努力が必要である
と述べられました。
＜実務編：主に支部例会づくりについて＞
同友会の例会の質を向上させるためには、まずは「事前打合せ会」、「事前報告会」、「例会」、「懇親会」の４
つの枠組みを実践することが必要であるとの提起がありました。最初は未熟でも、とにかく４つを実践し、そ
れを幹事会で評価することで成熟度を増してく。そのために例会アンケートを改良し、企業変革支援プログラ
ムのような共通言語を作っていくことも必要です。
具体的には、「事前打合せ会」では、例会の目的と報告者選考の理由を熱意と誠意をもって語ること。「事前
報告会」では、成功事例よりも失敗事例を引き出すことに重点を置くこと。「例会」は、役割分担からグルー
プ分け、当日の準備まで、全国レベルの設営にすること。そして「懇親会」は、例会の付け足しにではなく、
「ひ
とりぼっち」にしないことを念頭に置いて準備、設営すること。
「あらゆる場で雑談ができる関係をつくることが大切です」と鎌田さん。そのためには、あらゆる分野に関
心を持ち、学び、考える力を持つことが必要です。「経営は総合芸術であり、同友会運動は総合芸術をプロデュー
スする運動です」と締めくくられました。
＜危機に遭遇して気付いた同友会の学びの価値…米田さんの報告＞
続いて、米田さんからの報告です。「危機に遭遇して気付いた同友会の学びの価値」とのテーマで、自身の
経験をご報告いただきました。
米田さんが理事長を務めるＮＰＯ法人家族支援フォーラムは、かつて完全なトップダウン経営だったと言い
ます。そんな中で同友会に入会した米田さんは、「私は鎌田さんが紹介された必要読本から同友会の学びに入
りました。今にして思えば、頭で分かったつもりだったのでしょうね」。
ある時、No.３である現場責任者と、No.４である後継者が同時に退職するという事態が起こりました。その
時米田さんは、「社員全員が力を合わせないと潰れる」と実感したそうです。そこで社員全員を集めて、理念
の再検討を行い、改めて事業方針と事業計画について議論を行い、危機を乗り越えたのでした。
「特定の人間に頼らねばならない組織はもろい」ということを痛感した米田さんは、全員参加の組織、全社
一丸の経営、経営指針の全社的実践を目指しています。そのためには、求人と社員教育を継続して実施する必
要があり、それを保証するためには経
営指針の中に位置づける必要があると
の考えに至りました。つまり、同友会
の「人を生かす経営」の価値に改めて
気付いたのでした。
＜補足報告＞
補足報告では、鎌田さんから時間的
側面・質的側面・量的側面の観点につ
いて、更に具体的な解説がありました。
時間的側面については、１年目で４つ
の枠組みへの着手、３年間で４つの枠
組みを完成させ、５年～10年で発展さ
せていくということ。質的側面につい
ては、会員訪問をして会員を知り、例会報告者のデー
タベース化を図るということ。量的側面については、
他支部例会への参加やゲスト・オブザーバーの参加
など、参加者の流動化を図るということ。こういっ
た観点を持ち、典型（モデル）となる支部や役員を
つくっていくことを提起して、約３時間にわたる長
く深い役員研修は終了しました。
文責：大北雅浩（愛媛同友会 事務局長）

参加者で記念撮影を行いました

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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（仮）認定ＮＰＯ法人こころ塾
代表理事

ね

「ストレスチェック義務化の準備は進んでいますか？」

1

人以上の事業所では、今年 月 日にストレスチェックが義務化され、その他の
事業所も実施努力義務が入ります。皆さんの会社の準備は進んでいますか？
さて今回導入されるストレスチェックには つの活用方法があります。 つ目は社
員一人ひとりがこころの健康に目を向ける機会となることです。しかし、結果が悪く
て心配になった社員がどこに相談したらいいのか分からない様では、意味がありませ
ん。経営者の皆さんは、社員のメンタル不調を未然に予防するために相談先を準備し
ておく必要があります。
12

1

二つ目の活用方法は、このチェックの結果を職場改善に活かすというものです。
項目のチェックは集団分析が可能で、それにより人間関係や仕事量など複数の職場環
境について改善点が分かるようになっています。健診事業者はストレスチェックの個
人結果を社員に知らせることはしますが、経営者が求めないと集団分析結果やその活
用に関するヒントは提供してくれない可能性があります。中小企業家同友会の経営者
の皆さんは、費用対効果をしっかり得られるように導入の意義と活用法を学んで頂き
たいと思います。

四国の躍進は地域企業と法律家の連携で

23

57

義務だからメンタルヘルス対策に取り組むという程度の意識では、国を挙げて取り
組まなくてはならない程に深刻化しているメ
ンタルヘルス対策に
遅れを取ります。更に、社員一人当たりのスト
レスチェック経
費をどぶに捨てることになります。

☎ 0893−59−0353

☎ 089−907−5601

大洲事務所

愛媛県

松山事務所

愛媛県

代表弁護士／吉村紀行・和田資篤

愛媛県弁護士会所属

たいよう

弁護士法人

50

労働安全衛生調査によるとメンタルヘルス
対策に取り組んでいない事業所の理由の
ト ッ プ は「 該 当 す る 社 員 が い な い 」 で す。
しかし今やメンタル不調で休職した社員が
いる会社は ％を超しています。対岸の火事
は、社員のメンタル不調問題ではありえません。
50

盛勝様が、2015年２月20日ご逝去されました。
杉原
お悔やみ
杉原竜太氏・㈲杉盛工務店 専務取締役のご尊父
謹んでお悔やみ申し上げます。

重見

弥生（しげみ やよい）
1957年4月3日生まれ 松山支部第2地区会
㈲ひばり園 代表取締役 介護事業
〒791-1102 松山市来住町233-1
TEL(089)975-1876 FAX(089)975-1863
紹介者／中央電気保安協会 神野 眞弓
豪（まなべ ごう）
1972年4月3日生まれ 四国中央支部
㈱シンアイ 専務取締役 太陽光発電システム販売・施工
〒799-0405 四国中央市三島中央2-4-9
TEL(0896)23-2080 FAX(0896)23-2053
紹介者／㈱かがやき総合保険企画 中泉 輝彦
真鍋

（1/20～2/16）

会 員 掲 示 板

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）

