2016

⃝同友会3つの目的⃝

◇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】

「 リ ー ダ ー 」（ 経 営 者 ） に つ い て 考 え る

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。

2月16日（月）、松山全日空ホテルで第４回経営フォーラムを開催しまし
た。目標の300名を上回る369名もの参加登録があり、愛媛同友会として過
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。
実行委員長の中周作さん（㈱ナ
カフードサービス 代表取締役）
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。
目標を上回る参加者数でした

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！

～369名が参加、過去最大規模の経営フォーラムに！～
2014年度
スローガン

『行動力』を磨くこと～

前回のコラムでは、
「リーダー」と「ボス」の違
いをテーマに書きました。今回は「リーダー（経営
者）の条件」について考えたいと思います▼四国中央支部を
はじめ山口同友会、香川同友会の例会でそれぞれの事前打合
せの担当者の皆さんに筆者が報告するために『参加者に何を
伝えたいですか？』
との質問をしました。皆さんからは
『リー
ダー（経営者）の責任を伝えて欲しい』とのことでした。私
が各支部例会で報告したリーダー（経営者）の責任とは『成
果を生み出すために行動を続けること』でした▼経営は順風
満帆な時だけではないのがリーダー（経営者）の皆さんの実
感だと思います。私の友人は、上手くいっていない今でも、
＂成果を生み出すために行動＂を続けています。そういう姿
に学ぶべきところがあると思うと同時に、行動を続けるのを
止めた時に、リーダーでなくなると思います。それが本当の
「リーダー」ではないでしょうか？▼「リーダー」が持つべ
き条件のひとつに先見性があります。
先を読むことによって、
企業の戦略がより効果的に生きてきます。
時代を読んだ戦略・
戦術は、企業の持続的発展にとって必須であり、
「リーダー」
の最大の役割・課題といっても過言ではありません▼先見性
とは優れて個人的なものによるところが大きいものですが、
この先見性をひとりの「リーダー」のみに頼るのでは心細い
ものです。組織においては、構成員の多くが先見性を磨くこ
とが大切です▼先見性を養うためには、
＂社員やお客様＂と
対話する。そして、
『時代と対話する力』と『行動力』を磨
くことが「鍵」です。そのためにも、幅広く深い学習と闊達
な議論の場が必要です。会員の皆様はお気づきだと思います
が、同友会の例会や委員会が先見性や行動力などを養成する
最適な場のひとつでもあります▼会員皆さんは、同友会で学
んだことを企業・地域に持ち帰り、企業や地域の「リーダー」
として活躍されることを願って止みません。
（鎌）
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温故知新インタビュー

吉 岡

毅 さん

＜プロフィール＞
1944年生まれ。有限会社吉岡建築設計事務所 代表取締役。愛媛県中小企業家同友
会会計監査。
1987年３月入会。四国中央支部設立会員であり、その後四国中央支部の発展に寄与、
四国中央支部副支部長、会計監査を歴任。
「自分と同友会をつないでいるものは、自主・民主・連帯の精神」であり、「表面だけで、
厳しさのない人間的関係は、中途半端であり、うまくいかない」。同友会は、「人間とし
ての本当の厳しさと生きることを学ぶことのできる経営者の会」。を座右とする良識の人。

入会のきっかけ
同友会の自主・民主・連帯の精神を聞いた時に抵抗がなく、特に民主が好きだったので同友会で学ぼうと思いました。
100人、150人もの社員さんのいる会社の社長と対等に話しができました。それは同じ中小企業家だからです。言いた
いことを言い合いました。企業規模が経営者の評価で判断されるものではなく、人です。大企業の経営者だからといっ
て見識・見解があるわけではありません。
中小企業家同友会ですから、経営者一人ひとりが中心であることが同友会の良い所だと思いますし、私は信念とし
て「民主」を持っています。だから同友会に入会しています。

同友会での学び
印象に残っているのは高速道路の整備されていない頃に亡くなられた泉製紙㈱の宇高昭造さんと共に川之江から松
山まで行って会合に参加していました。その時に宇高さんと多くのことを話し、学び合ったことです。
同友会入会当時は同友会があまり社会に認められておらず、「民主」という考え方はなかなか受け入れられません
でした。手段として「民主」を用いる人がいますが、そうではなく、目的としての「民主」が重要だと思います。そ
れが同友会だと思っています。
経営者自分一人ではなく、社員との関係がとても重要だと改めて気づかされました。
また、同友会で学んだことは、厳しさをなくさないことです。人間は甘いですし、しんどいことは誰でも嫌です。
しかし自分に対しても他人に対しても厳しさを持つことが大切だと思います。厳しさのない中途半端は何事もうまく
いきません。
同友会に入会してとても勉強になったと思っています。

経営での失敗や成功
1977年に仕事を始めてから、ずっとですが、業績だけ上げようとすることはできます。しかし私はそうしません。
信念があるから。考えなしで仕事をする、量で仕事をすることはしません。売上や社員数等の量が経営者の評価とさ
れることもありますが、そうではないと思っています。そして同友会は量で評価するような場ではありません。成功
とまでは言いませんが、信念を貫き通していることが一つかもしれません。

同友会への期待
経営と同じで永続できるように、自分の意志を継ぐ次の人、後継者を作ることをしていってほしいと思います。私
には後継者はいませんが、会社が潰れても自分の意志・考え方を継ぐ、想いを通わせる人材の育成をすることが重要
なことなのではないかと思います。私でいうと実習や研修できた人たちがそうです。意志を継ぎ、今後の社会を担う
人材の育成こそ大切だと思います。


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

井 浦

忠 さん

＜プロフィール＞
1930年生まれ。株式会社いうら最高顧問。愛媛県中小企業家同友会相談役。
1985年の愛媛同友会設立総会に奥様の井浦トミ会員が総会議長をつとめ、その後
1987年８月に井浦忠氏が入会。1999年から2004年まで代表理事・広報委員長、中
小企業家同友会全国協議会幹事を歴任。
数々のヒット商品を世に送り出し、下請け鉄工所を国内でも有数の福祉・介護機器メー
カーに育てた井浦氏。
「社員の人生と企業の将来性に責任を持てる人が経営者になるべき」
を持論に73歳で2003年に世界初の「軸肥大加工」技術を発明して愛媛大学工学部博士
号を取得。モットーは「寝たきりをなくすまで、技術に終わりはない！」

入会のきっかけ
私の入会のきっかけは妻です。中小企業家同友会には妻が先に入会しました。脱サラして夫婦２人で企業家になっ
たからには企業家、経営者としての勉強をしたほうが良いということで、先に妻が中小企業家同友会で勉強を始めま
した。そして妻が同友会で会合に出て帰ってきたとき、企業家として勉強する場があったと言って感動して帰ってき
たことを覚えています。それから妻と経営のこと等語り合う機会が増え、妻から聞くだけではなく、自分自身も同じ
場で学び合おうと思い、入会しました。

同友会で学んだこと、経営に生きていること
まずは妻と共に学び合いましたが、他の会員の方々とも多く学び合いました。“中小企業家”同友会だから、夫婦で
営業している小さな会社もあれば100人以上社員のいる会社もあります。対等に、真面目に、失敗も語り、共に学び
合うことはとても素敵だと思っています。
妻とは経営のことをお互いに語ることを繰り返し続けました。妻が先に同友会に入会し、最初は妻の質問に答えて
いた私ですが、そのうち答えられない質問がでてきました。これは私も勉強しなければいけないと強く思ったことを
覚えています。妻と２人で一緒に学ぶことでより多くのことを学んだと思います。
同友会で様々な失敗、成功、工夫を聞き、中小企業だからこそ付加価値、強みを生かすことが必要です。仲間が必
要で、学び合う人が必要だと学びました。

経営での失敗や成功
私は経営はしたことがなかったので企業経営を何もわからずに始めました。今でも覚えていることは、起業した当
時私は小切手と手形の違いも分からず使い方も知りませんでした。先方に電話で注意されたことがあります。
私は先に勉強して経営者になると失敗することが多いのではないかと思います。ゼロから失敗しながら学ぶことで
自ら考えて行動し、より成長するのではないかと考えます。私はそうでした。
例え小さい仕事でも一所懸命考えて行動する。どうやって付加価値をつけるのかを考える。そうすればきっとチャ
ンスがくると思います。中小企業はそうして生き残っていくのだと思っています。

同友会への期待
会社として大切なのは社員を継続して雇用し続ける。社員の働く場所を保障することだと思っています。そのため
に中小企業は夢を持って、一所懸命行動し続けなければいけません。付加価値を作り、冨をつくることが重要なこと
です。
同友会は失敗を語り、聞ける場です。ゼロから始めることもできる場です。ゼロからの場合は必ず中小企業家同友
会学んだ方がいいと思っています。ゼロから教えてくれる、本質を経営者同士が共に学ぶような場はありません。
同友会では経営の本質、基本を失敗しながら学びました。そういった同友会らしさ、同友会の強みを持ち続け、あ
り続け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）



記念講演

ガイダンス

「健康をはかる」から「健康をつくる」へ

経営フォーラムで何を学ぶのでしょうか？

～タニタの人財戦略と業態転換の道程～

■講師 谷田 千里 氏
株式会社タニタ 代表取締役

～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

第４回経営フォーラム

今回は新たな試

の基調講演は、世界初の

みとして、記念講演

体組成計や「丸の内タニ

と分科会を繋ぐガ

タ食堂」で有名な㈱タニ

イダンスを行いま

タの谷田千里社長でし

した。①経営フォー

た。谷田さんは社長就任
以来、
「健康を量る会社」

講師の谷田千里氏

ラムで何を学ぶの

から「健康をつくるトータルソリューションカンパ

か、参加者の学ぶ姿

ニー」を目指し様々な取り組みを行います。例えば

勢、②「人を生かす ガンダンスを行う鎌田哲雄専務理事

“アニメ・エバンゲリオンとのコラボ”、“上司帰宅ポリ

経営の総合実践」が記念講演と５つの分科会に位置

シー”、“オフィスカー廃止”、“フリーアドレス・ペー

づけられていること、③経営者の責任は、
「成果を出

パーレス化”、“チャレンジャー制度”、“人脈づくり・

すために行動を続けること」であり報告者から学ん

トップセールス”、“タニタ総合研究所の設立”“あえて
社名を入れない体組成計Q＆Aのリリース”“お菓子
クラブ・社内コミュニケーション施設ICOU（イコ
ウ）”等々です。

で欲しい。等々の問題提起があり、気持ちを引き締
めて分科会に臨みました。
◆特徴的な感想

谷田さんの経営者としての凄さは、
「行動力」の

●鎌田専務理事の気迫あるガイダンスが良かった。

一言に尽きるのではないかと思います。いくらいい

心が、しゃきっとした。ガイダンスのおかげで、

経営指針をつくっても、それをやらなければ何も価

フォーラムの位置づけと各分科会のつながりと何

値を生みません。鎌田専務理事からいつも言われる

を学ぶのか、参加者としての“聞く力”が必要だと

「行動こそ真実」という言葉を講演終了後に時間を
惜んで名刺交換を行う谷田さんの姿に見た気がし
ました。
寄稿：米田 順哉さん
（NPO法人家族支援フォーラム／松山支部第１地区会）

記念講演の様子

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。

ガイダンスがあったことでクオリティが上がりました



第１分科会

―社員教育―

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の実践～

第２分科会

―共同求人―

新卒雇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 川中 英章 氏
株式会社EVENTOS 代表取締役
（広島県中小企業家同友会 県理事・求人社員教育委員長）

■報告者 堂上 勝己 氏
梅南鋼材株式会社 代表取締役
（大阪府中小企業家同友会 代表理事）

■室 長 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・今治支部支部長）

■室 長 佐藤 慎輔 氏
サトー産業株式会社 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・四国中央支部副支部長・増強戦略担当）

■座 長 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）

●参加人数／97名

弁当ケータリング事業創業
（1988年）
。好景気で和・仏・伊
の店舗を出し４階ビル購入。
しかし寄せ集め集団ひとが育
たない。お金を求め迷走した
会社は２億円の債務超過で破
報告者の川中さん
綻。2004年同友会入会。共同求
人で学生を６人採用。お迎えのムードなし、コック
は教えない。
「僕は取引して、コックをしかれなかっ
た。
」全員がやめた。ピカピカの履歴書に傷をつけた
のは俺だ。涙が出た。幸せになりたいのに、会社に
共通言語がない。
「勇気を持って三振する」会社へ変えよう。とりひ
きはしない、何度三振しても立ち上がる覚悟を決め
た。105日の休暇、数字を公開、数値目標、行動目標
（○回笑顔）
、社員勉強会開催。ボーナス査定も全員
面談。やめる社員には意見を聴く。現在平均給与367
万円。今では「うちの会社ダメじゃないですか」と
社員が言ってくれます。
会社を潰すのも、立上らせるのも「経営者の覚悟
とビジョン」
。
「悩む」と「考える」は似て非なるも
のと勉強になりました。白熱した分科会ありがとう
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）

アンケートも大変好評でした

■座 長 伊藤 俊一郎 氏
イトマン株式会社 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・企業づくり本部長）

●参加人数／39名

堂上勝己さんの会社は、
鉄の卸売業から加工業にウ
エイトを移しつつある中
で、採用が先か仕事が先か
という選択をせまられ、採
用をすると何とかなるので
は と 考 え ら れ ま し た。 毎
年、定期採用をすると決断 大阪同友会から堂上さんに
報告していただきました
され、何が何でも採用をし
ていくなか、仕事の内容や、職域が変わり、既存の
社員さんの考え方や、社風が変わっていったと報告
されていました。新入社員に仕事を与えるために何
千万もの機械を購入し、投資して、うまくいくかど
うかわからなくても前向きに行動していく姿勢は素
晴らしいと思いました。また、採用を続けていくこ
とで新しい、若い社員が入り、活性化し自分たちで
考えていく社風ができ、やりがいと夢のもてる会社
になっていったところが社長として、社員の働きや
すい環境づくりに努力
されてきたのだなと学
ばせていただきました。
グループ討論では、ま
ず、自社の強みは何か、
社員とともによく話し
右から報告者の堂上さん、座長 合い、明確にし、メリッ
の伊藤さん、室長の佐藤さん
トを媒体にだしていく
ことで会社が何がしたいのか、何が目的なのか、ど
んな雰囲気なのかを見て、いい人材が自主的に希望
してくる。そのような仕組みを作っていくことが大
切であると思いました。また、採用に対する考え方
を明確にすることで、中期、長期のビジョンが明確
になり、社員さんに対する、共育、経営環境、職場
環境の改善が前向きに行われていくと感じました。
採用と社員教育と事業計画は、セットで大切なこ
とであると思いました。私も、新卒採用、中途採用
を積極的に行動していきたいと思います。
寄稿：長野 禎毅さん（㈱美寿寿／四国中央支部）



第３分科会

―経営指針―

第４分科会

―障がい者―

業績を上げる鍵は、経営指針！

働くことで社会とつながる

～あなたは 10 年後のビジョンを語れますか？～

～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 平野 啓三 氏
株式会社平野 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 代表理事）

■報告者 小出 晶子 氏
タイヨー機械株式会社 代表取締役
（愛知中小企業家同友会 障害者問題委員）

■室 長 今村 暢秀 氏
株式会社世起 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・伊予松前支部長）

■室 長 北野 順哉 氏
トライ株式会社 取締役
（愛媛県中小企業家同友会 松山支部第３地区会幹事）

■座 長 宇佐 裕次 氏
有限会社キャンパス 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 今治支部幹事）

●参加人数／78名

第４回経営フォーラムの第３
分科会は、
「業績を上げる鍵は、
経営指針！」をテーマに掲げ、
自社と経営者自身の10年後のビ
ジョンについて、われらが誇る
報告者の平野さん
愛媛同友会代表理事であり、㈱
平野の平野啓三代表取締役に報告して頂きました。
「業績」を単なる売り上げや利益、店舗数や社員数
で計るのではなく、人を育て雇用を生み出すことで
地域を活性化させ、住民のQOLを向上させることに
こそあると確信するに至った平野さん。それは設立
から33年を数える社歴に刻まれた紆余曲折、事業失
敗や撤退、社員の解雇等、数多くの苦しみと悲しみ
から自覚した、魂の叫びともいえる自社の存在意義
と使命に基づいています。
その経営理念の中心にあるのが「人間尊重の経営」
。
経営者自らが自社の経営姿勢を明確に示し、社員を最
も信頼できるパートナーとして共に育ちあえる教育
（共育）的人間関係を構築し、経営指針を成文化して、
全社的に実践することでそれを現実のものとされて
います。まさに同友会運動と会社経営は不離一体であ
ることを自社の業績で証明されていました。
続いて70名近い参加者で賑わったグループ討論で
は、経営指針書の存
在すら知らない経
営者や経営理念の
共有が進まず悩む
経営者等、様々な立
場の参加者でした
が、とても闊達な意
見交換が随所で見
真剣に報告を聴く参加者の皆さん られました。討論終
了後はみなさん一様に「人を生かす経営」の目指す
べき方向と、取るべき手段を会得され満足したご様
子でした。
寄稿：杉本 太一さん
（特別養護老人ホーム梅本の里／松山支部第３地区会）

■座 長 杉浦 昭男 氏
真和建装研究所有限会社 代表取締役
（愛知中小企業家同友会 西三河支部岡崎地区会員）

●参加人数／49名

第４分科会は、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～のテーマ
の元、愛知中小企業家同友
会・障がい者問題委員のタイ
ヨー機械株式会社小出晶子 愛知同友会から小出さんに
報告していただきました
さんのご報告でした。
タイヨー機械株式会社は、機械設計士のご実父が社
員８名で創業され、そのあとを受け継ぎ、現在約100名
の社員さんが働いています。うち障がいを持っている
社員さんは15名です、障がい者雇用のきっかけは、人材
不足からきており、手が動く人なら障がいを持ってい
てもできるはず、との考えに至ったからだといいます。
しかし、受け手の工夫は欠かせない、あらゆる場面
に細やかな指示書を書いて誰にでも出来る工夫がちり
ばめられており、間違わない設定がなされているとい
います。映像に写しだされた社員さんは活き活きと働
き、
「むずかしいことは人に聞きます、いい社長さんに
あえてよかった・みんなに会えてよかった」満面の笑
みがこぼれていました。
また、自社で働くのみならず、他社の作業所に指導
に派遣させることで、その社員さんは、自信を持ち、教
えるという相手の立場が分かるようになったといいま
す。指導をうけて不良品が減り、双方に効果が表れて
いるということでした。
タイヨー機械さんでは、自社の強みである、工程に使
う機械そのものを自社で製造できるという強みを持っ
ており、道具の工夫・工程の工夫が自己完結できると
いうのも、障がい者雇用をフルに発揮できる良さだと
思います。
障がいの有無にかかわらず、同一賃金にし、障がい
者が仕事をすることで自立するという理想的な会社に
なっております。助成金には頼らないという確固たる
信念が小出さんの体からにじみ出ていたように感じら
れた分科会、魂の揺さぶられる感が参加者全員を覆い
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）



第５分科会

来賓名簿

―条例―

～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～

ホビノ・サンミゲル

村上

柳澤

遠藤

関谷

村上

神野

信彦

宏之

康信

美武

真之

幸司

一仁

愛媛大学

愛媛大学

聖カタリナ大学

松山東雲女子大学・松山東雲短期大学

松山大学

愛媛大学

松山市

愛媛県

愛媛県

愛媛県

准教授

名誉教授

学長

学長

学長

学長

副市長

経済労働部
経営支援課係長

経済労働部
経営支援課長

経済労働部部長

名
称
職
備
考

遠藤美武松山市副市長

役

神野一仁 愛媛県経済労働部長

中村時広愛媛県知事代理

野志克仁松山市長代理

第５分科会においては、
「条例運動は、企業を憧れの
存在にする運動！」と題して開催され、登壇者の皆さ
んの討議から始まった。まず、条例はなぜ必要かという
テーマについてから討論が進みました。
企業経営者にとっては、地域の安定・発展に必要な企
業のあり方、幸福度を高めるために自分たちが地域を支
えていっているという
責任の自覚、ほのかな
自信を持つことの大切
さについて地域社会
での共感、共有を広め
るために必要である。 パネリスト、コーディネーターの
皆さん
また、条例の中で規
定されている行政、事業者、経済団体、学校、金融機
関、市民それぞれの役割を、誰かに言われてではなくて
自らの意思で行う自治の重要性にも言及している。
加えて、きめ細かな実態調査から中小零細企業が抱
えている課題、その解決に向けて中小零細企業が主人
公になって、売り上げ増、雇用確保、それに伴うより良
いサービスの提供、暮らしの安定など地域の幸福をもた
らす道筋を示してくれるものであるからである。
今後の条例制定を目指すためには、同友会が中心に
なって① ｢基本条例｣「実態調査」
「円卓会議」という定
石で進めていくこと、②「経営政策機能」を担うこと、③
「産学官連携のプラットフォーム」を担うこと、④雇用と
新たな仕事づくりに関わること、⑤「条例は地域の経営
指針」であり、だからこそ経営指針の実践者が運動に関
わることが課題であること、を学んだ分科会であった。
寄稿：前田 眞さん
（愛媛大学 社会連携推進機構／松山支部第３地区会）

社

●参加人数／46名

会

■室 長 篠原 治行 氏
株式会社エスディー企画設計 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・東温支部長）

名

山本万喜雄

棟方

隆

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）

氏

岡本

准教授

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）
（東温市中小零細企業振興円卓会議 委員）

1

愛媛大学

氏
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）

2

英靖

山本 一英

東温市産業創出課

3

崔

■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）

11 10 9 8 7 6 5 4

番号

条例運動は、企業を“憧れの存在”にする運動！



懇親パーティ
学びの後の懇親パーティも大いに盛り上がりました。司会は全体会から引き続いての大政裕志さんに加え、
堀田真奈さんにもご担当いただきました。
もはや、愛媛同友会の伝統芸という風格も出てきた、司会者登場イベントで懇親パーティの幕が開きま
した。
開会挨拶は、第４回経営フォーラム実行委員長の中周作さん。BGM「20th Century Boy」に合わせて登壇
し、熱い感謝の想いのこもった挨拶に、会場から温かい拍手が鳴り響きました。
第４回経営フォーラムには、柳澤康信・愛媛大学長、村上宏之・松山大学長、棟方信彦・松山東雲女子大学・
松山東雲短期大学長、ホビノ・サンミゲル・聖カタリナ大学長の県内各大学長をはじめ、多くの来賓の皆様
にご臨席賜りました。来賓を代表して、中村時広・愛媛県知事（代理として神野一仁・愛媛県経済労働部長）
、
野志克仁・松山市長（代理として遠藤美武・松山市副市長）からご挨拶をいただきました。
乾杯挨拶は、第4回経営フォーラム副実行委員長の川本創さんがBGM「Like a rolling stone」が流れる中、
登壇。中さんと共に実行委員会を引っ張ってきた川本さんの気迫のこもった発声で、懇親がスタートしたの
でした。
懇親パーティの最後には、今年10月22日・23日に愛媛同友会の設営で開催する第18回障害者問題全国交流
会のPRを行いました。この日のために作成したPR動画も流れ、改めて障害者問題全国交流会に向けて、愛
媛同友会一丸で取り組むことを確認できました。
７時間に及んだ第4回経営フォーラムも、愛媛同友会代表理事の田中正志さんの挨拶で、ついに閉会。閉
会後も会場に大勢が残り、話し込んでいる姿に、今回の経営フォーラムの成功を実感できたのでした。
そして、当日はゲスト10名の入会申込がありました。

オ○マ大統領になりきる
司会の大政さん

挨拶をする
実行委員長の中さん

懇親パーティも大いに盛り上がりました

乾杯の音頭をとったのは
副実行委員長の川本さん

閉会挨拶は代表理事の
田中さんが行いました

障害者問題全国交流会に向けてPRの様子

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

株式
会社

志賀商店

愛媛県西条市今在家 921 番地
TEL:0898-64-1333
HP:http://shiga-mame.co.jp



第４回経営フォーラム

開催終了の御礼

２月16日㈪に開催した第４回経営フォーラムは、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。実行委員長の中周作さんから、会員皆さまへの御礼のメッセージをお届けします。
当日はお忙しい中、第４回経営フォーラムに360名を超える皆様にご参加頂き本当に有難うございました。
参加目標300名に対して、登録数369名という今までにない動員を達成することができたのも、各地域で
懸命に誘客にご尽力頂いた皆様の結果であります。
私ども実行委員会も開催から約４か月前に組織を起ち上げ、正に一丸となって企画・運営に取り組んで
参りました。谷田様の記念講演に始まり、県内外よりご報告にお越し頂いた各分科会。そして学びを深め
るグループ討論にたくさんのご縁を結んだ懇親会。その一つ一つに各実行委員の想いを込めさせて頂きま
した。行き届かなかった点も多々あったかとは思いますが、皆様にとって深い学びと交流の場となりまし
た事を期待しております。
また私事になりますが、今回フォーラムの実行委員長に手を挙げさせて頂き、多くの皆様に支えられ本
会を大盛況に終えることができました。自分自身、この経験は経営者として本当に大きな学びになったと
確信しております。このような体験をさせて頂きました、代表理事を始め理事・幹事・役員の皆様。鎌田
専務理事、大北事務局長、事務局員の皆様にも重ねて感謝を申し上げます。本当に有難うございました。
最後になりますが今回お越し下さったゲスト、オブザーバーの皆様にもくれぐれも御礼をお伝え願えれ
ばと思います。
「地域で輝く中小企業が日本の未来を拓く」
皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げ御礼のご挨拶とさせて頂きます。有難うございました。
第４回経営フォーラム実行委員長 中 周作
〈12名の実行委員の皆さんの勇姿〉

中周作さん

川本創さん

金子司郎さん

川﨑一輝さん

桑波田健さん

菰田晃伸さん

杉本太一さん

武田正輝さん

松澤大輔さん

矢野宏道さん

米田順哉さん

渡部伸哉さん.

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
松山国道 11 号店／愛媛県松山市中村 2 丁目 39−2
愛大・松大前店／愛媛県松山市平和通 2 丁目 5−81F

TEL：089−911−0329 ㈹
TEL：089−947−2050 ㈹
TEL：089−998−2555 ㈹
TEL：0120−366−329
TEL：0120−006−329
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新入会員ご紹介（６名）・会員消息
大萩

（２/17～３/12）

一成（おおはぎ かずなり）
1963年7月18日生まれ 松山支部第２地区会
ラウンジ美美 代表 飲食
〒790-0002 松山市二番町２丁目7-18 コア二番町ビル４Ｆ
TEL(089)932-6312
紹介者／テクノロジープロダクツ 金子 司郎

宮内

英子（みやうち えいこ）
1955年10月3日生まれ 四国中央支部
㈱ＴＲＥＳＯＲ 代表取締役 エステサロン
〒799-0413 四国中央市中曽根町5069-3
TEL(0896)28-7890 FAX(0896)28-1478
紹介者／かがやき総合保険企画 中泉 輝彦

石井

康夫（いしい

やすお）
1979年4月17日生まれ 四国中央支部
㈱近藤リメイク 代表取締役 紙、不織布、フィルム等スリッター加工
〒799-0712 四国中央市土居町入野861-2
TEL(0896)74-1442 FAX(0896)74-1440
紹介者／イトマン㈱ 伊藤 俊一郎

上岡

弘侑（うえおか

脇

純樹（わき

東

晃一（ひがし

ひろゆき）
1985年4月9日生まれ 松山支部第1地区会
ダイドー化成㈲ 取締役 製造業（FRP浄化槽）
〒797-1502 大洲市肱川町名荷谷900-1
TEL(0893)34-3400 FAX(0893)34-3440
紹介者／㈱夢大地 岩熊 裕明

じゅんき）
1988年3月22日生まれ 四国中央支部
㈲脇製茶場 専務取締役 お茶の製造・加工・販売
〒799-0301 四国中央市新宮町馬立4630
TEL(0896)72-2525 FAX(0896)72-2220
紹介者／義農味噌㈱ 田中 正志

こういち）
1973年10月12日生まれ 松山支部第1地区会
㈱CLK 代表取締役 飲食店・物販・PC関連
〒790-0003 松山市三番町1丁目16-8 相原ビル２F
TEL(089)907-1678 FAX(089)907-1678
紹介者／㈱フェローシステム 三好 大助

会員掲示板
○役職変更

○お悔やみ

会 員／杉原 竜太（東温支部）
企業名／㈲杉盛工務店
専務取締役から代表取締役に就任されました。

良野一生氏・㈲いっせいグループ 代表取締役のご母堂
良野和子様（享年88歳）が、2015年２月25日ご逝去されま
した。謹んでお悔やみ申し上げます。

人生に必要なものは
夢と勇気

秋 川 保 親 氏

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長

アメリカの映画監督で俳優のチャーリー・チャッ

プリンの有名な言葉に「人生に必要なもの、それ

は夢と勇気と少しのお金だ」と言うのがあります。

人はお金や利害打算だけでは生きていくことは空

しいものです。特に不況の中で孤立し悪戦苦闘し

が必要です。

ている経営者ほど、明るい未来に向けた夢と希望

経営者は経営計画や詳細な長期の経営目標を創ろ

けの追求に終わり、社員の夢と勇気を失わす結果に

うとしますが、それが達成されないと売上の数字だ

なることもあります。この方向なら頑張って道を開

くことが出来る。この方向なら自分も遣り甲斐を持っ

がリーダーの大切な仕事だと思います。人が五年先・

て頑張っていける。そう従業員に方向性を示すこと

十年先の未来に向かって、元気を出して厳しい時代

を乗り越えていくためには、それぞれの人が、夢と

勇気を感じることが必要です。

NHKの人気番組に「プロジェクトX」というのが

ありました。黒瀬ダムや青函トンネル・羽田空港など

困難な大事業に挑み、それぞれの現場で夢と希望に向

けて人々がチームを組み結ばれていく姿が感動的に描

かれていました。今の日本人が求めているのはこうし

た感動ではないでしょうか。夢に向かって困難に挑戦

する生き方こそ人間として最も生き甲斐ある人生で

はないでしょうか。

代表取締役 篠 原 治 行
〒791-1102 愛媛県松山市来住町1433番地
Tel：
（089）958-0150 FAX：
（089）958-0152
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⑱
環境カウンセラーについて
愛媛同友会環境問題委員長

守 谷 和 久

私は環境カウンセラー（以降カウンセラー）です。少し聞きなれないと思いますが、この名称は国家資格で
はなく、環境省が実施している人材登録制度なのです。この制度は、
「経験を生かし地域の環境パートナーシッ
プの形成等に寄与していくことが期待されている」と環境省ホームページには書かれています。
ちなみに愛媛県環境カウンセラー協会（以降協会）には、
平成26年4月1日現在会員25名が登録されており、
全国では約3500名います。
カウンセラーになるためには、経験や専門知識を持ち「書面審査」
「面接審査」をパスする必要があり、 審
査基準は、
「事業者部門」
であれば、
自身が仕事で環境管理や環境保全に５～10年従事していたこと。
「市民部門」
は環境に関連するボランティア活動などの経験が５年以上あれば可能なようです。
環境関連で仕事をしたい方が多くいますが、その門戸は大変狭いのが実情です。ですから、このカウンセラー
の登録から始めてはいかがでしょうか。
この名称はすごく便利で、
「環境省が唯一お墨付きを与えている環境問題のスペシャリスト」と言えます。
ただ、環境省はこの登録されたカウンセラーを有効に使い、活用しているとは言いがたいのです。
3500名ものスペシャリスト集団を、どのように扱いたいのかが不明確だからです。
しかしながら我々カウンセラーは受身ではなく、現の制度を大いに利用して積極的に活動すべきと考えてい
ます。たとえば、愛媛県ではカウンセラーは環境マイスターに登録可能で、学習会や講演会講師等として派遣
され、謝金も出ます。具体的には、環境美化、ごみ減量化、省資源・省エネルギーなどのテーマで、小中高の
学生や自治体、地区などに出向きます。もちろん社内でも大きく意識が高まります。
環境問題は、循環型社会づくり・廃棄物・エネルギーシフト・環境学習など課題山積です。
ですから企業経営者や従業員の方など、名刺にこの肩書きがあるのもいいと思いますよ。もちろん、この登
録は一生ものです。

環境経営・環境ビジネス・環境教育に興味・関心のある方は
愛媛同友会事務局までご連絡ください。

Tel：089 ｰ 968 ｰ 3112

絵本とおもちゃの専門店です。
年齢に合わせたご紹介もしております。
ぜひお気軽にお越しくださいね♪
銀天街ショッピングビル GET！ 3 階
TEL

089-968-1550

定休日：水曜日
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2014年度_愛媛同友会
【日時】 2015年３月18日㈬
【委任状提出】 14通

18時30分～21時

第12回理事会

【会場】 アイテムえひめ
【議長】 杉本 太一

議事録

【出席者：理事23名 事務局員２名】
【議事録作成者】 大北 雅浩

開会に先立ち、
大北雅浩・事務局長から出欠状況と委任状提出状況の報告がありました。

開会挨拶：田中正志

＜協議事項＞
この場をお借りして、３月６日に開催した私の父のお別れの会の御礼を １．2014年度運動報告（案）の報告がありました。
述べさせていただきます。愛媛同友会からも40名もの方に参加いただき、 ２．2015年度情勢（案）の協議を行いました。
「私たち愛媛の中小企業をめぐる情勢(案)」について、執筆した平野啓三・
ありがとうございました。鎌田哲雄・専務理事から代表焼香をいただき、
代表理事から解説がありました。
また心のこもった弔電をいただき、感謝しています。創業者である父がし
３．
「人を生かす経営」
と「人を生かす経営の総合実践」の定義変更について、
てきたこと全てをまねることはできませんが、その遺志を引き継ぎ、世の
米田順哉・地域づくり本部長から提案があり、協議を行いました。
中のためになる会社にしていきたいと思います。
＜現在＞
【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
報告・承認事項
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
＜報告事項＞
     
制定運動を通して、地域と企業で実践する】
１．代表理事・本部長会議・３本部・各支部・各委員会からの報告が各担
↓
当者からありました。
＜変更＞
２．第４回経営フォーラムの全体総括について、報告がありました。
⑴ 中周作・実行委員長から、３月13日に開催した実行委員会の総括に基 【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、障がいのあるなしに関わらず、求人を
づき、「良かった点」「改善点」「次回にどう繋げていくか」の観点から
行う経営】
報告がありました。続いて、大北雅浩・事務局長から、収支について報
【人を生かす経営の総合実践】＝【人を生かす経営を、産学官報連携の枠組
告がありました。
みで、条例制定運動を通して、地域と企
⑵ ゲストの入会状況について、大北雅浩・事務局長から報告がありました。
業で実践する】
３．第18回障害者問題全国交流会企画（案）について、北野賢三・実行委
※ この提案に対し、「『障がいのあるなしに関わらず』という文言は、
員長から報告がありました。
愛媛同友会がとりくむべき他の問題をかすませる可能性があるので、
⑴ 企画（案）の説明がありました。
入れるのに反対」
「『人を生かす経営』の４委員会（経営労働、社員教育、
⑵ キックオフ集会（３月19日㈭ 18時30分から
ぶらぶらある記）に
共同求人、障がい者）の取り組みが全て入っていることが肝要」「『障
ついて報告がありました。
がい者』という言葉は“働く上で何らかのアンフェアな状態に置かれて
参加予定：代表理事、企業づくり本部の４委員長、第４回経営フォー
いる人”の象徴であり、問題ないのではないか。例えば第17回障全交in
ラム実行委員長、障がい者委員
神奈川では、引きこもりに関する分科会が設営されていた」といった
４．全国・他団体行事の報告について、大北雅浩・事務局長から報告があ
意見が出ました。この意見を受けて、代表理事。本部長会議で改めて
りました。
協議を行います。
特に、３月11日に山口同友会、３月16日に香川同友会で、鎌田哲雄・
４．2015年度愛媛同友会並びに各支部・委員会スローガン（案）
・方針（案）
・
専務理事が例会報告をおこなったことが報告されました。
計画（案）の協議を行いました。
５．その他
⑴ 各担当者から、2015年度各支部・委員会スローガン（案）
・方針（案）
・
⑴ 第４期合同入社式・新入社員研修（３月27日）への参加のお願いが、
計画（案）の報告がありました。
大北雅浩・事務局長からありました。
⑵
服部豊正・代表理事から、愛媛同友会2015年度スローガン（案）につ
＜承認事項＞
いて報告がありました。
１．入会・退会について大北雅浩・事務局長から報告があり、承認しました。
2015年度愛媛同友会スローガン（案）＝「今こそ、経営者の責任を果たし、
『人
２．2015年度組織・人事（案）について杉本太一・同友会づくり本部長か
を生かす経営』を実践し、地域から
ら報告があり、承認しました。
あてにされる企業をめざそう！」
３．愛媛同友会第31回定時総会の内容（案）について大北雅浩・事務局長から、
※ 服部豊正・代表理事から特に「経営者の責任とは、会社をつぶさな
代表理事・本部長会議での協議事項の提案があり、承認しました。
いこと、社員が生き生きと働ける職場を作ること。そして、地域から
日時：2015年４月23日㈭ 16時～21時
会場：松山全日空ホテル
あてにされるには、自社を冷静に振り返ることが必要。どちらも難し
参加費：8,000円
いことですが、同友会でいかに学び、実践しているかが問われる時だ
内容：第1部：会歴20年功労表彰に加え、会歴30年功労表彰を新設
と思います」と報告がありました。
第2部：愛媛同友会の30年間を振り返るパネルディスカッショ
⑶ 2015年度運動方針（案）について、大北雅浩・事務局長から提案があ
ンを開催
りました。
パネリスト：国吉昌晴・中同協副会長、
※ 平野啓三・代表理事から、「全国の方針を学び、愛媛同友会の方針に
服部豊正・愛媛同友会代表理事、
いかすことについて、次年度以降、考えていく」、「各支部の例会に参
鎌田哲雄・愛媛同友会専務理事
加し交流しあうことで活性化を図る」といった今後の課題が述べられ
コーディネーター：平野啓三・愛媛同友会代表理事
ました。
第3部：県・松山市・東温市・県内５大学・中四国各同友会に
５．2015年度各支部・地区会年間計画の報告が、大北雅浩・事務局長から
来賓依頼
ありました。
４．その他
６．第31回定時総会の参加目標についての考え方について、大北雅浩・事
⑴ 中同協第47回全国総会in岩手の分科会報告者に関する中同協からの依
務局長から提案がありました。
頼について、大北雅浩・事務局長から報告がありました。
①各支部の目標を次回理事会までに協議いただき、ご提出ください。
日時：７月９日㈭・10日㈮
②30周年の記念総会ですので、150名を超える会員参加で、オール愛媛で
※ 中同協より、第６分科会（共同求人・社員教育）のパネリストを愛
成功させましょう。
媛同友会から推薦してほしいとの依頼が来ていることの報告があり、
第４回経営フォーラム＝ホップ→第31回定時総会＝ステップ→第18回
正副代表理事会議で選考することを承認しました。
障全交＝ジャンプ
⑵ 第43回青年経営者全国交流会in山梨の分科会報告者に関する中同協か
らの依頼について、大北雅浩・事務局長から報告がありました。
閉会挨拶：服部豊正
日時：９月10日㈭・11日㈮
※ ３月４日の正副代表理事会議で選考し、第５分科会（次代のリーダー）
いよいよ、2014年度が終わりに近付き、2015年度が間近に迫ってきたと
の報告者に、愛媛同友会から中周作さんを推薦することを提案し、承
実感する理事会でした。今回、様々な提案と協議がありました。こういっ
認しました。
た意見募集に早く対応いただき、準備を進めていきましょう。

究極の挑戦者

麺 屋 十 銭

昔ながらの尾道中華そば

〒790 0004 愛媛県松山市大街道２丁目３ １５
携 帯 ０８０ ５６６９ ０８６５

有限会社矢野商事（矢野質店）
住所:松山市花園町2番地3

弁護士法人

電話:089ｰ941ｰ4044

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

別注・取付家具
リフォーム・インテリア家具

〒791ｰ1113 愛媛県松山市森松町135番地1
TEL(089)976ｰ2679 FAX(089)976ｰ 6493
E-mail：info@abe-mokkou.jp
URL：http://abe-mokkou.jp

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）

