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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、
産学官報金労連携の枠組みで、
条例
制定運動を通して、
地域と企業で実践する】

2016年度

スローガン

同友会
理念

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！
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
つくろうの同友会３つ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。

発行：愛媛県中小企業家同友会

編集：広報情報化委員会
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中同協第48回定時総会が開催！
全国47同友会と中同協から1306名の代議員が参加

７月14日㈭・15日㈮、中小企業家同友会全国協議会の第48回定
時総会IN大阪が開催されました。全国47同友会と中同協から1306
名の代議員が参加しました。
「同友会の理念の実践で、人が輝く持続可能な社会へ」をスロー
ガンに、15の分科会等で同友会運動の方向性等を議論して学び合
い、２日目には「中小企業家エネルギー宣言」を採択しました。
愛媛同友会からは、平野啓三代表理事、杉本太一代表理事、鎌
田哲雄専務理事、米田順哉副専務理事、長野禎毅理事、櫻田直也
理事、服部豊正相談役、伊井達哉事務局員が参加しました。

奇跡は望むものではなく、
欲しいと望むものを自らつくるもの。
希望は、絶望のど真ん中にある。

戦後七十一年目を迎えた終戦の八月に反
戦・平和を一貫して訴え続けた反骨のジャーナリ
スト・むのたけじさんが八月二十一日に百一歳で
亡くなりました。太平洋戦争の報道で新聞記者と
して国威発揚に加担した反省から、戦後は故郷の
秋田県で新聞「たいまつ」を発刊。詩もたくさん
つくり「詩集たいまつ」等が著書にあります。著
作や講演活動を通じて、戦争の愚かさや人生の妙
を縦横に論じ、味わい深い箴言（しんげん）を私
たちに伝えてくれました▼「花はどんなに美しく
咲いても、茎が折れたらすぐしぼむ。ひとすじに
貫くものがあって実を結ぶ」。数ある詩の中でも
私の好きな詩のひとつです▼むのさんは、「奇跡
は望むものではなく、欲しいと望むものを自分た
ちが自らつくるものだ。それを求めるなら、まず
あきらめること自体をあきらめることだ。どんな
時でも希望は、絶望のど真ん中にある」という言
葉は、病気と共に歩んでいる私の生きる支えにも
なっている言葉です▼「くり返し力説したい。人
は誰でもその人にふさわしい役割。その人でなけ
ればならない仕事をめいめい必ずひとつは持って
いる。だから自分は、誰にも劣るものではなく、
だれかに優れるものでもない。それを知った時、
人は自立する」この詩も、優劣で価値判断しない
同友会理念を体現した詩そのものです。同友会会
員や事務局員なら共感する詩ではないでしょうか
▼むのさんは、過去の戦争報道の反省から「歴史
がどこに向かっているかを伝えよ」と、ジャーナ
リズムに警鐘を鳴らし続けました。私たち同友会
運動も戦前や戦後の「戦争と中小企業」の教訓を
学び伝えることが大切だと思います▼例えば、戦
後の景気低迷の中、朝鮮戦争の時に「戦争になれ
ば景気が良くなる」という朝鮮戦争特需の神話は、
一部の産業に集中。一九五一年の休戦会談を機に、
反戦不況に陥りました。このような歴史の教訓を
しっかりと学ぶことが大切です。むのさんの戦後
の人生は、失敗を教訓とし、法則化するという『憧
れの存在』そのものでした▼大切なのは、世の中
の流れに身を任せるのではなく、自立して考える
こと。そして職場や同友会で自由闊達に語り合え
る社風や会風を大切にすることが「むのたけじ」
さんの生き方から教えられます「世の中は捨てた
ものではなく、世の中は信頼に足る」ことを実証
する生き方を誓った八月でした。（鎌）

愛媛県中小企業家同友会
〒791ｰ8057 松山市大可賀2ｰ1ｰ28 アイテムえひめ TEL（089）968ｰ3112 FAX（089）968ｰ3107 http://ehime.doyu.jp/

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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四国中央支部７月例会
同友会で学び、会社をどう変革してきたのか
～人を生かす経営の総合実践～
■報告者：服部 豊正 氏
服部製紙株式会社 代表取締役会長／愛媛県中小企業家同友会
■日

時：７月１３日㈬

■会

場：ホテルグランフォーレ

相談役
■参加者合計：29名

服部豊正さんは愛媛同友会設立（1985）直後の1986年入会され、初代川之江伊予
三島支部長として地域に支部を立ち上げられます。当時、幹部社員の離職をきっか
けに社員さんがやる気を持ち働ける職場をいかに作れば良いのか悩まれていた服部
さんは香川同友会会員の三宅昭二さん（三宅産業株式会社）の報告を聞き「社員が
生き生きと働ける会社・・・わたしの目指す会社はこれだ ! 」と確信され入会する
ことを決意されました。以降企業経営に同友会運動を取り入れて事業変革を推進し
てこられました。社員さんを巻き込み開催した経営指針作りでは、服部製紙さんの
その後の方向性を決定づける理念が生まれました。その理念を礎とし地球環境への
貢献をコンセプトにブランドを立ち上げたり、全社員参加型の７つの委員会活動を
実践。社員が自主的に働いていけるようにどうしたらいいか、また社員との信頼関
係をいかに築いていくのかを問い続け学びをさらに深められました。中でも教育学
者の大田堯氏の人間尊重の思想は服部さんの人事観に大きく影響を与えます。共に
働く社員さんを最高のパートナーとして共に育つ共育的思想に基づき取り組まれ事
業を成長発展させていくことになります。

報告者の服部豊正さん

また社長の大切な決断として
① 経営者として公私混同しない（６分の公と４分の私）
② 悪いことは辞める決断をする
③ 方向性を決める
３つの大切なポイントを教えていただきました。
31年前に同友会と出会い素直に謙虚に学ぶ服部さんの報告を受け、経営者として
の問いを持ち学び続けることの大切さをつくづく感じさせていただきました。本当
にありがとうございました。
寄稿：菰田 晃伸さん（こもだ寝装㈱／四国中央支部）

真剣に報告を聞く参加者の様子

会員情報：㈱美寿寿

みすずオリジナルジェラートが販売中！！
株式会社美寿寿（会員）でオリジナルジェラート
を販売しています。地元・四国中央市の特産品の新
宮茶、こんにゃく、えびちくわ、日本酒を使い製
造。新宮茶は会員の有限会社脇製茶場のものを使用
し、媛もちには会員の株式会社一柳のグルコマンナ
ン入りとなっており、会員同士の連携にもなってい
ます。代表取締役・長野禎毅さんの「地元の良い物
をクローズアップしてギフトにつなげたい」という
想いが今回の商品化となりました。
ジェラートの種類は５つ。脇製茶場の「煎茶」と
「ほうじ茶」。一柳こんにゃく店のグルコマンナン入
り「媛もち」。吟醸酒粕を使用した「酒かす」。えび
ちくわが入った「えびちくわフロマージュ」となっ
ています。
ギフトでジェラートはいかがでしょうか。
※雑誌「愛媛こまち」８月号でも取り上げられてい
ます。

オリジナルデザート５種類
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東温支部７月例会
魅力ある企業とは
～本音を語り合い、課題を解決する同友会へ～
■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
■日

時：７月１９日㈫

■会

場：東温市商工会館

中研修室

経営相談室長
■参加者合計：17名

７月19日㈫東温市商工会館において、東温支部恒例の秋川保親さんの報告会が行
われました。私たちにとって、経営者としての原点に返らせてくれる大切な例会と
なっています。今回は魅力ある企業とはどのような企業かという事についてお話を
していただきました。
まず始めに現在の世界情勢と日本の情勢についての説明がありました。物事は常
に変化をしており、その時代の流れを読み解くには、世界の動き、日本の動きを知る
必要があります。グローバル化した世界で今後日本の産業は大きく変わっていきま
すが、どんな時代に変化をしても、経営者は会社と従業員の暮らしを守り抜く覚悟
を持たなくてはいけません。ある経済学者が、21世紀の企業が生き残る為には「競
争」ではなく「住み分け」という考え方が出来るかどうかにかかっていると指摘し
ています。まさしく、この「住み分け」という考え方が魅力ある企業になるための
ポイントになってきます。
「住み分け」＝「お客様から必要とされる自社独自の商品やサービス」を確立し
て、不特定多数の顧客を対象にする経営ではなく、特定の顧客を大切にした御用達
の経営が中小企業にとって最も重要な考え方になってくるのではないでしょうか。
中小企業が活躍する場所は地域です。地域から「あそこにしかない」とあてにされ
るような商品やサービスを提供するための努力がより一層大切になってきます。
そして、当然ながら魅力ある企業になるために経営者自身が最大限の力を発揮し
なくてはなりません。秋川さんは経営に必要な３つの力として、①社長の誰にも負
けない努力②従業員の協力③天を味方にする経営（動機が善で、私心が無い）を挙
げられていました。
１年後、５年後にあなたの企業に「売るものがあるか」という事を、今一度真剣
に考えてみませんか。
秋川さん、本日も沢山の気付きをいただきましてありがとうございました。
寄稿：中村 剛さん（㈱コピー愛媛／東温支部）

イベント案内

報告者の秋川保親さん

魅力ある企業になる
ポイントについて学びました

東温イタリアン&フレンチサーキット開催!!
東温市にはイタリアン、フレンチのお店がたくさんあるのをご存じですか？そ
んなお店が一同に集まったイベントが開催されます。
１日で「東温のイタリアン＆フレンチ」が楽しめるイベントです。世界のビー
ルが飲めるというのも魅力的ではないでしょうか。
この東温イタリアン＆フレンチサーキットは“とうおんまちづくり工房”が企画
しています。“とうおんまちづくり工房”は東温市中小零細企業振興基本条例の円
卓会議等での議論を更に活性化させ企業や地域主体のまちづくりを進めようと動
き始めた組織です。同友会の会員が中心となっており、市への施策提案やにぎわ
い創出を目指しています。
今回はまちづくり工房初のイベントとなっておりますので是非皆さんご参加く
ださい。
開催概要
■日 時：2016年₉月22日（祝・秋分の日）
16：00〜21：00（料理のＬ.Ｏ.20：00）
■会 場：レスパスシティ（東温市見奈良1110）
■チケット販売 ￥2,000（￥100×20枚）
前売りチケットをご購入の方には、
ビール₁杯無料のプレミアムチケットプレゼント
※チケットは前売り500枚、当日100枚となって
おりますので、お早めにお求め下さい。
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今治支部７月例会
社員と共に作り直した経営指針が、企業再生の鍵
～経営指針成文化セミナーへの参加で、共に学び合う社風へ～
■報告者：桑波田
岡田印刷株式会社
■日

健

時：７月２０日㈬

氏
代表取締役／愛媛県中小企業家同友会
■会

理事・伊予松前支部幹事長・EDOR委員長

場：今治地域地場産業振興センター

■参加者合計：18名

競争の激しい印刷業界において、
企業再生して会社を倒産の危機から免れるため、
桑波田健さんは社員上がりの経営者として社長に就任しました。当時の社内には旧
経営陣に対する不信不満が渦巻き、疑心暗鬼と将来へ不安が広がっている最悪の状
況でのスタートでしたが、
まず取り組んだことは社員とコミュニケーションを図り、
信頼関係を築くことでした。会社の厳しい現状とこれから取り組まざるを得ない再
生計画について、社員一人一人に丁寧に説明を繰り返し、説得ではなく、納得して
もらえるまで辛抱強く向き合いました。
そんな中、愛媛同友会に出会い、３年後に経営指針成分化セミナーを受講します。
もともと理念や事業計画はありましたが、自分が納得いくものを作りたいという思
いで経営幹部と一緒に参加し、セミナーの教えに従って真剣に作成しました。作成
座長の阿部匡弘さん（左）と
にあたっては、同友会メンバーが親身になって相談に乗ってくれたり、成分化の意
報告者の桑波田健さん（右）
義を社員に伝えてくれたおかげで、２年をかけて社員みんなに受け入れてもらえる
企業理念が完成しました。企業説明会や新入社員との面接、会社の将来を語る上でも、新しい理念を用いて説明することで、
方向性がぶれず腹を据えてじっくり語ることができるようになりました。経営破綻当時にコンサルタントと秘密裏に作った
再生計画よりも、社員と共に作った経営指針のほうが社内で果たす役割は大きく、
振り返ってみると経営指針成分化セミナーへの参加が会社の立て直しに役立ったと
いいます。
今回の報告を通じて感じたのは桑波田さんと社員の信頼関係の強さです。
なぜ桑波田さんは苦難の道を選び、そこまで社員を信頼できるのか？それは自分の
ためでも会社のためでもなく、一緒に働く社員のことが本当に大切だからなのだと
思います。再生するため売り上げを伸ばすことがすべてではなく、そこで働く社員
がやりがいをもって安心して働ける「人を生かす経営」こそが重要だと思いました。
「見栄を張らず、意地を張らず、嘘はつかず、ごまかさない。当たり前のことかもし
れませんが、
いつも心がけていることです。」穏やかな口調と誠実な人柄の奥底に秘
めた情熱を感じた素晴らしい報告でした。桑波田さんありがとうございました。
白熱したグループ討論の様子
寄稿：松田 泰幸さん（㈱平野／今治支部）

イベント案内

鈍川シャワトレ! ～鈍川渓谷シャワートレッキング〜

鈍川渓谷の清流の中をさかのぼっていく夏の冒険 !
水の中を歩いたり、泳いだり、川の自然と涼しさを満喫。
ちょっとスリリングなポイントも、力を合わせて乗り越えよう !
さあ行こう、川のきらめきと流れの中へ。
今治支部主催 ! 交流企画 夏の自然体験 !!
■日 時：９月４日㈰ 13時～（２時間程度）
■集 合：鈍川渓谷 ふれあいの森 森林館（今治市玉川町 鈍川温泉郷1.5㎞上流 駐車場あり）
■対 象：小学１年生以上（高校生以上は大人料金）
■定 員：30名程度
■参加費：親子２人3,500円（家族１人追加につき+1,500円）、大人１人3,000円
■服 装…水着の上に乾きやすく保温性のある化繊生地のTシャツ、ズボン。
水着、ラッシュガードの上に、化繊のＴシャツやタイツ、ジャージ、フリースなど。
足元…スポーツサンダル（靴下着用）またはウォーターシューズか履きなれたスニーカー ※ビーチサンダル不可
■持ち物…タオル、着替え、靴の替え、飲み物、帽子、水中メガネ（あるとより楽しい♪）など
※雨天時は雨天代替プログラムを実施します。台風直撃等の荒天でやむをえない場合のみ
中止とさせていただきます。
※をかしやは、万が一の場合に備え、日本エコツーリズムセンター会員年間包括野外活動
保険に加入しています。
■申込問合せ先：メールアドレス kyannpasu7025@yahoo.co.jp
件名に「沢登り」と記入し、本文に①参加者氏名 ②年齢 ③連絡先 をご記入下さい。
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伊予松前支部・松山支部合同７月例会
私は“何のために”同友会運動をしているのか？
～５年間の気づきと学びと実践、そして「憧れの存在」を目指す私の体験～
■報告者：大北 雅浩 氏
愛媛県中小企業家同友会 組織担当責任者
■日

時：７月２２日㈮

■会

場：松前総合文化センター

■参加者合計：58名

７月22日㈮に、伊予松前支部・松山支部合同７月例会を開催致しました。松山支部との合同例
会で、県外からご参加いただいた方もおり、58名と多数の参加者が集まった例会となりました。
報告は、
愛媛県中小企業家同友会事務局の大北雅浩さん。
「私は何のために同友会運動をしてい
るのか」というテーマで、これまでの５年間に起こった体験や気づきを語っていただきました。
生まれも育ちも松山で、奈良県の大学で考古学を選考。卒業後、奈良県のお寺に就職するも、 報告者の大北雅浩さん
松山に帰ってくることとなり、その際に「外に出て人と会って話をする仕事がしたいなぁ」と思
い就職したのが地元経済紙での記者としての仕事でした。いきいきとやりがいも感じて勤めていた中で、大きな転機となる
出会いが訪れます。当時はビズポート内にあった同友会事務局の鎌田哲雄・事務局長（現専務理事）との出会いです。
鎌田さんの人間性に惹かれ、同友会事務局の仕事が一番合っていると感じ転職をしたのですが、実際外から見るのと仕事
をしてみるのとでは大違い。数々の失敗→挫折→励まし→反省を繰り返す中で、自分の未熟さや覚悟の甘さに気づきます。
あまりにも失敗が度重なるため、周りの方のすすめで心療内科を受診。ここで思いもよらぬ、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性
障害）であることの通告を受けた大北さん。
心療内科では事務局長の役職はしないほうが良いと言われ、これ以上周りの人に迷惑をかけられないので、退職したいと
鎌田さんに告げます。その数日後に鎌田さんから電話で、
「大北さんは事務局を辞めたいのですか？それとも続けたいけど辞
めないといけないと思っているのですか？」と問われ、
「続けたい」と答えられたそうです。それなら続けられるように考え
ましょうと事務局内の体制を変革し、今年１月より組織担当責任者という役職で、もともと得意としていた営業的な役割を
任されています。
憧れの存在である鎌田さんに、近づきたいという目標を実現するためにはしっかりとした仕事に対する見識・見解を持つ
ことで確信を持ち、語れることが必要不可欠であることに気づいた大北さん。会員訪問を行うことで、会員ひとりひとりと
自分（１対１の）関係であることに気づきます。
また、訪問するためには同友会の勉強も真摯にし直さなければなりません。このことは、われわれの企業活動にも通じる
事だと思います。今後の活躍を期待しております。
懇親会はオモニで開催致しました。こちらも30名と多数の参加をいただき、美味しい料理を頂きながら学びや親睦を深め
ました。
また、大北さんの誕生日だということもあり、花束の贈呈や、男性会員によるかわいらしい？韓国風コスプレが披露され
るなど、盛り上がりのある懇親会となりました。
寄稿：田中 雅也さん（㈱エヒメタイヤ／伊予・松前支部）

伊予・松前支部主催

フットサル大会が開催されました

７月３０日㈯、愛媛フットサルパーク松山三越（会員）にて、伊予・松前
支部主催のフットサル大会が開催されました。運動を通しての交流、運動
不足の解消など参加理由は自由で、毎年暖かい時期に月一回ほどで開催し
ています。
約１年ぶりの開催で、参加者が集まるか不安という声もありましたが、
この日の参加者は３０名を超え大盛況でした。試合は５チームのリーグ戦形
式で行われ、合間にはお子さん同士での試合もありました。１９時から２１時
まで汗を流し、中野恵太さん（株式会社中野本舗／伊予・松前支部幹事）
が通算２得点で得点王に輝きました。
私は今回初めて参加させていただいたのですが、スポーツを通しての交
流の楽しさを感じることができ、非常に心地よい空間でした。今後とも多
くの方にご参加いただき、より活気のあるフットサル大会であればと思い
ました。
文責：難波 賢太（愛媛同友会 事務局）

30人以上が集まり盛り上がりました

子どもから大人まで一緒に汗を流ました
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中小企業家エネルギー宣言
７月14日㈭・15日㈮に開催された中
小企業家同友会全国協議会第48回定
時総会の２日目では、「持続可能な社
会をつくり、地域と日本の新しい未来
を切り拓く ～エネルギーシフトの
学習と実践を～」というテーマでパネ
ルディスカッションが行われ、エネル
ギーシフトについての問題提起があ
りました。そこで、今回の総会で採択
された「中小企業家エネルギー宣言」
を紹介します。
中同協の議案書では2015年から大
項目で「エネルギーシフトの学習と実
践を」と位置づけがされました。2015
年の総会では「中小企業家エネルギー
宣言（案）」を定期し、学習から初め
ていくこととなり、１年間取り組みを
進めてきました。同時に「エネルギー
シフトハンドブック」が発行されま
した。「エネルギーシフトハンドブッ
ク」のお買い求めは事務局までご連絡
ください。

中小企業家エネルギー宣言
基 本 理 念
エネルギーシフトで持続可能な社会をつくりましょう。
1. 私たちは、命と暮らしを基本とした新しい持続可能な経済社会をつくることをめ
ざします。
2. 私たちは、原子力・化石燃料に依存しないエネルギーシフトに取り組み、地域と
日本の新しい未来を切り拓きます。
3. 私たちは、中小企業の力を発揮して、環境経営に取り組み、地域で再生可能エネ
ルギーの創出による新しい仕事づくりに取り組みます。
現在の日本社会はエネルギーの大量消費によって支えられています。しかしその一方
で、日本のエネルギー自給率はわずか６％と海外依存度が高く、国際情勢や為替などで
不安定になりやすい状況です。
世界を見れば、これまでの経済優先社会の限界を目の当たりにした欧州の人々を中心
に、省エネルギーや新しいエネルギーによる持続可能で質の高い暮らしの実現と新しい
社会構造をめざすエネルギーシフト（転換）の挑戦が始まっています。
日本には、森林・海洋・水源・地熱など自然資源が豊富にあり、新しいエネルギーの
可能性は大きいものがあります。日本の高い技術をもってすれば、もっと豊富な再生可
能エネルギーを生み出し、自給率が高まり、新たな中小企業の仕事も多く生まれます。
すでに国内でもさまざまな研究が進んできています。
東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所事故によって、長年にわたり生命が放
射線の脅威にさらされる事態に陥りました。過去に原子力による戦禍や過酷な災禍を経
験してもなお、人類は経済を生命の上におく社会を許容しています。
しかし、私たちはこのエネルギーシフトという潮流を見逃すことなく、いまこそ持続
可能な経済社会を希求し、何よりも人々の生命と暮らしを守り、生命を育む地球環境が
損なわれないよう転換を促すときです。これは、国民や地域と共に歩み、経済社会を支
える役割を担う私たち中小企業家の使命です。
原発事故から５年を経たいま、私たちはこの逆境を乗り越え、世界に向けて勇気ある
行動をもってその役割を果たしていかなければなりません。
中小企業憲章に謳われた「中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役である」
との理念のもと、私たち中小企業家同友会は、持続可能な日本・地域を次代に残すため、
ここに中小企業家のエネルギーに関する基本理念を掲げ、政府にはエネルギーシフトを
実現する政策を求めるとともに、自らの実践と連携を通じて全国津々浦々で取り組みを
広げることを宣言します。

エネルギーシフトとは
１．エネルギーそのものをシフトする
２．大規模集中型から小規模分散型へ

2016 年 7 月 15 日
中小企業家同友会全国協議会
第 48 回定時総会 IN 大阪

エネルギーシフトの３本柱

エネルギーシフトが必要な５つの理由

１．省エネ
企業での省エネ・省資源、省エネ住宅・リフォームなど
２．地域暖房・コージェネレーションシステム
小規模で小型の発電設備と冷暖房・給湯設備を地域や企業などで取り
組む
３．再生可能エネルギー
太陽光・風力・小水力・地中熱など自然エネルギーの利活用のほか、
廃熱・ヒートポンプ・未利用エネルギー活用

１．エネルギー制約の改善
日本のエネルギー自給率の向上と抱負な自然エネ
ルギーの利活用
２．生活の質の向上
ヒートショックのない省エネ住宅などは命を守る
とともにエネルギーコストの削減で可処分所得も
あがる。
３．中小企業の新しい仕事づくりの可能性
地元に由来するバイオマス燃料などで使用する取
り組み
省エネ住宅や省エネリフォーム、省エネ技術の提
案・紹介
４．豊富に存在する再生可能エネルギー
再生可能エネルギー地活用に挑戦することで地域
にお金が循環する
５．地域や行政との連携
地域の特徴をいかし、資金を地域外に流出するの
を防ぎ、循環させる取り組みを地域や行政を巻き
込んで実現する中小企業の役割

エネルギーシフト５つの実践の視点
１．企業づくり・仕事づくり・・・経営指針に環境経営を方針化し実践を
２．地域づくり・・・エネルギーや資源の地域循環を意識した実践を
３．暮らしづくり・・・環境やエコの商品・製品・技術・サービスの開発・
提供
４．国づくり・・・世界や日本のエネルギー事情の学習や、政策要望など
５．同友会づくり・・・
「中小企業家エネルギー宣言」の学習

7

中小企業憲章・条例推進月間例会
条例づくりで自社と地域の未来を切り拓く
「条例づくりで自社と地域の未来を切り拓く～地域から『憧れられる企業づくり』をめざす愛媛同友会・条例
づくりの実践に学ぶ～」と題して７月20日、３支部合同７月例会が二部構成で奈良ロイヤルホテルにおいて開催
されました。
第一部は行政懇談学習会として主に行政職員を中心に61名が参加、第二部ではオブザーバー30名を含む127名
が参加しました。当日は会外から全体を通して十三自治体と六商工会議所・商工会、２大学、４金融機関が参加
しました。
第一部の行政懇談学習会では、三好貫太氏（松山市地域経済課中小企業支援担当）が、条例を制定するまでの
経緯と制定後の円卓会議や専門部会の活動について、行政マンの視点から紹介しました。特に愛媛同友会の仲介
により行政の垣根を越え東温市の山本一英課長補佐（当時）から条例についてのレクチャーを受けたことや、末
期ガンをおして条例制定運動に取り組む鎌田哲雄・愛媛同友会専務理事の姿を見たことが愛媛同友会を信頼する
決め手であったこと、円卓会議の仕組みや運営を座長の和田寿博・愛媛大学 法文学部 教授、同友会、松山市が
綿密に打ち合わせて臨んだこと等を熱く報告しました。
第二部ではパネリストに和田寿博氏、三好寛太氏、米田順哉氏（ＮＰＯ法人家族支援フォーラム 理事長）、鎌
田哲雄氏の４名を迎えパネルディスカッションを開催、それぞれの立場から条例との関わりや経験の中で深めた
自らの役割や確信を報告しました。
条例とは、
①市民が地域に残ってほしいと思う中小企業を選ぶモノサシを提供するものであること、
②地域に残ってほしい中小企業とは「人を生かす経営」を総合実践する企業であること、
③条例運動を担えるのは「人を生かす経営」を実践する経営者であること、
④「人を生かす経営」を実践する経営者や同友会事務局の生き様を見せることが、行政や大学教員を動かす鍵
であり、それを抜きにして条例の内容や円卓会議の仕組みを議論しても無駄であること、
等を学びました。
寄稿：米田

順哉さん（ＮＰＯ法人家族支援フォーラム／愛媛同友会副専務理事）

パネルディスカッションで愛媛の皆さんが報告
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愛媛同友会と全国健康保険協会愛媛支部との調印
～「健全経営」と「健康経営」が「人を生かす経営」の礎 ! ～
８月10日㈬、愛媛県中小企業家同友会（愛媛同友
会）と全国健康保険協会（協会けんぽ）愛媛支部とが
「健康経営の普及を目指した相互連携に関する覚書」
を締結。
愛媛同友会からは平野啓三・代表理事、田中正志・
代表理事、杉本太一・代表理事、米田順哉・副専務理
事、伊井達哉・事務局員が出席し、協会けんぽからは
家髙眞信・支部長、井原織江・企画総務部長、藤江
昇・企画総務部企画総務グループ長、新谷淳介・企画
総務部企画総務グループが出席しました。

す。健全経営及び健康経営を進めるよう運動していき
ます。」とコメントしました。
この覚書は、愛媛県内の事業所における健康経営の
普及のため、
「健康診査の受診促進に関すること」「生
活習慣病の予防と健康づくりに関すること」などに関
して、相互に協力することを約束するものです。
ここにある「健康経営」とは、経営者が従業員とコ
ミュニケーションを密に図り、従業員の健康に配慮し
た企業を戦略的に創造することによって、組織の健康
と健全な経営を維持していく経営手法を指します。

全国の同友会で協会けんぽとの覚書の締結は、福島
同友会に次いで２例目（福島同友会は2016年３月16
日）。協会けんぽ愛媛支部においては経済団体との覚
書は愛媛同友会が初めてになります。
平野啓三・代表理事は、「健全経営を進める同友会
にとって今回の『健康経営』は必要な要素です。社員
を大切にする同友会の考えと似ている部分もありま

「人を生かす経営」を実践している同友会としては、
従業員の健康に配慮した「健康経営」を進めることは
持続可能な「健全経営」の礎となります。さらに運動
を加速させられたらと思います。

協会けんぽとの調印は全国の同友会では２番目

健康経営を進めることを互いに確認しました

文責：伊井

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

株式
会社

達哉（愛媛同友会事務局員）

志賀商店

愛媛県西条市今在家 921 番地
TEL: 0898-64-1333
HP: h ttp: //s h i ga -ma me. co . jp
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愛媛労連と初の懇談会を開催
互いの取り組みを交流、「違いを認め合い、学び合いを」
８月10日㈬、愛媛地方労働組合連合会（略称＝愛媛労連）
と愛媛同友会とで、初の懇談会を開催しました。愛媛労連
からは、今井正夫・愛媛労連議長、後藤重人・愛媛労連副
議長、堀内敏徳・松山労連議長、竹下武・愛媛労連事務局

称：労使見解）と、愛媛同友会が取り組んできたキャリア
教育や中小企業振興基本条例運動、そこから発展した教材
「未来デザインゲーム」などについて報告しました。
意見交換の場では、鎌田哲雄・愛媛同友会専務理事が、

長、稲葉美奈子・愛媛労連事務局次長、近藤真紀・愛媛労

「労連と同友会は労働者視点と経営者視点の違いから、現状

連執行委員、吉田泰臣・愛媛農協労連事務局次長の７名、

認識には多少の距離感を感じるものの親和性は高い。
『良質

愛媛同友会からは平野啓三・代表理事、杉本太一・代表理

な雇用を創出する』という目的は一致していると感じた」

事、鎌田哲雄・専務理事、米田順哉・副専務理事、大北雅

と前置きしたうえで、
「金融問題が、雇用問題や開廃業の問

浩・組織担当責任者、伊井達哉・事務局員の６名が参加し

題の根幹に影響している」と指摘し、今後、実務レベルで

ました。

の交流を継続していくことを提案。
「違いを認め合うことが

懇談会は今井正夫・愛媛労連議長と平野啓三・愛媛同友
会代表理事の挨拶で開会。

大切で経営者は労働者の働き方、どう働けば労働者が成長
できるのかを学びたい。そして、労働者には中小企業経営

続いてそれぞれの活動紹介を行いました。

者の経営の仕方、経営指針に基づく経営について学んでほ

愛媛労連からは竹下武・事務局長が報告。①「地域活性

しい」と提起しました。

化大運動」として、住宅リフォーム助成制度・中小企業振

その後の食事を交えた懇親会では、
「自分もしっかり勉強

興基本条例・公契約の３点セットを位置づけ、グローバリ

したい」と、今井正夫・愛媛労連議長が理事長を務める関

ゼーションから地域を守る活動を展開していること、②労

連団体のえひめ労働組合共済会の理事長として、愛媛同友

働者の使い捨て・低賃金・格差社会への対策として実施し

会に入会されるなど、和やかで活発な交流の場となりまし

ている労働相談や労働組合の共済等の取り組み、③「生身

た。

の人間が働き生きる」ために、多様な働き方の実現を目指
して実施している取り組みなどが紹介されました。
愛媛同友会からは先ず、平野啓三・代表理事が愛媛同友
会の組織と方針について解説。続いて、米田順哉・副専務

ちなみに、今年１月に第１回連合愛媛との懇談会を行い、
その場で杉本宗之・会長が同友会入会を快諾。愛媛県内の
労働２団体のトップが同友会に加盟。労使関係や働き方、
人を生かす経営について環境づくりが整いつつあります。
文責：大北

理事から、同友会運動の根本である『人を生かす経営』（略

第１回の懇談会となり、
今後も連携を進めていきます

開会挨拶をする
今井正夫・愛媛労連議長

有限会社イープレスプロモーション
TEL 089-957-0036 FAX 089-957-0021

雅浩（愛媛同友会

事務局）

開会挨拶をする
平野啓三・代表理事

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

▶情報通信機器、OA 機器、ネットワークシステム商品の
販売・施行・保守
▶コスト削減のご提案
通信コスト診断及び削減提案
電力使用料コスト削減提案
配管設備復旧コストの削減提案

株式会社イープロ

TEL 089-957-0088 FAX 089-957-0021

▶各種キャンペーン・イベントの企画・運営
▶各種研修の開催
▶法人向け及びコンシューマー向けの携帯電話の販売

株式会社ディースピリット
TEL 089-948-4100 FAX 089-948-4101
▶セキュリティーシステムの構築
▶ネットワークインフラ環境の構築
▶WEB デザイン・WEB 制作・リニューアル
▶各種システム開発・構築・運営

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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同友会で俳友会
今月の兼題は「秋刀魚」です秋の味覚の代表格の秋刀魚。脂の
乗った秋刀魚は、大衆的な魚として食卓を賑わします。

最優秀賞
この国に生まれてうれし焼き秋刀魚

裕志さん（月心グループ／伊予・松前支部）

お便りつき俳句紹介
父と母秋刀魚とおろし僕と妻
父に母秋刀魚におろし僕に妻
大政











一月号
兼題 「お年玉」

大輔さん（広報情報化委員会）

締め切り

十一月三十日

十一月号
兼題 「紅葉」「夕紅葉」「紅葉山」「紅葉川」
締め切り 九月三十日
十二月号
兼題 「年忘れ」「忘年会」
締め切り 十月三十一日

講評：髙橋

掲句二句に作者よりコメントを頂いております
『
「と」と「に」の違いだけでこんなにも感じ方が変わるとは、お
もしろい!』
父母と自分たち夫婦、四人で囲む秋刀魚の食卓をどう表現する
か、作者は助詞を入れ替えると句の雰囲気が変わることを楽しま
れております。伝えたいことに一番寄り添う助詞は何か推敲する
ことも俳句の楽しみの一つです。
※選考は名前を伏せて行っております。ご了承ください。



木下はるえさん（米岡一嘉さん（会員）のご友人）

食卓に脂の乗った秋刀魚の塩焼きが出てきた。酢橘を絞り大根
おろしと一緒に食す。「今年も秋刀魚の旨い秋がやってきたのだ」
との季節の感慨と同時に、「焼き秋刀魚に秋を感じることのでき
る 日 本 に 生 ま れ て よ か っ た 」 と、 こ の 国 に 生 ま れ た こ と に 感 謝 し
て い る。 食 材 で 季 節 を 感 じ る 日 本 人 の 感 覚 を「 こ の 国 に 生 ま れ て
う れ し 」 と 見 事 に 表 現 し ま し た。 嬉 し そ う に 焼 き 秋 刀 魚 を 頬 張 る
作者の姿が目に浮かびます。

優秀賞
ぬかりなく心して焼く初秋刀魚
木下はるえさん（米岡一嘉さん（会員）のご友人）

秋 に な る と、 魚 屋 さ ん で も ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト で も 容 易 に 入 手
できる秋刀魚。大衆的な魚です。しかし、作者にとって、その年
の最初の秋刀魚「初秋刀魚」は意味合いが違っています。高級魚
に劣らない希少な「初秋刀魚」の調理に失敗は許されません。慎
重 に 火 加 減 を 見 極 め る 作 者 の「 初 秋 刀 魚 」 に 込 め る 思 い が 伝 わ っ
てきます。「初」の一字により、この句のリアリティが一気に立
ち上がります。



皆さんの投句
お待ちしています

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
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新入会員ご紹介 （３名）
今井

正夫（いまい

土居

まさお）

1956年３月14日生まれ 松山支部第２地区会
えひめ労働共済会 理事長
共済事業
〒790-0003 松山市三番町８丁目10-２
TEL（089）945-4526 FAX（089）
945-8195
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

荻野

由典（おぎの

（７月21日～８月23日）

将太郎（どい

しょうたろう）

1989年７月24日生まれ 伊予松前支部
㈱ドイ 営業部特販課
米穀の卸・業務・販売
〒791-0215 東温市北野田376-１
TEL（089）955-1711 FAX（089）
955-0400
紹介者／㈱そごうマート 城戸 陽一

よしのり）

1983年１月16日生まれ 松山支部第３地区会
まるく㈱ 職業指導員
社会福祉事業
〒790-0824 松山市御幸２丁目６-45
グランセル松山１階
TEL（089）917-5070 FAX（089）
917-5071
紹介者／一般社団法人いきる 北野 賢三

会員掲示板
○役職変更
会 員／塩崎 智生（伊予松前支部）
企業名／はじめ科学㈱
専務取締役から代表取締役に就任されました。

○お悔やみ
眞鍋明氏・㈱マルブン 代表取締役のご令室 眞鍋
由美子様（享年54歳）が、2016年８月17日ご逝去され
ました。謹んでお悔やみ申し上げます。

!
!
集
募
大
報
情
会員
広報情報化委員会では会員皆さんの情報をお待ちしています。
会報誌で自社情報を発信しませんか？
是非、愛媛同友会会報誌を発信のツールとしてご活用下さい！
お問い合わせは愛媛同友会事務局まで。
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2016年度

愛媛同友会

第４回理事会

議事録

【日時】２０１６年７月２８日㈭１８時３０分～２０時 【会場】アイテムえひめ会議室 【出席者】理事：１７名、事務局員３名、オブザーバー１名
【委任状提出】２０通
【議長】今村暢秀
【議事録作成者】伊井達哉
開会に先立ち、大北雅浩・事務局員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
こんばんは。前回の理事会では理事会運営について協議し様々な意見を
伺うことができました。今回の理事会で早速導入していることもあります。
皆で協力してより良い理事会にしていきましょう。
先日の役員研修会第１講・第２講で同友会の歴史を学びました。講師を
務めていただいた田山さんから、「一番は社員を大事にすること、パート
ナーとすること。
」と話されていて改めてその重要性を感じました。あて
にされる、より良い会社にしていきましょう。そのためにも理事会を、そ
して同友会を活性化して行きましょう。

報告事項
１．正副代表理事会議、各本部、各支部、各委員会各担当者からこの間の
活動報告がありました。
２．中小企業振興基本条例の活動について藤岡貞雄・中小企業憲章条例委
員長と米田順哉・副専務理事から報告がありました。
・６月24日から７月７日までの期間、商工会青年部の勉強会で中・東・
南・西予に藤岡貞雄理事、米田順哉副専務理事、山本一英東温市産
業創出課課長と講演したと報告がありました。特に西予市は条例制
定に意欲的と感じられた。
・７月11日に未来デザインゲームを中心とした条例学習会を行い、実
際に未来デザインゲームを体感し、大いに盛り上がりました。また、
７月15日には松山短期大学で、７月19日には松山大学で未来デザイ
ンゲームを体感する場を設けることが出来ていますと報告がありま
した。
・７月20日には昨年２回も視察に訪れた奈良同友会の行政懇談学習会
・３支部合同７月例会で三好貫太・松山市地域経済課主幹、鎌田哲
雄・専務理事、米田順哉・副専務理事、和田寿博・会員とで報告を
しました。昨年の視察の集大成として行政や大学、金融機関を含め
ての学びの場となっていましたと、報告がありました。
３．会員情報アンケートの中間報告が伊井達哉・事務局員からありました。
７月28日現在、96社分集まっており、今後も収集していくことを確
認し、協力を依頼しました。
４．全国・他団体行事の報告が大北雅浩・事務局員からありました。
５．事務局人事（安丸雄介氏）について報告がありました。
福岡県内医療機関にて医療部門の事務局長をしていたが、医療機関
独特の問題に直面し、愛媛大学の和田寿博さん（愛媛同友会会員）に
相談。同友会事務局には大学時代に希望していたが縁なく断念してい
た。2016年度９月からチャレンジジョブを開始予定。2017年４月より
採用。
６．今後の理事会運営について正副代表理事会議からの報告が松本等・副
代表理事からありました。
前回理事会より協議した内容を正副代表理事会議でまとめ、役員が
集まる理事会をより有意義な場としていくことを確認しました。理事
会の目的をはっきりとさせ、困っていることを持ち寄れる場にし、出
した意見が反映されていくようにしていきましょうと提案がありまし
た。今回の具体的な提案は以下の４つ。
⑴省略できるところは省略し、議題整理をして報告事項中心から協議
事項中心にしていきます。
⑵開催時間を短縮。18時30分より開始し、20時に終了します。
⑶議長を委員長の持ち回制にします。
⑷理事会の席をロの字型にします。

承認事項
１．前回第３回理事会から今回までの会員数の推移及び入会・退会の承認
をしました。
２．2016イノベーション四国顕彰事業の後援依頼についての承認をしまし
た。

協議事項
１．各支部・委員会の2016年度進捗状況の協議を行いました。
○松山支部第１地区会（矢野宏道理事）
：幹事会が活性化し、新会員が
幹事会に積極的に参加している。ゲスト参加も増え、例会参加率等
第１地区会が牽引していくようにしたい。
○松山支部第２地区会（内藤成博理事）
：幹事会の懇親会を増やし、参

加率が上がっている。幹事会の昼開催と夜開催を隔月で行うなど工
夫をしている。
○四国中央支部（長野禎毅理事）
：課題は四国中央支部で経営指針成文
化セミナーを開催できなかったこと。経営指針について学ぶグルー
プでは労使見解について学んでいる。次回は経営指針作成の手引き
をもとに学習会を行う予定。同友会は経営指針成文化と労使見解だ
と思っている。支部内でもっと学べるようにしたい。また、新入社
員フォローアップ研修も行いたい。支部内での学びの場をつくり、
社外取締役のような状態にしたいと考えている。
○今治支部（越智堅太郎理事）
：幹事会の出席率は８割以上。例会の打
ち合わせは昨年度は参加者が偏りがちだったが今年度は役割分担を
しながら行い参加が増えている。課題は例会にゲストが少ないこと。
よい例会づくりを行い、ゲストも増やしていきたい。
○東温支部（藤岡貞雄理事）
：東温支部は基本のフレームワークがまだ
できていない。幹事会の出席は増えたが例会がまだうまくできてい
ないことが現状。今年度は支部内での報告者も増やし活躍の場を作っ
ている。今後はフレームワークをしっかりと行うよう注意していき
たい。また、
支部会員数が少ないため、
他支部との合同の例会を行っ
て刺激をもらいたい。出張例会も考えている。
○伊予・松前支部（大政裕志理事）
：幹事会を昼開催にしてから幹事会
が活性化。しかし例会は特定の幹事に負担がいっている。７月は松
山支部との合同例会を伊予・松前支部で行い刺激になった。今後も
工夫が必要だと考えている。
○障がい者委員会（米田順哉理事）
：障がい者の職場体験学習受け入れ
についてのアンケートを収集している。アンケートは障がい者委員
会と特別支援学校の船影で障がい者の職場体験学習受け入れマップ
を作成企画中。松山市中小企業振興円卓会議で立案された企画。８
月12日には打ち合わせを行う予定。
○求人教育委員会（今村暢秀理事）
：今年度から共同求人委員会と社員
教育委員会が合併した新しい委員会ですが、現在中堅社員研修を行
いながら委員会づくりを行っています。９月から同友会大学が開講
します。是非ご参加ください。合同企業説明会は昨年度３月に行い
ましたが次回は６月に行います。
○中小企業憲章・条例委員会（藤岡貞雄理事）
：報告事項で報告した通
りです。東温市、松山市ともに活動を進め、他市にも制定できるよ
うにしたい。
○キャリア教育委員会（米田順哉理事）
：未来デザインゲームの運用を
進めます。
○ＥＤＯＲ委員会（伊井達哉事務局員）
：ＥＤＯＲは開始から13年を超
え、途切れることなく調査しています。次回で54回となり９月に調
査票を配布いたします。今後もご協力をお願いします。現在は委員
も増え、判定会議も活性化してきています。興味のある方を募集し
ています。
○広報情報化委員会（竹村義則理事）
：６月27日には第16回報道関係者
との懇談会を行いました。次回第17回は12月に行います。またご参
加よろしくお願いします。会報誌については、現在会員情報のコー
ナーを作成しています。各支部のスペースも半ページから１ページ
に増設しますので会員情報を募集しています。毎月会員以外にも100
部ほど発送していますので外部に発信するツールとしても活用くだ
さい。今後は市長との懇談を行っていきたいと思っています。
○研修・オリエンテーション委員会（杉本太一理事）
：新入会員には指
針の作成を行うように新入会員オリエンテーションを企画していま
す。昨年度は３回コースでしたが、今年度は半日コースを企画して
います。
○女性委員会（杉本太一理事）
：女性委員会の歴史を踏まえながら委員
会で指針作成を進めようと企画しています。９月20日には平田美穂・
中同協事務局長を呼び、学習会を行う予定です。
○経営労働委員会（伊藤俊一郎理事）
：８月９日に委員会を行います。
そこで今後の計画を立てていきます。

閉会挨拶：杉本太一
今回の理事会では多くの方に発言の機会がありよかったと思います。皆
さんの意見が出ていることを嬉しく思います。
理解しやすいように、伝わるように指針をつくることが企業で必要なこ
とです。同友会はまさにその王道をいっていると確信しています。同友会
運動をより強固にし、進めていきましょう。よろしくお願いします。おつ
かれさまでした。

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

うまいもん

居酒屋
ぶらぶらある記

089-933-6716

cafe &DinigBar
haco 朝生田店

居酒屋ダイニング
おだいどこ

089-913-6050

089-935-8558

おとぎ話

うまいもんおとぎばなし

花咲か爺屋

089-968-6836

いっせいグループ

http://issei-g.jp

釜飯と串焼
とりでん三番町店

089-915-1194

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

居酒屋
銀の鶏

089-927-1778

釜飯と串焼
とりでんのうめん店

089-968-1753

「食」 を通じて笑顔の輪を広げます。
レストラン
愛彩館

089-955-2008

名物炭火炙り焼き
浪花屋 鳥造

089-993-6188

お酒の販売店
媛の蔵

089-947-6817

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

平野薬局グループ
〒794-0028 今治市北宝来町2丁目2-22
TEL （0898） 32 - 0255
FAX （0898） 32 - 0350

089 913 6050

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

家庭用からプロ仕様まで／消防・防災の専門商社

JXエネルギー株式会社特約店

本部/松山市朝生田町 3‐1‐12
℡（089）931-5201
http://www.coopehime.or.jp

