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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、障がいのあるなしに関わらず、求人を行う経営】
【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みで、条例制定運動を通して、地域と企業で実践する】

発行：愛媛県中小企業家同友会

2015年度
スローガン
今こそ、経営者の
責任を果たし、
「人を生かす経営」を実践し、
地域からあてにされる
企業をめざそう！

◇同友会理念◇

⃝同友会3つの目的⃝
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地方最大規模！全国41同友会・中同協から631名が参加！
愛媛同友会創立30周年、
「労使見解」発表から40周年の2015年、第18回障害者問題全
国交流会in愛媛を10月22,23日に松山全日空ホ
テルにて開催しました。
テーマは「共に学び、共に働き、共に暮らす地
域を創る！～うちらならやれるけん、ほやけんが
んばろや～」。今年より実行委員長の北野賢三さん
を中心とした実行委員会で準備を進め、目標を上
回り、地方開催では最多の41同友会と中同協から
631名が参加し、大盛会となりました。
今月号の会報誌は、障全交特集号として２日間 看板は愛媛県立三島高校書道部が作成
の様子を紹介します。

〒791−8057 松山市大可賀2−1−28 アイテムえひめ

世の中の真理をあらわし、
人間の生き方を問うものが『経営』

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。

第18回障害者問題全国交流会
in愛媛 特集号！！

私たちが言葉にする「経済」や「経営」について考
えたいと思います。
「経済」も「経営」も中国から伝わっ
た言葉です▼「経済」とは、経世済民・経国済民と言われ、意
味は『世の中や国を経（おさ）め、民を済（すく）う』と言わ
れています▼「経営」の「経」とは、お釈迦さんの説法を入滅
後に、弟子たちが集まって後世に残すためにインドのサンスク
リット語で書き残したものです。それが中国語に翻訳され「修
多羅」と言う言葉になりました。サンスクリット語で「スート
ラ」と言われ「縦糸」の意味があります。昔から現在、そして
未来へと縦に貫いて変わらないものを表わす言葉です。これが
「経」です。つまり、
『永遠に変わらない、過去・現在・未来の
普遍的真理』を表しているのです▼それに対して、
「横糸」は
常に移り変わって行くもの、あてにならない仮のものを表わし
ています。その横糸というのは、私たちが毎日あくせくして求
め続けているものなのです。例えば財産や地位、名誉、家柄、
権力、容姿、健康など数え上げたらきりがありません。欲しく
てたまらないものばかりです。手に入っても地位も名誉も容姿
も健康さえもいずれは衰え、色あせていきます。まさに『諸行
無常』です▼同友会運動から考えると、お釈迦さんは、科学的
手法を用いて「経」をつくったともいえます。弟子たちが人々
のあらゆる煩悩（要求）を集約して、お釈迦さんが教訓化し法
則化したものが「経」ともいえるのではないでしょうか。まさ
に科学的手法を取り入れた同友会型企業経営と同じです。その
「経」を「営む」のが「経営」です▼「経営」とは、本来人間
の煩悩（要求）を解決する営み（組織）と言えます。人間が人
間らしく生きる、暮らせる世の中をつくるのが、
「経済」や「経
営」です。いかなる時代、社会になっても本来の「経済」
、
「経
営」の観点で考え、実践することが基本であり原則ではないか
と思います。まさに、人間としての生き方が問われているのが
「経済」であり「経営」だと思います。
（鎌）

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

編集：広報情報化委員会
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会報誌をよりよくするためにご意見やご感想をください。
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜１日目全体会＞
愛媛同友会30周年であり、「労使見解」が発表されて40周年の2015年
10月22日・23日に第18回障害者問題全国交流会in愛媛（障全交）が松山
全日空ホテルを中心に開催。
２日間の交流会の司会を務めたのは、大政裕志・愛媛同友会理事と森
本智香・愛媛同友会松山支部第２地区会会員です。

司会の大政裕志さんと森本智香さん

１日目は福島県で働かれていて、知的障がいのある本田知美さんによ
る力強く、透き通る「Jupiter」の歌で幕を開け、書道ガールズで有名な
愛媛県立三島高校の書道部が作成した看板が誇らしげに上がり開催。
開催地を代表し服部豊正・愛媛同友会代表理事が歓迎と参加への感謝
を述べ、続いて内田五郎・中同協障害者問題委員長が開催地の愛媛同友 「Jupiter」を歌ってくださった本田知美さん
会への労いと交流会の目的と意義について挨拶。来賓として、中村時広・
愛媛県知事から“同友会への期待と親しみ”を込めた予定時間を大幅に延
長する挨拶がありました。
問題提起は「共に育ち合い、働いて元気になる

～同友会運動におけ

る障害者雇用を考える～」をテーマに山本万喜雄・愛媛大学名誉教授・ 中村時広愛媛県知事より挨拶がありました
聖カタリナ大学教授が、鎌田哲雄・愛媛同友会専務理事、武田正晴・愛
媛同友会理事との縁から1988年の第４回社員教育活動全国交流会での講
演をきっかけに全国の同友会で講演することになったエピソードを冒頭
紹介。３つの柱で問題提起。
第１は、生きることと働くこと―“私の教育論”と発達保障の仕事。ご

問題提起の山本万喜雄先生

自身の経験から、障がい者との関わり方。否定的現象に出会ったときに肯定的な考えを見出すことの重要
性。指示・命令と指導の違いについて、働きかけることが指導であるということ。
第２は、中小企業家同友会における障がい者雇用の諸報告から学ぶ。同友会の過去の報告集や中小企業
家しんぶんから、身体的から知的そして精神的と障がい者雇用が拡大する中での同友会の障がい者雇用が
どのように展開しているのか。
第３は、ともに生きる―障害者権利条約と働く権利の保障、2014年にわが国が批准した「障害者権利条
約」とはどのようなものか。差別禁止と職場における合理的配慮、つまり物理的環境や支援方法の工夫の
必要性が謳われているということ。今後、中小企業振興基本条例をつくる場合は障がい者の意見を反映さ
せてほしいと提起。
問題提起終了後、問題提起と各分科会の関連性を理解することを目的
に設定したガイダンスでは、伊藤俊一郎・愛媛同友会副代表理事から、
（１）参加者と社員の個性を理解し、個性にスポットを当てていくこと。
（２）個性を認め合う風土づくり。
（３）障がい者雇用を含めた「人を生かす経営の総合実践」を進める。

伊藤俊一郎・副代表理事
によるガイダンス

各分科会については次頁以降に特集頁を作成しています。
文責：伊井

達哉（愛媛同友会事務局員）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜第１分科会＞
【第１分科会】共に働く【経営労働】

テーマ：“人を幸せにする機会づくり”で地域社会に貢献
～指針成文化で見えたものづくりの原点～
◆報告者

河合

浩史

氏

板橋工機株式会社

代表取締役

静岡県中小企業家同友会
◆座

長

桑𥔎

雅人

副代表理事

氏

有限会社島村歯車製作所

代表取締役

静岡県中小企業家同友会

沼津支部役員

板橋工機㈱は省力化機械を設計製作し納入据え付けまで行う会社で

報告者の河合浩史さん

す。
経営理念は

１.＜科学性＞お客様の生産現場の問題解決を目指します。２.＜人間性＞誠心誠意と感謝の

心で仕事を行い、お客様の喜びを私たちの喜びとします。３.＜社会性＞お客様と自社、協力会社の共存共
栄を目指し、社会に貢献します。

です。

理念１.＜科学性＞の見直し前は、『省力化機械を提供しお客様の生産性向上を目指します。』でした。
見直しのきっかけは受注したひとつの仕事です。製品をパレットに積みフォークリフトで運ぶ

という

一連の作業を省力化したいという依頼を請けます。積み込み作業を障がい者の方がしていました。納入後
アフターサービスに行ったとき、気になっていたその方のその後を尋ねたところ配置転換された所に馴染
めず退社したと聞きます。河合さんは悩みます。「省力化が省人化になってしまった。お客様（会社）の利
益追求も大切だが現場で働く人はもっと大切にしたい。」
そのころ、受けていた経営指針セミナーで講師の方
から教わります。あるケーキ屋さんが「日本一おいしい
ケーキをつくろう」と経営理念を掲げ、日本一おいし
いケーキを作ったが客は増えなかった。ところが「お
客様の楽しい会話を助けるためのケーキをつくろう」
と変えたら客は増えた。
河合さんは、障がいをもっている息子さんも含め、
向き合うべき問題を正面に見据えていたか、自身に問
い掛けます。
「障がい者の生産効率の足りない部分を補って健常
白熱したグループ討論の様子

者と同等の成果がでる機械を作りたい。障がい者が使
いやすい機械は健常者が使っても使いやすい。障がい

者のお手伝いをする機械を作りたい。使う人が幸せであると感じる機械を作りたい。」
最近、リハビリ中の方が現場で働ける専用機を作ろうということになり医療・行政と三者で取り組み、作
業中に体を動かすことがリハビリにも繋がる機械を実現しました。
採算を考えると大変難しい事業ですが、
「バランスを取りながら拡大していきたい。働く人がとても喜ん
で使ってくれる、そのことが製造者の喜びである。」と報告を結ばれました。
質疑応答のなかで河合さんは、
「経営理念のなかの言葉を変えると仕事内容が変わる。社員の方向性が変
わる。社員の仕事に取り組む姿勢が変わる。」と答えておられました。
寄稿：米岡

一嘉さん（㈲オーガスト／松山支部第２地区会）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜第２分科会＞
【第２分科会】共に学ぶ【社員教育】

テーマ：共に育つとは己が育つことなり
～社員とすれ違うその時が共に育つチャンス～
◆報告者
◆座

長

杉浦 昭男 氏
真和建装株式会社 取締役会長
愛知中小企業家同友会 理事
吉田 幸隆 氏
株式会社エバー 代表取締役
愛知中小企業家同友会 理事・労務労働委員長

まず今回、杉浦さんが報告者としての依頼を受け、この場に立つ決意をした理
報告者の杉浦昭男さん
由として、今年の２月に愛媛で開催された第４回経営フォーラムに参加した際に
道後温泉に入り、それまで優れなかった体調が和らいだことを思い出し「今回愛
媛に行けば、あの道後温泉にもう一度入れる！」と思いこの場に立つ決意をされたそうです。このような
ユーモアたっぷりなお言葉で報告会はスタートしました。
「この命 明日はないと思って 今を生きろ」杉浦さんが大切にしている言葉のひとつです。ある日、と
ある学校から「卒業生をそちらの会社で雇ってほしい」と依頼がありました。杉浦氏は二つ返事で採用を決
めました。この採用を決めたひとつのポイントは「自分にも障がいを持った人を雇えるだけの潜在能力は
あるのか？自分の可能性を信じてみたい！」という思いがあったからです。ある日社員たちを連れて、東
京ディズニーランドへ社員旅行に行きました。そのホテル内にて、一人の社員が杉浦さんに対して大きな
声で「この会社の人たちは、こんな僕に対してとても親切にしてくれる。こんな僕にも優しくしてくれる。
僕は嬉しい！」と言ったそうです。この言葉を聞いた杉浦さんは「この子はこれまでの人生の中で周りから
どんな扱いをされてきたのだろうか…」と考えると胸が苦しくなったそうです。そして、それと同時に「こ
の子は自分が幸せにしてやらないかん！」と強く決意したそうです。このエピソードを話されたときの杉浦
さんの声は、その時の気持ちを思い出したのか、感情が溢れるように声を震わせながら話していました。

熱心に報告を聞く参加者の様子

また、もう一人の社員に対して、大田堯さんが語っ
ていることを引用して杉浦さんが「人間はなぜ４足歩
行から２足歩行になったのか？」という問いかけをし
たところ、その社員は「その気になったから！」と答
え、
「では、なぜその気になったのか？」という問いに
は「幸せになりたいから！」と返答したそうです。健
常者以上に、生きることへの向き合い方・幸せになり
たいと思うその姿や言動、行動を見て杉浦さんも障害
を持った社員達からたくさんの学びや気づきを得たそ
うです。

「社員教育ではなく社員共育であり、経営者も社員と共に育つことが重要。しかし、池の鯉はその池のサ
イズに見合った大きさにしか成長しないと言われるように、社員が大きく育つためには経営者自身が成長
していなければ社員は絶対大きく育たない。その為には、彼らの自立心や意欲に対し手助けをし、経営者
自らが社員の幸せを愚直に考えることが成功への道であり、経営者の責務である。その根底には『人間尊
重』の精神が根付いている。それが同友会活動だ！」と報告を締め括られました。
杉浦さんの報告を拝聴し感じたことは、報告内の登場人物が杉浦さん以上に社員の方々が多く登場して
きたことです。加えては社員の働く姿・朝礼の姿を映像でも報告されていました。それだけ、多くの方々
に自慢したい社員であり、社員への愛情を深く感じました。そしてなにより「社員と共に成長し、社員と
共に幸せになる」という経営者の使命と覚悟を強く感じたとても素晴らしい分科会でした。
寄稿：浅川 信介さん（スマイルライフ松山中央店／松山支部第３地区会）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜第３分科会＞
【第３分科会】共に働く【共同求人】

テーマ：初めての障害者雇用は、学校と企業の連携から始まった
～「働きたい！」生徒の夢がかなう地域づくりへ～
◆パネリスト

小野

一恵

広島県立福山北特別支援学校前校長
（福山市立大学 教育支援センター 特任教員）
宮𥔎
基 氏 有限会社アサヒフィルタサービス 代表取締役
／広島県中小企業家同友会 県理事 福山支部長
松井
稔 氏 株式会社アシスター 代表取締役
／広島県中小企業家同友会 元福山支部理事（地区会長）
岡崎 瑞穂 氏 株式会社オーザック 専務取締役
／広島県中小企業家同友会 県理事 求人社員教育副委員長
福山支部求人社員教育委員長
◆コーディネーター 源田 敏彦 氏 広島県中小企業家同友会 事務局次長

パネリストの小野一恵さん

氏

パネリストの宮﨑基さん

パネリストの松井稔さん

パネリストの岡崎瑞穂さん

広島県立福山北特別支援学校前校長の小野一恵先生から初めに、労働人口の
減少に伴い退職の延長・再雇用・障がい者の雇用が浮上してきた社会状況の中
で、広島は2005年には障がい者雇用が全国的にも最低ラインにあったことの報
告と問題提起のような報告を機に、パネルディスカッションが展開されました。
企業側から学校に出向いて障がい者の子供に対して学ばせてほしい希望が出た
ことから、同友会から連携しましょうと働きかけたといいます。
コーディネーターの
しかし、企業の不安材料は大きく二つあり、まず１、安全面での心配。２、コ
源田俊彦さん
ミュニケーションの取り方が解らない。この２点が浮き彫りになりました。こ
こでの解決策として、まず企業に対し、障がい者を知ってもらう取り組みから始めていくことになりまし
た。そして地元の企業まわりを職員がするところから手を付けたといいます。
岡崎さんは、企業側の意識が変わるきっかけは、企業参観日と企業見学バスツアーから始まり、職場実
習の受け入れからだといいます、先生方の見学の中で、できる作業はないと思っていたが小さな作業の場
面でできるかもしれない、できる作業をさがしてみようという意識の変化が起きましたと報告され、着物
の仕立てを手掛ける松井さんは、縫うことよりも、シミ抜きなどで、仕立てた着物をほどくことが得意な
子もいることで採用してはといいます。
また、宮𥔎さんの会社では、社長の不在時に“てんかん”の発作が起き、それを機に社員さんが連絡網を作
成して、調子の悪い時、良い時の仕事の割り振りを考え始めたということです。
障がい者雇用の方を受け入れてみての感想は、仕事の遅い早いというもののとらえ方ではなく、働く場所
をどう見つけて行くかという雇用の問題であり、貯金をして車の免許をとるという夢の実現や、コンサー
トに一人でいけるようになるという、障がい者の方の生活の広がりも実感することができてきた。社員さ
んが障がい者雇用を受け入れてくれるのか。
そんな心配はなんの問題もないという結論につながっているとの感想。
無理だと考えると山ほど無理なことはある、まずは一歩から始める。小野一恵先生の言葉がすべてを物
語る。
寄稿：本田 美紀さん（㈲オルソ本田／松山支部第３地区会）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜第４分科会＞
【第４分科会】共に暮らす【障害者問題】

テーマ：障害者雇用が継続する「鍵」は企業・家庭・支援機関（者）の連携
～一人の社員として働き続けるために～
◆報告者

◆座

長

阿部 修一 氏
愛媛大学 人事課 環境整備室 室長
愛媛県中小企業家同友会 会員
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 副専務理事
報告者の阿部修一さん

『ぼくこの会社が好きで、働き続けたいんです』
発した障がいを持ったある従業員の切実な願い。第４分科会の冒頭、報
告者である阿部修一さんから分科会参加者に投げかけられた問題提起。
障がいを持った人に対する評価が、否定や限界面が優先され、その結果、積極的可能性や発達面が浮か
び上がらない現状を踏まえ、就労が継続できた事例とできなかった事例を、約20年にわたる調査結果を元
に報告された。すなわち、障がいを持った人の就労定着要因を、そこで働く従業員との人間関係について
の＜本人調査＞と、家庭での育て方や保護者の干渉度合いについての＜家庭調査＞に基づき分析、発表さ
れた。特に、障がい特性を充分理解した上で対応した、働く職場での接し方事例には、心惹かれるものが
あった。
新しい仕事を前に戸惑う人を、種々の環境に触れさせ馴染ませる上司（婦長）。新しい工場で新しい仕事
の手順が確立するまで“待機”する職場定着推進チームのサポート。障がいを持った人が社員として働き続け
るためには、（１）その人の居場所があり、人として信頼されること。（２）仕事自体が当てにされている
こと。そんな社内体制を確立することが前提となる。それは、＜本人調査＞から引き出した、人間性を重
視した雇用に於ける事業所の考え方と、＜家庭調査＞から見える、事業所の方針に普通に対応し、協力的
な家庭のタイプが必要不可欠となる。
さらに阿部さんは、障がい者の就労現場の責任者と
してご報告の中で、指示から指導へのプロセスについ
て。１つに、ご自身の意識の改善を通して、障がい者
を大学の職員として扱う。２つに、
「できること」に自
信を持たせ個別スケジュールを作り、クルー（組織）
として伸ばすという、見方への転換。そして目標や目
的が明確になることで、仕事を通して労働能力を伸ば
し、社会人として成長する道筋をつけられた。
そして有能な社員に成長するために、その職場に障が
いの配慮があること。仲間意識のある職場であること。
参加者が会場いっぱいに集まりました
さらに障がい者が必要とされ、当事者が充実感を感じ
ていることを掲げられた。
経営者にとって、
「自社で働きたい」と集まった障がい者も含めた人材それぞれに合った仕事をつくって
いくという覚悟が求められた分科会であった。
最後に、目的意識をしっかり持って参加するメンバーの全国大会に於ける「グループ討論」の醍醐味を
体感したことを申し添えたい。
寄稿：武田 正晴さん（恭栄自動車㈱／松山支部第２地区会）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜第５分科会＞
【第５分科会】共に暮らす【ソーシャルインクルージョン】

テーマ：夢がもてる若者を一人でも二人でも！
～児童養護施設・里親家庭の子どもを対象にした
適職探索支援とBefriending運動の取り組み～
◆パネリスト

前川
順 氏 ジュンブライダル 代表取締役
澤
亮太 氏 児童福祉施設 迦陵園 主任児童指導員
◆コーディネーター 大槻 裕樹 氏 ㈱大槻シール印刷 代表取締役会長
京都中小企業家同友会 監事
報告者の前川順さんが児童
養護施設への支援活動を始め
るきっかけとなったのが、
同居
しているビルの２Fにあった
塾で講師が生徒を殺害すると
いう事件でした。
慶事のレンタ
ル衣装の事業をしている会社
としてこれ以上ないイメージ
パネリストの前川順さん
パネリストの澤亮太さん
コーディネーターの
ダウンの事態です。しかし１
大槻裕樹さん
年後、最も書き入れ時である
七五三のお客様が前年よりも増えていた事に心から感謝し、地域の人たちに恩返しをしようと始めたのが、
自社のサービスを活かした児童養護施設への七五三写真撮影でした。
児童養護施設は18歳になると行政の保護が無くなるので自立しなければなりません。退所後は20％が進
学、80％が就職します。親の死去、虐待、育児放棄といった心に深い傷を負いとても辛い思いをしてきた
子供たちもいる中で、いきなり一人暮らしを始めることは簡単なことではないと思います。働くことに関
してほとんど準備をしていない状況での就職は早期離職を生み、再び子供たちに辛く苦しい思いをさせて
いたそうです。
前川さんはこういった現状に心を痛め、なんとか改善をしていきたいと考え出したのが適職探索支援と
いうものでした。自分に合った職業を探すお手伝いをするという活動です。職場体験という実習の場で経
験を積むことで、自分の得意な仕事や興味のある仕事を理解することが出来ます。そして、ここで最も重
要なのが子供たちとの面談になります。子供から本音の話が出るまでしっかりと会話をして、他人に決め
られるのではなく本人が自主的に希望職種を選ぶようにすることがポイントになります。この面談が子供
たちを成長させていきます。実習後は施設で実習発表会を行うのですが、多くの子供たちが自分の将来を
真剣に見据え、自分自身の言葉で語り成長した姿を、いくつかの事例をあげて説明をしていただきました。
ただ、いくら前向きな就職が出来たとしても、一人暮らしの中で不安や寂しさに負けてしまうという子
供もいたそうです。こういうことが起きないよう卒園後のフォローをしっかりと行い、長期的な交流を続
けていく体制が重要だとおっしゃっていました。
もう一人の報告者である澤亮太さんは児童福祉施設の職員をされています。自身が高校３年生まで児童
養護施設に入所されていたそうです。子供たち側の視点に立った実体験報告は、我々が入所者の子供たち
を理解する上でとても参考になりました。入所者の子供たちに誰よりも寄り添うことができる人だと思い
ました。
グループ討論では、児童養護施設の子供を職場体験に受け入れた経営者の方が、子供と接する中で従業
員の前向きな成長を実感したという話がありました。いかに自分たちが幸せか、何か役に立てることはな
いかと思ってくれるようになったそうです。
児童養護施設の子供たちに夢をもってもらいたいという想いで始まった活動が、実は職場体験を受け入
れた企業の従業員たちの成長に繋がる活動でもあったのです。
前川さんは報告の中で、「実習を受け入れてほしい。今日はその事だけを伝えに来た。」とおっしゃって
いました。皆さん、心の準備はいいですか？

寄稿：中村 剛さん（㈱コピー愛媛／東温支部）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜特別分科会＞
【特別分科会】共に暮らす【東・南海地震に備える】

テーマ：震災から４年
～今想うこと、そしてこれから～
◆報告者
◆座

長

鈴木 康弘 氏
社会福祉法人ほっと福祉記念会 理事
福島県中小企業家同友会 郡山地区ユニバーサル委員長
鈴木英一郎 氏
有限会社エス・アイ・エイ 代表取締役
福島県中小企業家同友会 常任理事・障がい者委員長

＜2011年３月11日に起こった事＞ 障がい者はどういう状況におかれたか？
報告者の鈴木さんは、15歳の時、脊髄腫瘍で入院手術を受け、自暴自棄に陥った時期
報告者の鈴木康弘
もあったが、その後ボランティアに参加したことで、
「あてにされる」喜びと幸せを感
じたことで、現在の「社会福祉法人ほっと福祉記念会」を立ち上げることに繋がったと
いいます。
「あれから、４年半と年月は経ったが、未だに11万人の避難生活をされている方々がいる」という話を聴き、遠
く離れているこの地では、実感しえない現地の状況を聴き、まだまだ、ずっと支援していくことの必要性を感じま
した。
被災当時、鈴木さんは、海沿いの４階の建物の中にいて、すぐさま、車で一時間半離れた事業所の戻ったものの、
そのまま、二週間自宅にも帰らず、職場や地域の片づけをしたり、情報収集、生活支援のための総合窓口の開設を
したりと職場や地域の支援に関わっていました。
そうした状況下では、安否確認においては、役所の中に高齢者の安否確認の仕組みがあるが、障がい者の安否確
認の名簿はないことから、障がい者の安否確認は行われなかった。民生委員も含め、震災を機に障がい者に対する
被災時のしくみができていないことに気付いたそうです。結果、８日間どうしていいかわからず、自宅で、じっと
していた障がい者もいたといいます。しかも、このような非常事態の状況にも関わらず、個人情報の関係で、民間
では安否確認もさせてもらえなかった。支援の大きな力になったのは、地元の共助、町内会の繋がりによる支援が
一番機能したといいます。
＜１次避難・２次避難の状況＞ 障害者の孤立、情報の錯綜、支援の不具合！
避難所では、障がい者は、周りに遠慮して、孤立してしまうそうです（車いすは場所を取るということで、外で
の避難をしていた）
。周りの避難者もそうした障がい者を個別に支援するところまでは手が回らない状況とのこと。
時間と共に旅館等の施設が避難所とした開放されるようになり、２次避難に入ると、目まぐるしく変わる支援情
報が、きちんと避難者に伝わらず混乱してしまうこともあった。医療支援が必要なため、県外への避難した被災者
の場合、自治体が違うということで、元の自治体から支給される生活用品（６点セット）が、受けられなかった。
また、ガソリンの不足する中、障がい者が２次避難しようとしても、引っ越しの為の車の手配ができず、２次避
難ができなかった。さらに仮設住宅も障がい者用としては基本的に対応していない。両親が被災した子供たちも、
取り残された・・・などなど。
＜どんな備えが必要か?＞ 地域ネットワークづくりが必要！
こうした状況を経験した鈴木さんは、震災時、非常時になった際に少しでも生活を支え合うには、小さな単位の
組織(職場・町内会)として地域ネットワークを作り、支え合う仕組みを作っておく必要性がある実感したそうです。
社会福祉協議会、行政なども、日常から、災害時の様々な仕組みを作っているが、民間と一緒になった（町内会や
職場）情報の共有化や安否確認など横繋がりの動きを創っておく必要性を感じたそうです。高齢者・一人暮らしの
人、障がい者の一人ひとりに誰が支援するかを細かく決めておくことも大事。
＜震災で学んだこと＞ 災害を想定した訓練や具体的な備えを！
ガソリンは半分になったら満タンにしておく。ガソリンはなくなる！事業
所、支援を効率的に受けるためにも、自分達の困っていることを整理すること。
支援物資があっても、対処できず、食料品を廃棄する事態も。障がい者も、被
災時に支援してほしいことを分かる範囲で、紙ベースで用意しておく。マニュ
アルは日頃から持ち歩ける紙ベースで準備を。
＜ワールドカフェから＞
特別分科会では、同友会の中で初めての当事者参加の分科会ということもあ
り、グループ討論は“ワールドカフェ”という手法で、実施しました。このこと
で、より多くの人の感想や意見、想いが飛び交い、交流が深まったと思いま
特別分科会は当事者も
す。実行委員会の皆さん、報告者の鈴木康弘さん、座長の鈴木英一郎さん、室
交えて行いました
長の萩野由典さん、素晴らしい分科会ありがとうございました。お疲れさまで
した。
寄稿：竹村 義則さん（生活協同組合コープえひめ／松山支部第３地区会）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜懇親会＞
＜懇親会＞
第18回障害者問題全国交流会の懇親会は、愛媛県立三島高校書道部による大看板制作VTRから劇的に始
まり会場内は一気に盛り上がりました。北野賢三・障全交実行委員長が「ちがいを認め合うことこそ同友
会の価値であり、交流会で学び合いましょう」と交流会にかける思いを述べました。
続いて、関口訓央・愛媛県経済労働部経営支援局長、髙須賀功・東温市長、ホビノ・サンミゲル・聖カ
タリナ大学学長、仁科弘重・愛媛大学副学長、山田富秋・松山大学副学長の来賓皆様を紹介。
来賓を代表して髙須賀功・東温市長が代表して日頃の愛媛同友会との関係性を中心にした祝辞があり、ホ
ビノ・サンミゲル・聖カタリナ大学学長が、力強い乾杯挨拶を行いました。
愛媛県のイメージアップキャラクター「みきゃん」、「ダークみきゃん」、松山城「よしあきくん」、東温
市の「いのとん」、そして2015年度独立リーグ日本一となった愛媛同友会会員でもある愛媛マンダリンパイ
レーツの「マッピー」が応援に登場。
懇親会では、香川、大阪、山形、沖縄、千葉より全国行事のPRがあり、会場に“連帯の精神”が広がりま
した。
田中正志・愛媛同友会代表理事が、御礼を兼ねた中締めを行いました。

髙須賀功東温市長から祝辞がありました

乾杯をホビノ・サンミゲル学長が行いました

ゆるキャラも応援に駆け付けてくれました

中締めをしたのは田中正志さん

各地全国大会のPRもありました

物産展示も盛り上がりました

文責：伊井

達哉（愛媛同友会事務局員）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜２日目全体会＞
＜２日目＞
２日目全体会は最初に愛媛らしさを発揮した「俳句コンテスト」の表彰から始まり（倉員謙作・山口同
友会員の「虫の音に足らざるを知り足るを知る」が最優秀賞を受賞。P12にて紹介しています）、続いて来
賓の大濱祥・松山市参与が、条例運動やキャリア教育を中心とした愛媛同友会と松山市との連携を中心と
した挨拶を行いました。その後各分科会の座長報告で始まりました。
引き続き制度説明として事業協同組合等算定特例について松田剛・中小企業庁
課長補佐と日髙幸哉・厚生労働省

職業安定局障害者雇用対策課

して藤田一郎・愛媛県ビル管理協同組合

経営支援部経営支援課

障害者雇用専門官が説明。事例報告と

専務理事・愛媛同友会会員は「10年先の障害者雇用を考える！

中小企業が連帯したモデル」をテーマにした障がい者雇用の実践を報告。
その後は、内田五郎・中同協障害者問題委員長から障がい者雇用の取り組みの輪を広げるために経営指
針に「障がい者雇用」を位置づける行動提起があり、河野聡子・愛媛同友会

障がい者委員がアピール文

を高らかに読上げました。
最後は土井善子・中同協

障害者問題委員会

副委員長から第18回障害者問題全国交流会in愛媛のまと

めがありました。次回、第19回障害者問題全国交流会の開催地に立候補している能登伸一・広島同友会副
代表理事が閉会挨拶を行いました。
１日目の懇親会から２日目終了まで物産展示ブースを設けた企画も盛況で第18回障害者問題全国交流会
in愛媛は大盛会で終えることができました。登壇者一人ひとりにBGMが用意される等、愛媛のあたたかい
おもてなしの心を感じる交流会となりました。

俳句コンテスト最優秀賞は山口同友会の倉員謙作さん
（写真は代理の松田龍信事務局長）

各分科会から座長報告がありました

事例報告を行った藤田一郎さん

行動提起は内田五郎さん

文責：伊井

達哉（愛媛同友会事務局員）
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第18回障害者問題全国交流会 in 愛媛＜来賓名簿・実行委員会からお礼＞
２０１５年１０月２２日（木）、
２３日（金）：松山全日空ホテル

お名前

中村 時広
関口 訓央
大濱
祥
髙須賀 功
仁科 弘重
山田 富秋
ホビノ・サンミゲル
松田

剛

日髙

幸哉

所属名

愛媛県
愛媛県
松山市
東温市
愛媛大学
松山大学
聖カタリナ大学
中小企業庁 経営支援部
経営支援課
厚生労働省 職業安定局
障害者雇用対策課

役

職

県知事
産業経営支援局長
参与
市長
理事・副学長
副学長・常務理事
学長
課長補佐
障害者雇用専門官
＜敬称略・順不同＞

愛媛同友会の皆様
第18回障害者問題全国交流会in愛媛を、お蔭様で、無事に終えることができました。
実行委員会はじめ愛媛同友会の皆様、本当にありがとうございました。
オープニングアクトを務めて頂いた、本田知美さんは、
「ジュピター」という難しい曲の練習を重ねる
中で、何度も挫折しそうになったそうです。
しかし、全国交流会のために「挑戦した」と語ってくれました。
翻って、私たち経営者もまた、よい会社づくりのために、よい経営者になるべく「挑戦」の日々を送り
たいものです。
今回の全国交流会は、例えるなら「花火」です。
41同友会と中同協から631名という愛媛同友会始まって以来の参加者数をお迎えし、愛媛を照らすこと
ができました。
しかし、ここからが、本当の意味で愛媛同友会が、地域に「あてにされる経済団体」かどうかが問われ
ます。
ご存知の通り、愛媛県の障がい者雇用率は、全国ワースト２です。
これは、障がいかあっても働きうるのに、働きたくとも働けない人が、全国で２番目に多い地域、と言
い換えることができます。
その原因は、雇用企業が少ないというだけでなく、企業も障がい者も、双方を知る機会が少ないという
ことも原因に挙げられます。
そこで、私たち愛媛同友会は、過日、理事会にて、障がいがある生徒・成人に、雇用を前提としない、
職場体験実習の受け入れを行うことを決議しております。
この職場体験実習は、愛媛同友会が長年取り組んできた「キャリア教育」の一環とも言えます。
職場体験実習を通じて、お互いを知る機会を創り出す。それは愛媛同友会らしさのさらなる進化です。
皆様と共に愛媛の空に咲かせた花火を、花火のままで終わらせることなく、愛媛同友会らしい「堅実
さ」で、地域にあてにされる存在になりたいものです。
愛媛同友会30周年記念としての、第18回障害者問題全国交流会から、愛媛同友会40周年に向けて、愛媛
同友会らしさをさらに進化させていきましょう。
それでこそ、今回の交流会が「通過点」としての意義と価値を持つはずです。
第18回障害者問題全国交流会in愛媛
実 行 委 員 長 北野 賢三
副 実 行 委 員 長 杉本 太一
副 実 行 委 員 長 正岡 尚起
副 実 行 委 員 長 櫻田 直也
実行委員会事務局長 米田 順哉
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同友会で俳友会

今月は、第十八回障害者問題全国交流会ｉｎ愛媛で行いました俳句大会の入選句について鑑賞します。この俳句大会では、全投句

山口同友会

倉員謙作

数百五十一句をいただきました。沢山のご投句ありがとうございます。なお、兼題「年の暮」につきましては、兼題「初日の出」と
合わせて、一月号で鑑賞します。

最優秀賞
虫の音に足らざるを知り足るを知る

「学びて然る後に足らざるを知る」とは、学ぶことによって初めて自分の学力や知識の不十分さがわかってくる、という意味です。

一方「足るを知るものは富む」とは、満足することを知っている者は、たとえ貧しくとも精神的には豊かで幸福であるという意味です。

作者は、全国交流会の学びの中でご自身のまだまだ足りない部分を自覚したのでしょう。同時に、仲間と学びあえる環境に感謝し充

実感を得たのです。同友会の学びの場面を見事に切り取り、ご自身の想いを乗せた素晴らしい中七下五の表現です。それを実感した

沖縄同友会

比嘉ゑみ子

のは、帰り道に聴いた「虫の音」だったのです。助詞「に」が効果的で、「虫の音」を聴くことによって、改めてその日の学びを振り
返る帰り道を想像させてくれます。

優秀賞
それぞれの違うを認む秋の七草

萩、芒、葛、撫子、女郎花、桔梗、藤袴、が秋の七草です。それぞれ個性の違う花が秋の野原を彩ります。障害者問題全国交流会

のテーマを上五中七に読み込み、それを「秋の七草」という季語に託す。季語の選び方が秀逸です。「アキノナナクサ」と七音となり

愛媛同友会

桑波田健

字余りになりますが、却ってそれが、沢山の個性が存在している多様性を表現しています。

佳作
天の川やせたる母の眠る部屋

「やせたる母」は、永眠しているのか、それとも病状思わしくないなか眠っているのか。その部屋は静寂に包まれている。中七下五

十二月三十一日
一月三十一日
二月二十九日

の寂しさを上五の「天の川」が掬い取ってくれます。部屋の窓から見える壮大な「天の川」と母への想いが重なり、母への感謝の気

兼題 「春浅し」
締め切り
兼題 「遍路」（お遍路、遍路笠、遍路杖、遍路道、遍路寺、遍路宿 も可）締め切り
締め切り
兼題 「しゃぼん玉」（じつは春の季語なのです）

持ちが伝わります。

二月号
三月号
四月号

志賀商店

愛媛県西条市今在家 921 番地
TEL:0898-64-1333
H P : http : / / shig a - m a m e. co. j p

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

株式
会社
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広報情報化委員会学習会

第１回

「広報情報化で憧れの企業をつくろう」

愛媛同友会と中小企業の広報情報化戦略を考える
講 師：愛媛新聞社 整理部 副部長 鈴木 孝裕 氏
講 師：愛媛同友会 専務理事 鎌田 哲雄 氏
会 場：コープえひめ
参加人数：26名
酉年生まれコンビによる学習会は、冒頭に「広報」、
「情報」、「報道」という言葉の定義から入りました。
「広報＝一般の人に広く知らせる事」、「情報＝状
況に応じて適切に判断し伝える事」、「報道＝マスメ
ディアがニュースとして知らせる事」となり、同友
会で当てはめると、それぞれ「会報誌やHP」、
「e－
doyu」、「メディアによる会員紹介」となります。
ただ、周囲に知られていない、情報が正しく整理
されていない、伝えるだけの一方通行になっている
だけでは価値ある情報にはならないという事で、た
だ単純に情報を発信すればいいのではないという事
を知る事ができました。
鈴木さんからは、「愛
媛同友会の特性として、
自己変革に取り組み、見
識や見解を持ち、政治的
にも中立性を保っている
会である」と評価いただ
いた上で、今後の課題と
講師の鈴木孝裕氏
して「同友会は任意団体
でいわば“自由業者”であり、何物にもとらわれない
自由がある、ただそれ故にちょっと手を抜くと無く
なってしまう恐れがある。特性をどう次につなげて
いくかであり、その力の源の１つが広報情報化では
寄稿ないか。」と挙げられていました。
鎌田さんからは、「各社で的確な広報、情報を行な
う為に、まず経営指針の作成が必要となってくる。

経営指針を作成する事
で、自らの見識と見解を
持つ事ができ、業界や世
の中のことがわかり、そ
こから自社の立ち位置も
見えてくる。そうする事
で的確な広報・情報・報
講師の鎌田哲雄専務理事
道の発信ができる。
」と
アドバイスをいただきました。
最後に鈴木さんから、「ぜひマスメディアを育てて
ほしい。また、情報を発信する先には必ず“人”がい
る事を忘れず、“これくらいならわかるだろう”では
なく、“わかってもらうために何をどう伝えるか”と
いう観点で作成してほしい。」とありました。自社で
は社内報を出しています。読み手の社員にわかりや
すく作成しているつもりですが、一方通行になって
はいないか、“わかるだろう”になってはいないかな
どを改めて考えながら、今後作成にあたっていきた
いと思います。
次回は12月４日に第２回「戦術編」としてお話い
ただきます。鎌田さん、鈴木さんありがとうござい
ました。
寄稿：武田 正輝さん（恭栄自動車㈱／広報情報化委員）

次回は12月４日に第２回「戦術編」としてお話いただきます

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

松山国道 11 号店／愛媛県松山市中村 2 丁目 39−2
ＴＥＬ：0120−366−329
ＦＡＸ：089−948−8700
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魅力ある企業とは
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

中同協の教育委員長をされていた大久保尚孝さんが

「共に育つ」という本の中で次のようなことを書かれて

います。経営者として悩んでいることを議論すると、ど

んな問題を取り上げても最終的には人によって決まるの

だと言う結論になる。「良い人材が欲しい、どうすれば

来るのか」を議論すると、誰にとっても魅力ある職場に

しないと人材は集まらないという結論になる。魅力ある

企業とはどんな企業か？それは、経営者も従業員もその

気になって働ける企業だ。その気とは、我がこととして

夢中になって打ち込めるということではないか。その気

で働く、その気で考える、その気で学ぶ、その気で観察

する、それが人間として主体的に生きるということだ。

経営者がどんな動機で会社を始めても従業員との共同・

協力がないと企業の存続は難しい。社員教育とは、「会

社に都合の良い人づくり」という狭い考えとは違うもの

です。日本は今、人口と共に「労働人口」も減り始めて

います。従業員を企業経営のコストと考える社長の元に

は人材は集まらないし育ちません。同じ時代を生きる同

志として、時代の荒波を乗り越え共に育ちあう大切な友
として真剣に向かい合うことが大切です。

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

合同企業説明会を開催します！
～採用・育成・定着の仕組みを活用しませんか～
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愛媛同友会の合同企業説明会は２０１３年度、会
員企業１４社、学生３５名が参加してスタートし

◆日時：2016 年３月９日（水）

ました。翌２０１４年度に１６社５０名、２０１

13 時～17 時
企業の浮沈の鍵は人材の採用と育成です。
用環境の中、多くの学生が参加しています。２０
◆日 時：2016年３月９日（水）13時～17時
５年度は２８社４２名が参加しており、厳しい雇

合同企業説明会を開催します！

１６年度で愛媛同友会では４回目の開催となり
◆会 場：愛媛大学
体育館（松山市道後樋又10-13）
◆会場：愛媛大学
体育館

◆参加費 ：１社 ５万円
（松山市道後樋又 10-13）
（事前説明会参加費、ブース設置料、パンフ）
～採用・育成・定着の仕組みを活用しませんか～
た学生の声を聞き、悩みにも丁寧に対応するコミ
ます。

単なる採用のためのイベントではなく、参加し

ュニケーションの場をつくっているのが特徴で

愛媛同友会の合同企業説明会は2013年
度、会員企業14社、学生35名が参加してス
タートしました。翌2014年度に16社50名、
2015年度は28社42名が参加しており、厳
しい雇用環境の中、多くの学生が参加してい
ます。2016年度で愛媛同友会では４回目の
開催となります。
単なる採用のためのイベントではなく、参
加した学生の声を聞き、悩みにも丁寧に対応
するコミ ュニケーションの場をつくっている
のが特徴です。採用に至り、新入社員が愛媛
同友会の合同入社式に参加しています。

◆参加費 ：１社 ５万円

＜愛媛同友会の合同企業説明会のここがポイント！＞
（事前説明会参加費、ブース設置料、パンフ

す。採用に至り、新入社員が愛媛同友会の合同入
社式に参加しています。

１．各大学と長年構築した信頼関係があり、多くの学生が参加します 。
インターンシップ・提供講座等の連携がとれており、県内５大学（愛媛大学・
＜愛媛同友会の合同企業説明会のここがポイント！＞
松山大学・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学・聖カタリナ大学）との
１．各大学と長年構築した信頼関係があり、多くの学生が参加します
インターンシップ・提供講座等の連携がとれており、県内５大学（愛媛大学・松山大
連携があります。
学・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学・聖カタリナ大学）との連携があります。
２．単なる人採りではなく、採用後の教育システムが充実しています
。
２．単なる人採りではなく、採用後の教育システムが充実しています
採用後には、社員が受講できる育成・定着のプログラムがあります。
採用後には、社員が受講できる育成・定着のプログラムがあります。
合同入社式

新入社員

新入社員

中堅社員

研修

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

研修

同友会大学

経営指針
成文化セミナー

３．他団体・その他の会社に比べ、参加費が格安です

３．他団体・その他の会社に比べ、参加費が格安です。
事前説明会から、当日の企業ブース設置、当日配布するパンフレットの掲載まで、
事前説明会から、当日の企業ブース設置、当日配布するパンフレットの掲載
すべて合わせて参加費５万円です。
まで、すべて合わせて参加費５万円です。

ご興味のある方、お申込みは事務局までご連絡ください。

ご興味のある方、お申込みは事務局までご連絡ください。

新入会員ご紹介・会員消息 （２名）
丹下

晴喜（たんげ はるき）
1963年12月27日生まれ 松山支部第3地区会
NPO法人愛媛県子ども自立支援センター 理事長
福祉、自立支援
〒790-0811 松山市本町６丁目6-7 ロータリー本町305号
TEL(089)923-9558 FAX(089)916-9710
紹介者／愛媛同友会 鎌田 哲雄

会員掲示板

○役職変更
会 員／赤尾純一郎（松山支部第１地区会）
企業名／愛媛汽船㈱
取締役営業部長から常務取締役に就任されま
した。

山本万喜雄（やまもと

（10/21〜11/21）
まきお）
松山支部第1地区会

1946年12月1日生まれ
聖カタリナ大学 教授
大学
〒792-2496 松山市北条660
TEL(089)993-0702 FAX(089)993-0706
紹介者／愛媛同友会 鎌田 哲雄

○企業名変更
会
員／米山 尚志（松山支部第１地区会）
旧企業名／愛媛三菱農機販売㈱
新企業名／愛媛農機販売㈱

○お悔やみ
石川義浩氏・丸善商事㈱ 代表取締役のご尊父 石川太一郎様（享年64歳）が、2015年10月21日
ご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。
久保安正氏・㈱久保組 代表取締役のご尊父 久保満夫様（享年86歳）が、2015年11月21日ご逝
去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

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 *(7！ 階
7(/  定休日：水曜日
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201５年度_愛媛同友会

第７回理事会

議事録

【日時】 2015年10月14日㈬18時30分～19時30分 【会場】 アイテムえひめ 【出席者】理事：22名 事務局員：１名
【委任状提出】17通
【議長】杉本 太一
【議事録作成者】米田 順哉
開会に先立ち、鎌田哲雄・専務理事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：服部豊正・代表理事
いよいよ障全交本番が近付いてきました。北野実行
委員長と実行委員会の皆さんの尽力で動員目標も見事
に達成しました。愛媛同友会30周年の記念行事として
会員の学びを深めると共に、全国の方のおもてなしが
しっかりできるよう設営していきましょう。

報告・承認事項

＜協議事項＞
⑴第18回障害者問題全国交流会in愛媛の現状の報告

・・・・・・・・・・実行委員会
■交流会の目的、特に労使見解40周年と愛媛同友会30周
年の交流会であり、大都市以外の同友会では初めて
600名の参加の交流会となる。
①愛媛と全国の参加状況並びに分科会登録状況
県内：213名
各地同友会：313名
41同友会＋中同協
合計：522名＋特別分科会のみの参加92名
■総合計：618名参加（10月14日現在）
第１分科会： 63名 第２分科会：88名
第３分科会：120名 第４分科会：76名
第５分科会：108名
特別分科会：40名＋92名（特別分科会のみ）
②組織図の説明
③理事の動き
・・・労使見解をしっかり学ぶこと。人を生かす経
営の全体観を押さえる事。グループ討論では、
リーダーシップを発揮すること。交流会では
“おもてなし”行動力を発揮すること。
④増強
・・・今回のゲスト参加者を会員増強につなげる
⑤その他
10月20日㈫15時より、事務局で行う封入作業につ
いて協力をお願いしました。

＜報告事項＞
１．正副代表理事会議・各本部・各支部・各委員会か
らこの間の報告が各担当者からありました。
２．田中正志・代表理事から野志克仁松山市長表敬訪
問実施の報告の報告がありました。
＜参加者＞ 田中正志、北野賢三、杉本太一
米田順哉、大北雅浩、伊井達哉
＜内 容＞ 第18回障害者問題全国交流会in愛媛への案内
３．中小企業振興基本条例の活動報告が米田順哉・副
専務理事と武田正晴・キャリア教育委員長からあり
ました。
９/30～10/１ 奈良同友会 東温市・松山市条
例視察を実施。
４．全国・他団体行事の報告が鎌田哲雄・専務理事か
らありました。
５．第５次中期ビジョンについての進捗状況報の報告
が平野啓三・代表理事からありました。
前回は企業づくりのコンセプト・スローガンが
まとまり、本日は地域づくりにおいて活発な議論
閉会挨拶：田中正志・副代表理事
が行われた。工程表に従って順調に進んでいる。
＜承認事項＞
障全交では目標の500名を大きく超える600名の達成
１．前回理事会から今回までの会員数の推移及び入会・ おめでとうございます。素晴らしいパワーで会社経営
退会の承認をしました。
のヒントもたくさん詰まっていると思います。
２．中同協障害者問題委員会あり方検討プロジェクト
障全交では来て良かったと喜んでもらうのが一番で
の委員に北野賢三・障がい者委員会委員長の就任が す。ゲストの方には特に気配りをお願いします。また
承認されました。
物販の方にも配慮をしてしっかり買い物をしましょう。
３．えひめFacebook1000人大会イン松山の後援依頼に そして参加した全員がやって良かったと思える大会に
ついて承認されました。
しましょう。協力をよろしくお願いします。

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）

