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2016年度合同企業説明会を開催しました！
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つの目的⃝
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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社長、代表取締役、
事業家、
経営者の違いとは？
皆さんは、経営者ですか？

目

３月23日（水）、松山市総合コミュニ
ティセンターで2016年度愛媛同友会
第４回合同企業説明会を開催しました。
参加企業は31社、来場した学生は104
名となり企業数と学生数は共に過去最
大となりました。
「自分自身の中小企業に対するイメー
ジが変わりました。これからの就職活動
に活かしたいです」「来たかいがありま
した！」
「雰囲気がよかったです」
「個人
で話をきけて大変充実した時間を過ご
せました」等の声が学生からあり、同友
来場学生数は100名を超えました！
会らしい合同企業説明会になりました。
愛媛同友会では、中小企業が単独で実施することが難しい入社式や新入社員研修を同友
会で一体となって実施しようとしており、採用から入社式、研修という新入社員を迎え入
れるためのプログラムがあります。
日ごろ、私たちが使っている社長、代表取締役、経
営 者 の 違 い に つ い て 考 え て 見 た い と 思 い ま す。「 社
長」という肩書きは会社が定める職制に基づく名称です。会
社法には社長の設置、選任及び解任、役割・権限・義務等に関
する規定はありません。社内で決めれば社長になれます。「代
表取締役」とは形式上のものであるため、登記すれば誰でも
なれます。▼「経営者」とは、会社法上の代表取締役であり、労
働法上の使用者を指します。しかし、法律上規定されていま
せ ん が、
「 経 営 者 」と は 経 営 の 責 任 者 で す。「 社 長 や 代 表 取 締
役」は誰でもなることができますが、
「経営者」になることが
できるかは当人次第です。登記していなくとも、経営に責任
を持ち、経営実践している人は「経営者」です▼経営者になる
には、
「経営者の条件」を獲得することが鍵となります。それ
は、経営指針を確立することです。特に、
『経営理念』が必要で
す。なぜならば、経営者であるならば『何のために経営』する
のかの問いに見識・見解を持つことが基本だからです▼自分
も含め、社員やお客様、世の中の問い・・・
『何のために生まれ
たのか』、
『何のために生きるのか』、
『何のために働くのか』の
問いに見識・見解を持ち、答えるのが経営だからです▼皆さ
んは『経営理念』がありますか？同友会運動で考えると「経営
理念」がないと経営していないと同義語になります▼私の体
験から・・・どのように経営すればよいのか？にあせる人は
多くいますが。「何のために経営するのか」に悩む人は少ない
です。経営する目的がはっきりしていれば、どのようにでも
経営することが出来ます▼因みに、
「事業家」という言葉があ
りますが、
「事業家」とは事業を回し発展させる人のことを言
い、
「経営」を行う主体者ではないと考えることができます▼
同友会に入会して、経営指針を確立しない会員は、同友会の
価値を獲得していません。残念であり、経営の問題の本質は
い つ ま で た っ て も 解 決 し ま せ ん。時 間 は 有 限 で す。経 営 者 に
なるための第一歩として経営指針を確立しましょう。（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。

参加企業31社、来場学生は104名！！

TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107

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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伊予・松前支部２月例会

四国中央支部２月例会

“どん底”から始まった採用・共学・共育の企業づくり

「大好きな社員さんを守るための事業戦略とは」

～「社員は経営者の鏡」自己変革の鍵は素直な行動力～

■報告者 杉本 太一 氏
特別養護老人ホーム 梅本の里 施設長
（愛媛同友会 副代表理事・同友会づくり本部長）
●日
●会

程／2016年２月12日㈮ ●参加人数／35名
場／松前総合文化センター

伊予・松前支部２月例会
は例会の１週間後に第46回
中小企業問題全国研究集
会（全研）の第９分科会で
報告を控えています杉本太
一さんにプレ報告も兼ねて
報告して頂き、全研と同じ
体制で座長は米田順哉さん
（NPO法 人 家 族 支 援 フ ォ ー
報告者の杉本太一さん
ラム理事長／愛媛同友会副
専務理事）に務めて頂きました。
報告は米田さんと杉本さんとが掛け合いながら、
「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）をフレームワークに進められていました。
＜経営指針＞
設立当初から変わらぬ法人理念が「理念」ではなく「飾
り」となってしまっていることに気づき経営指針成文化セ
ミナーに職員と共に毎年受講しています。施設内で経営ス
ローガン成文化合宿を開催し職員の中でお互いを認め、理
解し合う機運が芽生えるまでに至っています。
＜社員共育＞
以前は一方的に参加させていた研修でしたが、同友会で
職員だけでなく経営者自らが学ぶことが大切だと知り、同
友会の全メニューに職員と共に参加する事で、共に学び共
に育つ社風を作り上げています。
＜求人・採用＞
かつての無計画な人材採用では定着しない不安定な人事
でしたが、抜本的に改革。毎年新卒を複数名採用しパート
希望以外は職種に関わらず正規職員として採用。採用後の
オリエンテーション等のプログラムも導入して成果が生ま
れています。
＜障がい者雇用＞
「障がいを持っている人に介護は無理」と決めつけていた
杉本さんですが、職員の「障がいを持っていてもできます。
私たちで育てます」という発言に感動。そこから職員の評
価基準も相対評価から絶対評価に改善し、来年度は採用の
予定もあります。
様々な取り組みを行い、杉本さん自身が自己変化を重ね
ていく中で、職員さんと組織の質が変化したという報告内
容でした。「社員は経営者の鏡」という言葉は愛媛同友会専
務理事の鎌田哲雄さんの言葉ですが、まさにその体現者と
なっているのが杉本さんであるとわかる報告でした。
また、今回の例会は全研のプレ報告でかつ杉本さんの報
告ということで2015年度としては最大の例会参加人数とな
りました。杉本さん、米田さん、ありがとうございました。

寄稿：伊井 達哉さん（愛媛同友会 事務局）

～強くなくてもいい、賢くなくてもいい、
生き残るのは変化に適応できる企業である～

■報告者 三好 大助 氏
株式会社フェローシステム 代表取締役
（愛媛同友会 理事・松山支部長）
●日
●会

程／2016年２月15日㈪ ●参加人数／27名
場／ホテルグランフォーレ

今回の三好大助さんの
報告を受けて一番大きく
感心したのは、企業経営の
主体が人であり、人に関心
をよせ地域の雇用貢献や
高齢者、障がい者、外国人
の雇用に大きく注力して
いる事です。
仕事をする目的が単な
報告者の三好大助さん
る利益追求や趣味理想等
の目的ではなく、働く人に応じた仕事を構える事が目的
となっていました。
例えば、アフリカのマラウイ出身の社員さんを雇用し
た件ですが、その社員さんを雇用した事により、どんな
仕事が出来るのか？どんな仕事の幅が広がるのか？外
国人雇用によりグローバルに展開するのか？マラウイ
と日本の国際交流を加速させ、マラウイ国内に事業展開
を図ること。
一人の外国人雇用で事業形態を変化させ、新たな事
業、雇用を創造させようとしている事が凄いと感じまし
た。
もう一つ感心したのは『ありがとうカード』の存在で
した。
社内のコミュニケーションの一環で使用されている
『ありがとうカード』。社内で社員同士が些細な事でも感
謝に至る事があればその都度『ありがとうカード』を手
渡す。
社員さんに『ありがとうカード』の使用の感想を聞く
と最初は照れや恥ずかしさもあるそうだが、だんだん慣
れてくると『ありがとうカード』を相手に発行したい為
に、お節介にも相手に感謝しよう。感謝されよう。そう
言った動きが必然と活発になってくるそうです。更に
『ありがとうカード』の凄い点は複写になっている事で
す。
いつ、どこで、誰が、どうしたのかお互いに複写の
カードを使用する事で、後々に互いで再確認することも
できます。
そして互いにいつまでも感謝の気持ちを持ち続けま
す。これは素晴らしいことです。
こういった斬新な経営スタイルが社内のコミュニ
ケーションの向上や事業形態の変化をもたらしている
のだと感じました。そしてこの株式会社フェローシステ
ムと言う一つの企業に関心が寄せられ見学してみたい
と思わせる企業になっているのだと思いました。
今回の三好さんの報告を受けて三好さんの魅力と斬
新な事業展開スタイルが見られてとても参考になり刺
激を頂きました。ありがとうございました。

寄稿：真鍋 豪さん（㈱シンアイ／四国中央支部）
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松山支部２月例会

今治支部２月例会

事業承継を考える
～創業者と後継者の想いと苦悩～
■パネリスト 平野 啓三 氏
株式会社平野 代表取締役
（愛媛同友会 代表理事）
■パネリスト 阿部 信之 氏
有限会社阿部木工 代表取締役
（愛媛同友会 松山支部第１区会幹事）
■パネリスト 川崎 一輝 氏
愛媛故繊維再生株式会社 専務取締役
（愛媛同友会 理事・東温支部副部長）
■パネリスト 桑波田 健 氏
岡田印刷株式会社 代表取締役
（愛媛同友会 理事・EDOR委員長）
■コーディネーター 日野 啓介 氏
日野啓介社会保険労務士事務所 所長
（愛媛同友会 松山支部第２地区会幹事）
●日
●会

程／2016年２月16日㈫
場／えひめ共済会館

●参加人数／51名

松山支部第２地区会担当の松山支部２月例会は、継がせる側
の平野啓三さん、阿部信之さん。継ぐ側の川﨑一輝さん、桑
波田健さん。コーディネーターの日野啓介さんでパネルティス
カッション形式で行いました。
「事業承継を考える」をテーマ
に日野さんのリードで開始され、それぞれ継がせる側、継ぐ側
の思いや苦悩、または葛藤などをご報告頂きました。平野さん
は経営指針の作成に重点を置き、10年ビジョン委員会を開催し
学びを通じて継承していただきたいと熱く語られ、阿部さんは
以前あなたの会社には就職する人間がいないと人に言われ、就
職したくなる会社にしなくてはいけないと心に誓ったとの事
で将来息子さんには経営コンサルタントに行く予定にし、勉強
して来てもらいたいとの思いを発表していただきました。
川﨑さんは現社長にはあと２年で会社を継ぐように言われ
ているとの事で、そのためには現場で学び、若いスタッフと一
緒に仕事をする事で継ぐための準備をしているそうです。ま
た、桑波田さんは継ぐ側も継がれる側も健康でいなければいけ
ないと、家族経営ではない現在の会社で自分が社長になった以
上、また次に継ぐ場合は実力
のある社員になってもらいた
いと事業承継の難しさを報告
頂きました。
ラストは日野さんが世の
承継データ等をからませた
素晴らしいまとめで終了し
ました。

寄稿：内藤 成博さん
パネリストの平野啓三さん
（㈲福助珍味／松山支部第２地区会）

パネリストの阿部信之さん

パネリストの川﨑一輝さん

パネリストの桑波田健さん

コーディネーターの日野啓介さん

地域と共に歩む「経営者像」
～地方記者としてのつながりから見た中小企業経営者～

■報告者 門田 龍二 氏
株式会社愛媛新聞社 編集局社会部
●日
●会

程／2016年２月22日㈪ ●参加人数／15名
場／今治地域地場産業振興センター

門田さんの報告は主に、
新聞記者としてどのよう
なスタンスで記事を書いて
いるのか、日々の取材活動
を行っていく為に、地域の
人々とどう関わっているの
か、という報告でした。
講師の
記事を各という事は、書
門田龍二氏
き手の物の見方、考え方を
表現するということに他なりません。たとえ話によく出
てくるアフリカへ靴を売りに行ったセールスマンの話、
一人は、アフリカ人は誰一人靴を履いていません。これ
ではアフリカで靴の売れる可能性は全くありませんと
報告、別の一人は、努力すれば大きな可能性があります
と報告。
門田さんは、記事にもレベルがある、自分が決めたレ
ベル以下の記事は書かないと言います。記事を書く為に
は自分自身、毎日かなりな距離を移動します。しかし、
自分一人では限界があるので、どうしても地域の人々の
協力が必要で、その為には日々の生活の中で地域の人々
と良好な関係を築いていなければいけないと言います。
しかし、記事の依頼があったとしても、自分が決めたレ
ベル以下であれば、おもねることなく記事にはしないと
言います。
経営的観点からすると、記者にとって記事は商品だと
思います。商品を作る為にはどういう思いで作っている
のかという理念が必要であり、ターゲット顧客は誰なの
かを明確にしなければなりません。又、中小企業は地域
と共に歩むことが大切ですが、目先の理念ではなく、長
期的、持続的に考えた地域の利益、自社の利益という視
点が必要だと感じました。
最近思考停止の人が多いという報告もありました。
我々は思考停止することなく、今後も学び続けていこう
ではありませんか。
ご多忙なか、ご報告をいただき本当にありがとうござ
いました。

寄稿：原 初さん（㈱志賀商店／今治支部）
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東温支部２月例会
「地域に愛される企業」とは何か
～日経新聞記者から見る中小企業経営者～

■報告者 入江
学 氏
株式会社日本経済新聞社 松山支局長
●日
●会

程／2016年２月23日㈫
場／東温市商工会館

●参加人数／20名

東温支部理念は「私たちは同
友会の学びを糧に、社員の笑顔
を一番の宝物と考え、地域に愛
される企業を創ることを目指し
ます！」ですが、本日は日本経
済新聞松山支局長の入江学さん
に、
「地域に愛される企業」にな
るための重要なポイントをお話
講師の入江学氏
いただきました。
人口減少社会、少子高齢化、成熟社会（モノからコトへ）、国の
地方創生戦略といった時代の流れから、これからの時代は益々中
小企業の時代になってくるという事でした。
入江さんが考える、地域に愛される企業になるための３つのポ
イントは、１）明確な理念や夢、事業目標・計画、２）社会や地域
との関わり（地域の現状改善に資する姿勢）、３）外部との対話・
交流・説明姿勢です。
大量生産・大量消費から、安心・安全・個性・こだわりなど、少
量・高品質へと消費者の行動が変化しています。あなたのためにと
いった「手間」と「顧客との距離」、独創的な商品やサービス、地
域らしさを生かしたサービスを、スピード感を持って取り組める
事こそが中小企業の強みです。
その強みを生かすために、どういう会社にしたいのか、何を目
指すのかといった目標や理念の明確化が必要になってきます。中
小企業は地域企業とも言えます。企業の繁栄は地域の繁栄、地域
の繁栄は企業の繁栄と考え、地域に根付く取り組みを企業理念に
取り入れる視点が大切だとおっしゃっていました。
また、老舗企業に学ぶことも有効だそうです。創業100年を超え
る「老舗企業」は全国に27,335社（帝国データバンク「長寿企業の
実態調査」2014）ありますが、年商１億円未満が41,6%、年商１億
円～10億円未満が40%、従業員10人未満が62,2%、10～100人未満
が29,9%と、中堅中小企業が多いことがわかります。地域に深く根
を張り、地域との交流を深め、時代を読み時代に適合する柔軟性、
「信用」「顧客第一」「技術力」「本業重視」といった、事業を行う
上での本質部分に真摯に取り組む経営者がいるのが老舗企業の共
通項です。
今回の入江さんの報告を聞いて、我々中小企業が会社を維持し
発展させていくためには、地域の発展に貢献するという意識を高
めていく事が１つの重要なポイントになるという事を改めて認識
しました。地域貢献の意識が積み重なって、自然と地域に愛され
る企業になっていくのだと思います。

寄稿：中村 剛さん（㈱コピー愛媛／東温支部）

参加者は20名で今年度の例会最多でした

松山市中小企業振興円卓会議のシンポジウム
さる３月16日（水）、松山市湊町４丁目のジオフロントカ
フェにおいて、松山市中小企業振興円卓会議のシンポジウ
ムが開催されました。
基調講演には、北海道同友会・南しれとこ支部・別海地
区会会長の山口寿さんと北海道同友会・副事務局長の米木
稔さんが来松し、取り組みを紹介しました。特に山口さん
は、酪農や水産業に偏りがちな町の施策に対し「商工業を
担う中小企業も同様に重要だと認識してほしい」と声を上
げたことが条例制定につながったこと、別海町の行動指針
を策定する検討会議や運用チェックを行う審議会が設置さ
れ、条例に基づく施策のPDCAサイクルが回っていること
等、条例先進地の取り組みを熱く具体的に報告しました。
後半は、円卓会議の三つの専門部会の2015年度の活動報
告でした。法人会が主催した「松山まどんな活躍推進部
会」では、女性活躍をテーマに制作したコミュニケーショ
ンカード等について、NPO法人ワークライフコラボ（愛媛
同友会会員・堀田真奈さん）が主催した「なでしこドリー
ム・プロジェクト」では女性の起業を支援する過程が報告
されました。
そしてキャリア教育委員会（武田正晴さん、前田眞さん、
稲田里香さん、米田順哉）を中心に愛媛同友会が主催する
「人育ち応援部会」では、シンポ当日の日本経済新聞の四国
経済面にも掲載された「未来デザインゲーム」の報告を行
いました。
「未来デザインゲーム」は、小学校高学年のキャリア教育
の授業で先生がゲーム感覚のワークショップを実施できる
よう組み立てられています。愛媛同友会と以前から交流の
ある雄郡小学校の吉見香奈子先生の協力を得て、キャリア
教育の手引書である「生きる力を育む教育」の思想を基に
開発しました。
「未来デザインゲーム」は、子どもが中小企業で働き・暮
らす意味と価値を「理解」し「体感」し「考える」ことに
よって、子どもだけでなく学校の先生や保護者の皆さんに
も公平で健全な職業観と勤労観を広げることが目的です。
シンポの翌日には、鎌田専務理事と米田が松山市教育委員
会を訪問し、条例を通して「ゲーム」が出来た背景と目的
を説明し、今後「ゲーム」を広めるための地ならしも行っ
ています。
松山市に中小企業振興基本条例が出来て丸２年が経ちま
す。今回のシンポジウムは、条例の成果が少しずつ上がっ
てきていることを確認し、実践運動をさらに進めていく決
意を新たにするよい機会になりました。

北海道同友会から山口寿さんと米木稔さんが
取り組みを紹介しました
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リーダーに聴く

杉

本

太

一 さん

2004年入会。1965年生まれ。特別養護老人ホーム梅本の里 施設長。愛媛県
中小企業家同友会 副代表理事・同友会づくり本部長。
2004年に同友会と出会い、ある時例会のグループ討論で「悪の根源はあなた
の経営姿勢にある」と指摘され、そこから自己変革を繰り返し、まさに「人を
生かす経営」を総合実践されている体現者です。現在も、採用・教育の全ての
同友会の活動に参加し、社員と共に学び合い、育ち合い、地域に光を当てる経
営に挑戦中です。
今回は同友会づくり本部長として登場して頂きました。
１．同友会づくりとは
「同友会づくり」の目的は２つ。まず「地域」にとって、雇用を守るためなくてはならない経営者団体とな
ること。また「経営者と社員」にとっては、未来をひらく共学の場であり続けること、それが同友会です。
現在、愛媛同友会では、「人が生きる経営」を総合実践する仲間づくりを積極的に行っています。「人が生
きる経営」を総合実践する企業が増えることで、地域はさらに仕事が増え、雇用も増え、幸せな社員とその
家族が増えてくると考えています。
「同友会づくり」の目的はその一点にあるといっても過言ではありません。
そのためにも2015年度同友会づくり本部では、２つの基本方針の下運動を展開してまいりました。１つは
「同友会がわかる役員の育成」です。これは理事や、支部・地区幹事の皆さんが「同友会運動」に対する見解
と見識を持ち、自社で、業界で、地域で実践することを目標とし増強の「強」を達成するものです。２つ目
は「共学の精神で、地域を担う経営者の仲間づくり」として、まず自身が明確な経営課題を持ち、同様に様々
な課題に挑戦を続ける仲間たちを増やし続ける「増」を担うものです。
有難いことに愛媛同友会は、メニューが充実している全国にも誇る同友会です。そして2015年度は会員増
強も進んできました。メニューの充実と会員増強が平行して進み、さらに誇れる同友会にしていきたいと考
えています。
会員増強は重要です。新たな入会者を増やし、退会者を減らすことはとても重要な同友会づくりです。現
在研修・オリエンテーション委員会では、新入会員オリエンテーションを強化・改善しています。役員がメ
ンターとなり新入会員をサポートしていける仕組みづくりを行っています。
同友会では企業づくり、地域づくり、同友会づくりと３つの柱がありますが、３つの柱の入口は企業づく
りです。企業づくりを進めていくことが地域づくり、同友会づくりに繋がります。先の本企画「リーダーに
聴く」でも伊藤俊一郎さん、篠原治行さんが話されていますが、まずはより良い例会をつくることから始ま
ると思っています。より良い例会をつくることが同友会のレベル向上の入口であると思います。
２．同友会での学びと実践
私は同友会のメニューには積極的に参加しています。合同企業説明会に始まり、合同入社式、中堅社員研修、
同友会大学、経営指針成文化セミナー等、企業づくりのメニューは自社に活かし実践しています。経営指針
成文化セミナーや同友会大学に職員と共に受講し学ぶことで職員にも変化が生まれています。
職員の変化の一例ですが、経営指針成文化セミナーに参加した中間管理職になったばかりの職員（ベテラ
ンで愛想があまりよくない、近寄りにくい雰囲気）は、様々な企業の人たちの想いや人間関係の悩みに触れ
ることで、部下や後輩たちに積極的に話しかけるようになり、避けていた飲み会も積極的に企画・参加する
ように大変身しました。同友会での活動があって自社がよくなっているのだと感じています。
３．会員へのメッセージ
同友会のメニューに参加して学び、実践することが同友会３つの目的を達成する方法です。各委員会が中
小企業の抱える課題です。全国大会に行くことも大きな学びとなります。県外に出ていくことでまた新たな
学びがあります。ぜひ同友会を活用し、良い会社を作り、同友会運動の体現者となって頂きたいです。鎌田
哲雄専務理事がおっしゃっていますが、学び、実践し、そして失敗を教訓として“憧れの存在”になりましょう。

インタビュアー・文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）
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2016年度愛媛同友会 第４回合同企業説明会
３月23日（水）
、松山市総合コミュニティセンターで2016年度愛媛同友会
委員会の担当で開催しました。参加企業は31社、来場学生は104名でした。

第４回合同企業説明会を共同求人

【日
時】３月23日（水）13時～17時
【会
場】松山市総合コミュニティセンター
【対
象】2017年３月 大学等卒業予定者等
【参加企業】31社（順不動）

アイネット株式会社、株式会社アライ、有限会社池田食品工場、泉製紙株式会社、いっせいグループ、
Smilefood 株式会社、イトマン株式会社、NPO 法人家族支援フォーラム、愛媛医療生活協同組合、
愛媛県中小企業家同友会、岡田印刷株式会社、義農味噌株式会社、株式会社 GOOD FIELD、月心
グループ、高齢者総合福祉施設 梅本の里、株式会社昆布森、サトー産業株式会、株式会社サニクリー
ン四国、株式会社志賀商店、株式会社清水屋、生活協同組合コープえひめ、株式会社世起、株式会
社そごうマート株式会社ハート、株式会社バジェット・レンタカー四国、株式会社ビッグウッド、
株式会社平野、星企画株式会社、株式会社マルタ水産、株式会社 美寿寿、森川株式会社、株式会
社ワークメイト
2015年度は６月に開催した合同企業説明会ですが、今回は学生の就職活動が一斉スタートとなる３月に合わ
せての開催となりました。就職活動の開始時期ということもあったのか来場学生数は過去最大となり会場も賑
わいました。時期だけでなく、愛媛同友会が各大学や関係団体との連携があっての結果です。学生からも「同
友会だからきました」という声もある等の成果も見られました。
来場した学生からは、「自分自身の中小企業に対するイメージが変わりました。これからの就職活動に活かし
たいです」「来たかいがありました！」「雰囲気がよかったです」「個人で話をきけて大変充実した時間を過ごせ
ました」等の声がありました。共同求人委員の皆さんや参加企業の皆さんが学生と対話し、単なる人取り、競
争ではなく共創になっていたからこそだと感じます。愛媛同友会らしい運動としての合同企業説明会になりま
した。
愛媛同友会では、中小企業が単独で実施することが難しい入社式や新入社員研修を同友会で一体となって実
施しようとしており、採用から入社式、研修という新入社員を迎え入れるためのプログラムがあります。今後
ともよろしくお願い致します。

文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）

来場学生数は
100名を超えました！

参加企業は過去最多の
31社でした

学生から参加して良かった
との声を頂いています

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

株式
会社

担当の共同求人委員会委員長の
松本等さん

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
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でもできるものですが、歳時記では春の季語となっています。

しゃぼん玉を眺めている、そんな景色でしょうか。

いる作りになっています。親が微笑ましく、はしゃぐ子どもと

使っているので、子どもの足音としゃぼん玉を並列に鑑賞して

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

同友会で俳友会

家の中にいることが多かった冬が終わり、暖かくなって外に出

節感が伝わってきます。中 七 が「 子 の 足 音 と 」 と 助 詞「 と 」 を

てしゃぼん玉ができるようになった、「春」の季感がありますね。

佳作
しゃぼん玉こぼれた液とこぼれた涙





しゃぼん玉そのものではなく、しゃぼん玉を作る石鹸水に注





六月三十日

TEL：089−911−0329 ㈹
TEL：089−947−2050 ㈹
TEL：089−998−2555 ㈹
TEL：0120−366−329
TEL：0120−006−329

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

今月の兼題は「しゃぼん玉」です。しゃぼん玉はいつの季節

最優秀賞
こ
しゃぼん玉降る振り向けば昨日の娘

目した作品です。しゃぼん玉は明るい雰囲気がありますが、こ

達哉さん（愛媛県中小企業家同友会事務局）

「しゃぼん玉降る」
「振り向けば昨日の娘」という二つのフレー

ぼれた液には何かもの悲しさがありますね。「こぼれた液」と「こ

…伊井

ズからなる作品で、中七の途中に「切れ」のある形になっていま

ぼれた涙」が助詞「と」でつながっているので並列の関係ですが、

一嘉さん（有限会社オーガスト）

す。本来の五七五の構造を外して、一つの言葉が音節間をまた

微かな因果が感じられます。心の機微を楽しみたい作品です。

…米岡

がることを「句またがり」と言い、この句も句またがりの構造

八月号
兼題 「熱帯夜」
締め切り

六月号
兼題 「蛍」（初蛍、蛍火、源氏蛍、平家蛍、夕蛍 も可）
締め切り 四月三十日
七月号
」「青蛙 （あおがえる）
」
兼題 「雨蛙 （あまがえる）
締め切り 五月三十一日

になっています。「しゃぼん玉降る」ということで、一つ二つの
しゃぼん玉ではなく、降りしきる程のしゃぼん玉の中に作者がい
ることが伺えます。ここで作者は、何か視線を感じて振り向きま
す。するとそこには昨日の娘が立っている。作者と昨日の娘の距
離感が、驚きをもって表現されています。あどけない子どもの日
常とも読めますが、
「子」ではなく「娘」と表現されているので、
意味ありげな大人のワンシーンともとれます。意味深です。

一輝さん（愛媛故繊維再生株式会社）

優秀賞
とびまわる子の足音としゃぼん玉
…川﨑



しゃぼん玉遊びで、子どもがしゃぼん玉を追いかけて飛び回っ



ているシーンが眼に浮かびます。春の季語であるしゃぼん玉の季

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!
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新入事務局員紹介

難波

賢太 さん

2016年４月より新入事務局員が入局致しますのでこの場をお借
りして紹介させて頂きます。
新入局員：難波賢太（なんばけんた）さん。1993年生まれ。
岡山県出身。愛媛大学教育学部 総合人間形成課程 国際理解
教育コースを2015年度卒業。７歳からサッカーを始め大学で
もサッカー部で幹部として活躍。大学内外共にNPOやボラン
ティア活動に積極的に参画。2014年12月から愛媛同友会事務
局でアルバイトをしていました。2015年度第11回理事会で承
認され、2016年４月より正規事務局員となります。

愛媛大学教育学部、総合人間形成課程国際理解教育コースを卒業しました、難波賢太と申します。この度、
新年度より正規事務局員として愛媛県中小企業家同友会に務めさせていただきますので、ご挨拶とともに
決意表明をさせていただきます。
アルバイトとして事務局で１年間働かせていただきました。その中で、自身の軸は何なのか。自分は何
を基準に行動しているのか。理念・哲学とは何か。１年経ち、わかったことは、自分は「人間関係を価値
基準として行動している」ということだけで、私には自身の軸や理念・哲学がないことを知りました。私
は初めて自分という人間の未熟さを痛感しました。と同時に、自分がなんと恥ずかしく、情けないのか。
悔しい思いで満たされていました。そんなとき、鎌田専務理事は私に「この同友会で自分の軸、理念・哲
学をつくりなさい」とおっしゃってくださいました。また、
「あなたは退路を断てば真っすぐに進んでいけ
る人だ」というお言葉も頂きました。厳しさの中に温かさがあり、まさしく私の憧れとする人物像を持っ
た人だと感じました。だからこそ、この愛媛県中小企業家同友会という大きな流れの中に身を置くことを
決心いたしました。
私の憧れる人物像は「人に寄り添い、行動することのできる人」
、
「誰かのために行動を起こせる人」で
す。私が自身の憧れる存在に近づく、また憧れの存在になるためにも、これから正規事務局員として主体的・
積極的に学び、活動していきます。どうぞ、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。


文責：難波 賢太（愛媛同友会 事務局員）

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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新入会員ご紹介・会員消息 （９名）
杉本

宗之（すぎもと

むねゆき）

矢部

勇人（やべ

（２月22日～３月22日）
はやと）

1961年１月25日生まれ 松山支部第１地区会
一般社団法人 愛媛県勤労会館 理事長
貸室事業 貸会議室、宴集会、婚礼事業
〒790-0066 松山市宮田町132
TEL(089)945-6011 FAX(089)934-5290
紹介者／NPO法人家族支援フォーラム 米田 順哉

1978年４月20日生まれ 松山支部第２地区会
矢部医院 後継者
内科・神経内科
〒791-0112 松山市下伊台町1291
TEL(089)977-6262
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

和氣

熊谷

數男（わけ

かずお）

啓子（くまがい

けいこ）

1946年12月４日生まれ 松山支部第１地区会
百姓百品㈱ 代表取締役
農産物直売所、農業生産法人(ネギ）、就労支援Ｂ型
〒797-1212 西予市野村町野村12-15
TEL(0894)72-0177 FAX(0894)69-2340
紹介者／ポン菓子あいぽん 和田 寿博

1950年２月９日生まれ 松山支部第２地区会
㈱ワークメイト 取締役本部統括
福祉（A型・移行）
〒790-0056 松山市土居田町293-1
TEL(089)973-4055 FAX(089)973-4055
紹介者／沖縄同友会 大城 辰彦

森貞

藤田

由美（もりさだ

ゆみ）

浩晃（ふじた

ひろあき）

1992年12月19日生まれ 松山支部第１地区会
NPO法人 四国青年NGO HOPE 事務局長
若者の人材育成・キャリア支援 四国中の学生のネット
ワークづくり 青年活動家の支援
〒790-0833 松山市祝谷2丁目2番6号
TEL(089)906-5994
紹介者／NPO法人 家族支援フォーラム 米田 順哉

1984年６月６日生まれ 四国中央支部
うま法律事務所 弁護士
弁護士事務所
〒799-0413 四国中央市中曽根町428番地２
TEL(0896)29-5550 FAX(0896)29-5551
紹介者／サトー産業㈱ 佐藤 慎輔

保住

岡本

和枝（ほずみ

かずえ）

1968年12月17日生まれ 松山支部第２地区会
SARA～彩楽～ 代表
カラーコンサルタント、セルフブランドコーチング
〒790-0833 松山市祝谷3丁目6-30
TEL(089)989-4651
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

稔（ただ

みのる）

1969年７月22日生まれ 四国中央支部
多田稔中小企業診断士事務所 代表
経営コンサルタント業
〒792-0043 新居浜市土橋2丁目1-14
TEL(0897)47-6551 FAX(0897)47-6552
紹介者／㈱VOCE 北川 等

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

あきら）

1973年12月９日生まれ 松山支部第２地区会
ＩＭコンサルタント 代表
コンサルタント業（中小企業診断士）、人材育成・研修
〒791-8013 松山市山越1丁目20-35
TEL(089)989-1171 FAX(089)926-0347
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

会員掲示板

多田

陽（おかもと

○役職変更
会 員／川﨑 一輝（東温支部）
企業名／愛媛故繊維再生㈱
取締役部長から専務取締役に就任されま
した。

10

愛媛県中小企業家同友会

第32回定時総会のご案内

2016年 ４月27日
（水）
16 : 00 ～ 21 : 00
ふるってご参加ください！

「人が生きる経営」と「同友会らしい黒字経営」の
実現を誓い合う総会です。
参加費 ８，
０００円（第１部・第２部・第３部含む）
第１部 分科会

企業づくり・地域づくり・同友会づくりの３つのテーマ
に分かれて分科会を行います。申し込み時に分科会登録
をお願い致します。

第２部 会員表彰・総会議事

会員表彰では30年功労者と会員増強の表彰を致します。
紹介者は新入会員さんに是非お声かけ頂き、共にご参加
ください。
総会議事では、2015年度総括と2016年度方針、2015
年度決算と2016年度予算、2016年度理事等の提案を行
います。

第３部 懇親パーティー

懇親パーティでは、産・学・官・報・金・労の各機関並び
に各地同友会からの来賓民さんにご参加いただきます。

総会は同友会運動の総括の場であり、
「成果を上げるための行動力を学ぶ」ための総会です！
社員と対話し、お客様と対話し、時代と対話する会員になりましょう！
ゲスト参加大歓迎！！
みんなでよい会社・よい経営者・よい経営環境をつくりましょう！
※詳細は案内チラシをご覧ください。

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

松山事務所

☎ 089−907−5601

代表弁護士／吉村紀行
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

JXエネルギー株式会社特約店

