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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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新入社員フォローアップ研修 初めて四国中央会場で開催！
「共に学び 共に育ち合い、絆をつくる」

４月２日、大好評で幕を閉じた合同入社式・新入社員研修四国中央会場。あれから７ヵ月。11月３日㈭愛媛県紙パル
プ工業会館にて、求人教育委員会主催で新入社員フォローアップ研修を初めて四国中央会場で開催いたしました。四国中
央支部の会員企業から８社14名が参加し、半年間の振り返りや悩みを共有、グループワークを通してコミュニケーション
の重要性を学びました。
新入社員研修に引き続き、堀田真奈さん（NPO法人ワークライフコラボ
に「共に学び

代表理事／愛媛県中小企業家同友会 会員）

共に育ち合い、絆をつくる」という目的で講師を務めていただきました。合同入社式・新入社員研修同様、

フォローアップ研修も松山市以外での開催は初めての取り組みでしたが非常に好評で、来年度からは四国中央会場でも合
同入社式・新入社員フォローアップ研修をパッケージ化して進めていく予定としています。

※大好評をいただいております、コラム「陶冶」は年内お休みとさせていただきます。

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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松山支部10月例会報告
どうせなら、よい経営者になってやる
～働くことは生きること。生きることは独立すること。独立して、良い会社を築きたい～
■報告者：藤井 真人 氏
株式会社サントータル愛媛
■日

時：10月14日㈮

■会

代表取締役／愛媛県中小企業家同友会
場：えひめ共済会館

松山支部第２地区会幹事

■参加者：49名

太陽光発電システム等各種設計施工業務をされている㈱サントータル愛媛 代表取締役の藤井真人
さんが松山支部10月例会の報告者でした。藤井さんの印象等、三好大助松山支部長の挨拶から始まっ
た例会は、座長の米岡一嘉さんからのインタビュー形式で行われました。
初めて報告するという藤井さんは、報告開始時は緊張している面持ちでしたが、ご自身の経歴等を
話しはじめ、米岡さんの質問が始まると丁寧にお答えされていました。仕事をしていく上で自分に足
りないものとは営業力だと実感し、言葉使い等が上手くはないというご自身の短所を自分自身で指摘
をし同友会で学ぼうと意気込みをお話しされました。
法人化する時には仲間がいて、香川県に拠点を置く会社の社長さまの仕事ぶりに感銘を受け自分の 報告者の藤井真人さん
会社が法人化した時もタイミングが良かったと思われたそうです。
これから先の自分の会社がどうあるべきかには、誰が聞いてもどんな業務をやっているかどうかわ
かるような会社に育てていきたいと前向きな報告
をいただきました。
「あなたの仕事に向かう原点はなんですか」と
いうテーマでグループ討論を行い、グループ発表
後、米岡さんの鋭い質問やその質問に対して真摯
座長の米岡一嘉さん
に受け答えいただいたインタビュー形式の報告に
対して、各テーブルからの質問には、常務や社員
がいるから仕事が出来ると感謝の思いを熱く答えられていました。弓立公司幹
事長の「緊張されながらも藤井さんの一生懸命さが感じられる報告でした」と
いう、藤井さんの人柄の良さを絶賛された締めの挨拶で終了いたしました。
藤井さん、米岡さんありがとうございました。

寄稿：内藤 成博さん（㈲福助珍味／松山支部第２地区会）
真剣に報告を聞く参加者の様子

会員情報：逢坂

逢坂、新規オープン！！

11月10日、新規オープンの“逢坂”にお邪魔してきました。
皆さんご存知の松山支部第１地区会幹事の逢坂忍さんの新しいお店です。艶やかな
和服姿と素敵な笑顔に、一同、心から癒されました。
「第二の我が家をコンセプトに、お越しいただいたお客様にゆっくりとした時間を
過ごしていただき、心身の疲れを癒して帰って頂ける場を提供できるよう頑張りま
す」と笑顔で意気込みを語っていただきました。
笑って、歌って、楽しい時間を満喫できました、逢坂さん、ありがとうございまし
た!!
寄稿：矢野 宏道さん（㈲矢野商事／松山支部第１地区会）
【店舗情報】
逢坂
営業時間：PM 8：00～AM 1：00
定 休 日：日曜・祝日
松山市二番町1-10-8 クレセントビル2Ｆ
【ご予約・お問い合わせ】
TEL：089-986-6015
※社員研修、貸切、時間外、定休日などの営業もご相談お受けいたします
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東温支部10月例会報告
経営指針づくりは事業発展のカギ
～経営計画発表で業績アップ～
■報告者：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・求人教育委員長

■日

■参加者：17名

時：10月18日㈫

■会

場：東温市商工会館

東温支部の10月例会は、伊予松前支部から、株式会社世起の代表取締役、今村暢秀さんにお越しい
ただき、経営指針の報告をしてもらいました。
株式会社世起は今村さんの父が1970年に創業をして現在に至ります。ずっと順調な経営を続けてい
たわけではなく、幾度となく危機を迎えながらやってきたそうです。そういう現状の中でも今村さんの
父は経営には執念を持って臨んでいたということでした。そんな時、今村さんは同友会と出会い、そ
して経営指針作りを学びます。
経営指針を作り、さらにその経営指針を社員さんたちと共有することにより業績は徐々に良くなっ
ていきました。経営指針を作成し、実行していく中で会社の中のムダが見えてきます。思い切って設 報告者の今村暢秀さん
備の一部を処分するなど、赤字部門の処理をしたことでムダが改善されました。また、お客様は自社
のことを知らないから知ってもらう活動や努力が重要で必要になってくると感じています。
報告の中で一番記憶に残っているのが、目標値は売り上げではなく経常利益で立てて、そこから逆算
をして売り上げの数値を作ります。そうすると自分の会社がどうあるべきなのかが見えてきます。社
内設備とか社員の人数だとか具体的なことがわかってきます。その目標値もわざとすぐには手の届か
ない数字にします。
「目標に届いてしまえば満足し
てしまうから」というのがその理由です。すぐに
座長の藤岡貞雄さん
達成できる目標では達成してしまうと向かう先が
見えなくなってしまうからです。
今村さんは、利益や売り上げを向上させるためには人が大事になってくると
いうことを今一番に感じています。新規採用も続けていますが、学生は株式会社
世起のことを知らないということです。そこで会社の情報を発信し続ける、や
り続けることが重要だと言われています。
今回の報告では「社外秘」の経営指針書を持ってきて、みんなに惜しげもな
く披露してくださいました。その心意気に感謝をいたします。ありがとうござ
いました。

寄稿：櫻田 直也さん（㈲さくら／東温支部）
グループ討論の様子

会員情報：株式会社レスパスコーポレーション
冬は やっぱり 温泉で!!
暖か ほっこり リフレッシュ

見奈良天然温泉

利

楽

先日、地域のイメージアップや魅力あるふるさとづくりに貢献したという評価をいただき、
2016年度「ふるさと企業大賞」を受賞いたしました。
現在、忘・新年会のご予約を承っておりますので、皆様ぜひご利用ください。
寄稿：小林 喜弘さん（㈱レスパスコーポレーション／東温支部）

・・・・・・・・レストラン旬彩

美奈良・・・・・・・・

只今、忘・新年会 ご予約賜り中
平成28年11月１日～平成29年２月28日

季節を楽しむ 24節気料理 小雪（20食限定/日）
販売期間
11月22日㈫～12月６日㈫
〒791-0211 東温市見奈良1110番
TEL：089-955-1126 FAX：089-955-1270
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四国中央支部10月例会報告
人を生かす経営を自社と同友会で実践する
～労使見解を自社で、同友会で、同友会事務局で、地域で～
■報告者：山城 真一 氏
株式会社サンフォート 代表取締役／徳島県中小企業家同友会
■日

時：10月19日㈬

■会

場：ホテルグランフォーレ

代表理事
■参加者：40名

四国中央支部10月例会は徳島県中小企業家同友会 代表理事の山城真一氏を招き、人を生かす経営に
ついての報告をいただきました。
大卒後日本マクドナルドに入社。12年間の直営勤務を経て独立制度を利用し徳島で起業。創業26年
を迎えます。1998年同友会入会。FCとして経営していると方針は本部から降りてくる中、自分には指
針も理念も必要ないと感じていました。また社員を兵隊と思って使っていたので、労使関係も良くな
かったと言います。
店舗の急激な拡大にオペレーションが付いていかない中、期限切れチキンの報道で大きなダメージ
を受けます。その年の冬には異物混入事件がありポテトが販売困難。翌年15年には大きな赤字を続け 報告者の山城真一さん
るようになり、その時初めて同友会の学びが身にしみてわかったと話されていました。
その後同友会での学びを実施し、社員の皆さんに何があっても会社を潰さない。やめさせない。生
活を守る。ということを覚悟し社員さんにことあるごとに伝えました。企業変革支援プログラムを活
用し経営危機に際しての施策を社員とともに立て、責任と権限を社長に集中させて危機を乗り切りま
した。
また適材適所の人事を断行し、会社の仕組みを
作り変え損益分岐点を下げることに成功します。
座長の長野禎毅さん
おかげで収益も徐々に改善していきます。
労使見解については徳島同友会の経営指針実践
塾と例会で学びました。同友会では人を通じて学びの多い全国大会に参加し、よ
い友と知り合ったことが財産となりましたと語る山城さん。
本当にご多忙の中報告いただき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）
グループ発表の様子

会員情報：有限会社大真

串揚げ「武吉郎」オープン！

四国中央支部では11月16日に望年グループ会を開催しました。
場所は同支部会員の真鍋大作氏が11月９日にオープンさせたばかりの「串揚屋 武吉郎」
創業の原点に立ち返る。そんな思いで創業者の名前を店名に掲げましたと真鍋氏。
これまで全国に釜焼き鳥でFC展開を進めてきた真鍋さんですが、地元のお客様にもっと
大真グループの味を楽しんでいただきたいとの思いで異業態ドミナント戦略に舵を切り、今
回同商圏４業態目の出店となりました。同店は季節の食材と毎日店内で挽くパン粉がこだわ
りの串揚げですが看板料理以外に鯛釜飯やデミグラス風ドテ煮などいろいろな味を楽しむ
こともでき、仲間との語らいも大いに盛り上がり会員同士懇親を図ることができました。皆
様も真鍋氏のこだわりが生み出す独特の風味と食感をぜひご堪能ください！
寄稿：菰田 晃伸さん（こもだ寝装㈱／四国中央支部）
【店舗情報】
揚げたて串カツと炊きたて釜めし 串揚屋武吉郎
営業時間 17：00～23：00（LO 22：30）
日・祝 16：00～22：00（LO 21：30）
定 休 日 毎週火曜日
愛媛県四国中央市川之江町1856-29
【お問い合わせ】
TEL／FAX：0896-22-4929
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今治支部10月例会報告
企業を続けていくという事
～なぜサラリーマンからゴミ屋になったか～
■報告者：川﨑 一輝 氏
愛媛故繊維再生株式会社 専務取締役／愛媛県中小企業家同友会

理事・障がい者委員長

■日

■参加者：27名

時：10月19日㈬

■会

場：今治地場産業振興センター

あえて自らをゴミ屋という川﨑一輝さんは、ゴミという言葉のない社会をめざす愛媛故繊維再生
株式会社の後継者です。今治支部10月例会は事業継承について学ぶ報告でした。
上場会社のサラリーマンで転勤族であった川﨑さんが、奥様の実家の後継者として、地方の中小
企業に転身したのは、それまでの勤めて働く側から、経営する側の立場に視点を変えて自分を試し
てみたいと思ったからだそうです。
レールに沿って仕事をこなすサラリーマン時代とは打って変わり、中小企業の経営では、いろん
なことが手探りで大変ご苦労されたようです。そんな中で、今の事業を継続していくために変えて
はいけない事として、今の業態を守り抜くこ 報告者の川﨑一輝さん（右）と
座長の松田泰幸さん（左）
と、変えていく事として、社員が働きやすく、
誇りが持てる職場にすることと、地域や社会か
ら必要とされる会社にすることを挙げています。これらを実現するために同友
会での学びが大切だと語ります。「人を生かす経営」の大切さ、「経営理念」の
大切さを学び日々実践する努力が必要だと語ります。
川﨑さんが事業を継承するまで、もう少し時間があるようですが、身内であ
りながら、よそ者という立場の難しさに悩みながらも、亡くなられた会長が川
﨑さんに残された言葉「守れ松山地区！人に渡すな！」の思いを胸に刻み、来
るその日のために同友会の学びを深める川﨑さんの報告でした。
寄稿：河上 顕一さん（かしまや／今治支部）
真剣に報告を聞く参加者の様子

会員情報：季節の花

花心

好きなものワクワクするものをコンセプトとしオリジナリティーあふれる珍しい植物や切り花を
多様に揃えております。
現在はクリスマス雑貨・リースに続きお正月飾りや現代風の松竹梅を１つ１つ手作りしています。
年末には迎春アレンジメントを制作いたします。
お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。
寄稿：越智 幸雄さん（季節の花 花心／今治支部）
【店舗情報】
季節の花 花心
営業時間 9：00～18：00
定 休 日 日曜日
愛媛県今治市上徳甲462- 2
【お問い合わせ】
TEL：0 8 9 8 - 4 8 - 8 7 8 4
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伊予・松前支部10月例会報告
「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：10月21日㈮

■会

場：松前総合文化センター

相談役
■参加者：20名

10月例会は愛媛同友会相談役の服部豊正さんをお迎えし、ご報告いただきました。
や

主力商品であるトイレットペーパーの製造を止める決断をされた話をする中で、
「“止める決断”は社
長の大きな仕事であり、とても難しくてやりづらい。しかし、止めるから次に新しいものが生まれる
事もある（現在主力の重曹電解水シリーズの商品など）」、
「止めるまでの下準備や時代が求めている必
要な商品は何かを分析する（分析の結果、売上が伸びないのであれば、思い入れのある商品でも止め
る）」など、服部さんの当時の決断までの大変なご苦労を伺いながら、経営者にとって止める決断の大
事さ、苦労さというものを感じる事ができました。
また、話の節々で服部製紙並びにアイネット（服部さんが社長を務めるグループ内企業の共同運送

報告者の服部豊正さん

を中心とした会社）で働く社員さんたちが、
「本当にここで仕事をしてよかった」と思ってもらえるよ
うな仕事づくりや将来への展望を語られており、そこでもしっかりと分析した上で取り組んでおられ
た事が印象的でした。
報告を受けてのグループ討論では、社員さんの評価について意見交換が行われましたが、経営者並
びに部門ごとの責任者が社員一人ひとりをしっかりと見て、知り、評価する事が必要ではないかとい
う見解でまとまったのではないかと思います。

座長の山崎剛さん

服部さん、座長の山崎剛さん、当日は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）

会員情報：株式会社リーサン

愛媛県で韓国料理なら迷わずここ！
“本当に美味しい韓国料理店”は『オモニ別邸松山カルビ』
松山カルビは韓国の家庭料理を味わえるだけでなく、肉料理も楽しむことができるお店です。店長のおすすめはカルビはもちろ
んのこと、豚バラ肉の“貴族サムギョプサル”です。私も食べさせて頂きましたこの料理は日本の焼肉店では見たことがない大きさの
豚肉で、それを豪快にロースターで焼き野菜に包み薬味と合わせて食べました。豚肉のジューシーさと野菜のみずみずしさが合わ
さり、最後に辛味噌のコチジャンがさらなる食欲を刺激するためいくらでも食べることが出来ます。本格的ではなく“本物”を味わい
たいならぜひ松山カルビをお選び下さい、初めて韓国料理を食べたという感動があなたを待っています。
寄稿：好永

隆之さん（㈱昆布森／伊予・松前支部）

【店舗情報】
オモニ別邸

松山カルビ

営業時間

ランチ

11：00～15：00（LO 14：30）

ディナー

17：30～24：00（LO 23：00）

定 休 日

不定休

松山市三番町2-8-2

豊島ビル1F

【お問い合わせ】
TEL：089-935- 7228

おすすめの貴族サムギョプサル！
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女性委員会学習会
女性経営者ならではの経営の基本を学ぶ輪を広げよう
～「不安」を「確信」に変えられる経営指針づくり～
■講

師：平田

美穂

■日

時：10月17日㈪

氏

中小企業家同友会全国協議会

■会

場：二番町ホール

事務局長

９月にお越しいただく予定であった中小企業家同友会全国協議会（以下、中同協）事務局長の平田美穂さんの報告
が、先日10月17日に実現いたしました。
中同協では初めての女性事務局長ということもあり、女性委員会では学ぶこと・共感すること・共鳴することも多
くその報告をさせていただきます。
１同友会の女性部の歴史と役割～国際的評価も受ける同友会～
元々「経営者夫人」という位置づけの学びから、「女性経営者」の学びへと進化させ、同友会理念を実践するリー
ダーへと、経営問題を軸に人間的に高まりあう学習会と交流を全国的な規模で開催することの必要性から2005年より
女性経営交流会が各県で開催されることになりました。これらにより県単位の学びから全国単位の学びの場のレベル
と交流に引き上げられていきました。女性委員会の大きな役割には・・
１生活者の視点での企業づくり（これは単なる消費者目線だけでなく、地域の困りごとを解決するという視点も内包）
２草の根経済活性化の原動力（地域の居・食・住を支える）
３平和の担い手（命を生み育てて守るという原点）
４原点活動（経営指針や人材育成など）
２なぜ同友会では経営指針成文化と実践を推進しているのか
同友会には、実践の中で育まれた経営の知恵の集積があり、これが中小企業における労使見解に生かされています。
企業づくりは人材育成の社風づくりから更に地域づくりと展開を図る使命をもちあわせています。即ちここに地域
における中小企業の役割があるということです
重要なのは、事業の方向性を示すことで、労働環境の整備に取り組み働く社員の不安を取り除くことになり、10年
ビジョンを描くことが可能になるといいます。
３女性部で経営指針成文化に取り組む意義～広島同友会の事例～
広島の事例は「同友会ごっこ」からの脱却のため、女性部で単独の経営指針成文化に取り組み、会の開催に関して
は同一講座の複数回開催などの工夫をされておりました。
さて・・これを受け愛媛同友会女性委員会は・・どんな風に進化していくのでしょう！女性委員会も問題は女性委
員会だけの問題ではなく愛媛県同友会全体の問題でもあることを再認識し、女性理事の増員も愛媛の課題でもあると
いうことでした。
なれ合いにならず、お互い磨きあって未来を拓く女性委員会でありたいと。
寄稿：本田

報告者の平田美穂さん

美紀さん（㈲オルソ本田／松山支部第３地区会）

学習会後、集合写真を撮りました
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2016年度新入社員フォローアップ研修 四国中央会場
―共に学び

共に育ち合い、絆を作る―

■講 師：堀田 真奈 氏
NPO法人ワークライフコラボ

代表理事／愛媛県中小企業家同友会

■日

場：愛媛県紙パルプ工業会館

時：11月3日㈭

■会

会員

大好評だった四国中央会場での新入社員研修から７ヵ月、求人教育委員会主催で初めて四国中央会場で新入社員
フォローアップ研修を行いました。新入社員研修に引き続きNPO法人ワークライフコラボの代表理事である堀田真奈
さんに講師を務めていただきました。開会挨拶では愛媛同友会副専務理事の米田順哉さんから「皆さんの貴重な時間
を使って研修をしています。ぜひ有意義な研修とし、一緒に勉強しましょう」とあり、四国中央支部長の長野禎毅さ
んからは「チームで結果を出すということはどういうことかを学んでほしい。そして社を越えて相談できる、話が出
来る関係性を築いてほしい」と挨拶がありました。
研修は、参加者の緊張をほぐすためのアイスブレーキング、入社からの半年を漢字一文字で例え発表する自己紹介、
社会人基礎力に基づいた半年の振り返り、合意形成を図りながらグループで一つのものを完成させるグループワーク、
そして明日からの行動宣言という形で行われました。
特に印象的だったのは半年を表す漢字一文字。ポジティブな意味ならピンク、ネガティブな意味ならブルーのポス
トイットに記入してもらうというものでしたが、ほぼ全員がポジティブな意味の漢字一文字を選んでいました。複数
の人が「知」「新」「初」「学」という漢字一文字を選んでいました。
参加者からは、自分が担当した仕事について「本当にこれでいいのだろうか」といった不安があるという悩みが挙
がりました。各グループからは「失敗を恐れずチャレンジすること」や「業界の勉強をすること」等が改善案として
出ましたが、講師の堀田さんからは「不安を発信していますか？」という問いかけがありました。不安を発信するた
めのコミュニケーション要素の一つとして、言葉だけでなく表情や雰囲気で伝えることを参加者にヒントとして挙げ
られていました。
閉会挨拶では四国中央支部幹事長の宇高将仁さんから「四国中央市の中小企業に就職していただいた皆さんに感謝
している。これから若い方たちがどのように成長していくのかが楽しみです」と挨拶がありました。
参加者からは「仲間がいることが強く感じられた」
「今後の目標を決めることが出来た」
「苦手意識が改善された」等
の感想をいただきました。
最初の自己紹介の際、参加者は本研修への意気込みを話されていました。その中の一つに「参加してよかったと思
えるようにしたい」とありました。このように感じることが出来るのは、自社での仕事に研修が活かされたときだと
思います。私事ではありますが、本研修を価値あるものにするためにも真っすぐ仕事に取り組んでいこうと思いまし
た。
講師を引き受けてくださった堀田さん、有意義な時間をありがとうございました。
文責：難波

講師の堀田真奈さん

賢太（愛媛同友会

グループディスカッションの様子

事務局員）
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2016年第５回景況調査シンポジウム

（愛媛大学総合地域政策研究会＆愛媛県中小企業家同友会

景況調査：略称EDOR）

「全国と愛媛、大企業と中小企業の景況」
～地域の姿に光をあてる景況調査～

■パネリスト

梶谷
中平
曽我

嘉孝
智之
亘由

氏
氏
氏

岡本

隆

氏

日本銀行松山支店 総務課長
中小企業家同友会全国協議会 企業環境研究センター担当主任事務局員
愛媛大学社会共創学部 教授／景況調査(EDOR)キャップ

■コーディネーター
愛媛大学社会共創学部

教授

10月25日㈭愛媛大学にて、第５回景況調査シンポジウムを開催し、約20名の参加となりました。
昨年度同様にパネルディスカッション形式で行い、日本銀行松山支店総務課長の梶谷嘉孝氏と中小企業家同友会全国協議会（中
同協）企業環境研究センター担当主任事務局員の中平智之氏、愛媛大学社会共創学部教授であり、景況調査（EDOR）のキャップで
もある曽我亘由氏をパネリストとし、愛媛大学社会共創学部教授の岡本隆氏にコーディネーターを務めていただきました。
シンポジウムは日本銀行の全国企業短期経済観測調査（日銀短観）と中同協景況調査（DOR）、EDORの各調査の意義と直近調査
結果についての報告から始まりました。それに加えて、前回は2017年問題（消費税10％への引き上げと、日本銀行の国際保有制度
からの緩和政策終了の危険性、さらに団塊世代が70歳となり、経営者が引退を迎える企業が増えると見込まれ、廃業増加が予想さ
れるという問題）を中心に話していただいていましたが、今回は各調査から見えてくるもの、各調査で挙がっている課題をテーマ
に話していただきました。
各調査から共通して挙がったのは、先行きの不安についてでした。全国的には東京オリンピックに向けての動き、県内でも2017
年に控えているえひめ国体・えひめ大会があり、動きはあるものの、先行きの不安感が拭えない状況であるということでした。団
塊世代のリタイアやその影響も含めて後継問題が現在増加傾向にあるということが課題であると分析しています。
DORでは経営指針を作成し公開している企業は採算が増加しているという調査結果が出ていると報告がありました。経営指針を
つくれば良くなるのか、良い状態だから経営指針をつくれるのかという質問もあがりましたが、経営者が社員と共に経営指針をつ
くろう、実践しようといった姿勢がまず重要であり、それが社員教育等にも通じるといことでした。
また、DOR、EDORで共に従業員の不足が深刻であり、今後更に大きな課題となることが予想されるという報告がありました。
よって今後求人活動はもちろん、今いる社員を大切にする社員教育がより重要になってくると予想されるとのことでした。
今回のシンポジウムでは開会挨拶で愛媛大学社会共創学部学部長の西村勝志氏にもお越しいただきました。産学の連携も進め、調
査を継続し、今後も運動の質を上げ、加速させていきましょうというEDOR委員長の桑波田健さんの閉会挨拶で幕を閉じました。
文責：伊井

パネリストの梶谷嘉孝さん

パネリストの中平智之さん

会員情報大募集

!!

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。

パネリストの曽我亘由さん

達哉（愛媛同友会事務局員）

コーディネーターの岡本隆さん
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役員研修会第５講
＜同友会運動と企業経営は車の両輪(不離一体)の
意味と価値あるものにする実践事例＞
■講

師：平野

啓三
杉本 太一

■日

時：10月26日㈬

氏
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
特別養護老人ホーム梅本の里 統括施設長／愛媛県中小企業家同友会 代表理事
■会

場：二番町ホール

10月26日㈬二番町ホールにて、
「同友会運動と企業経営は車の両輪（不離一体）
の意味と価値あるものにする実践事例」と題した2016年度役員研修会第５講が行
われ、㈱平野の平野啓三代表取締役、特別養護老人ホーム梅本の里の杉本太一統
括施設長のお二人の愛媛県中小企業家同友会の代表理事の実践事例を聞かせても
らいました。
最初は杉本さんのお話で、当初梅本の里は様々な事件に巻き込まれ、社内は大
混乱だったといことですが、同友会参加後、
「変わるべきは自分」だと気づき、社
員共育の実践として、同友会のあらゆるプログラムに社員とともに参加するよう
になったということです。
その結果、社員も大いに成長し乳幼児とお年寄りが共に支えあうあらたな福祉
施設「小梅」も順調な運営され、行政から熱望された大規模総合福祉施設の撤退
の判断も部下たちの直言であったということです。そのほか毎年必ず行う新卒学
生の入社や社員からの申し出で始まった障害者雇用のお話など、同友会の学びを
そのものが、会社経営にダイレクトに反映されているお手本のような内容でし
た。

講師の杉本太一さん

次にお話された平野さんは、自社を『学習型企業』（しかも自主的・能動的に）
を目指しているとのこ
とで、社員の誕生日に図
講師の平野啓三さん
書券を贈る、会社の３Ｆ
に図書館を作る等の取り組み、薬剤師は１年に１回はテス
トをする、活発な委員会活動、といった事例を話していた
だきました。入社３年を振り返った社員のかたの素直で真
摯な文章にも心打たれました。
そのあとは、参加者を交えたフリーディスカッションに
移ったのですが、活発な議論がなされ実り多い研修会でし
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）

フリーディスカッションの様子

豆のことなら
何でも
ご相談下さい
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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: h ttp: //s h i ga -ma me. co . jp
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氏

人が輝く持続可能な社会に
～中小企業が主役の時代に～

秋 川 保 親

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長

中小企業家同友会は、２０１３年に環境やエネルギー問

題の先進国として知られるドイツやオーストリアを視察

し、その国の理念と実践に衝撃を受けました。ドイツでは

「 自 分 た ち の 地 域 で 使 う エ ネ ル ギ ー は 自 分 た ち で 作 り、 他

％を賄う」ことを目標に市民・経

80

国から余分なエネルギーを買わない。２０５０年までに再

生エネルギーで電力の

営者・議員たちが定期的に集まりその実現に努力していま

す。中同協の「エネルギーシフトが新しい経済社会をつく

％から

30

る」というパンフに視察報告が纏められています。日本は、

94

％は海外に依存

しています。また発電所から消費地に届く熱量は

現在エネルギーの自給率は６％で残りの

％ 程 だ と 云 わ れ 送 電 の ロ ス で 半 分 以 上 が 消 え て い ま す。

兆円に迫った年もあります。日本は、再生

海外から輸入する石油は為替相場や産油国の政策で変動し

ますが、年間

エネルギーの資源として太陽光や風力、小水力、地熱があ

り再生エネルギーの宝庫ですし蓄電や省エネ技術でもドイ

ツ よ り 洗 剤 能 力 は 高 い の で す。 地 域 分 散 型 の 再 生 エ ネ ル

ギーにシフトして行くことで電力会社の独占も崩れ中小企

世紀の世界の潮流となりつ

業の出番が広がります。食糧の自給率向上とともに持続可

能な経済社会を目指すことが

つあります。
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会員情報：株式会社宝山亭

忽那諸島と人材を活性化させるおでん屋さん「宝山亭」
１１月２５日オープン！！
会員の小田美惠さんが「Share Café 晴れときどき…」にて、
おでん屋さん「宝山亭」をオープンします。生産者支援や忽那諸
島の観光支援につなげようと考えられています。また店舗運営に
おいては「学びたい」
「働きたい」という若者への就労支援やビジ
ネスマッチング等も行います。地域・人・経済を活性化させるヒン
トが詰まったおでん屋さんです。皆さんぜひお立ち寄りください。
文責：難波 賢太（愛媛同友会 事務局員）
【店舗情報】
宝山亭
営業曜日・時間
水曜日、木曜日、金曜日・17時～24時
松山市三番町5丁目3-8 フレッシュリーブス1F
【お問い合わせ】
TEL／080-6392-0741
有限会社イープレスプロモーション
TEL 089-957-0036 FAX 089-957-0021

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「忘年会」「年忘れ」です。今月は最優秀賞、優秀
賞 に 該 当 す る 作 品 が 無 か っ た の で、 で き る だ け 沢 山 の 俳 句 を ご 紹
介します。

住田

昌士さん（愛媛県中小企業家同友会）

忘年会忘れられないこと多し










四月号
兼題 「桜」

達哉さん（愛媛県中小企業家同友会）



二月二十八日




皆さんの投句
お待ちしています

講評：髙橋 大輔さん（広報情報化委員会）

※二月号の兼題「猫の恋」について。
「猫の恋」とは早春の発情
期を迎えた猫の行動（数匹が争いわめきたてたり、鳴き声を立
てて恋情を訴えるなど）
を指します。「恋猫」「うかれ猫」「春の猫」
はその発情期の猫そのものを指します。
※三月号の兼題「鞦韆」とは、古くに中国から日本に伝わった
「ぶらんこ」の意味を持つ単語です。

締め切り

二月号
兼題 「猫の恋」「恋猫」「うかれ猫」「春の猫」
締め切り 十二月三十一日
三月号
兼題 「ぶらんこ」「鞦韆（しゅうせん）」
締め切り 一月三十一日

老若男女の集う忘年会で、若い人に混じると自分も若くなった
ような気がします。

伊井

年忘れ楽しい時間で歳忘れ

忘年会は年忘れの会ですが、そうそう忘れてしまえることばか
りではないですね。



一嘉さん（有限会社オーガスト）

忘年会しめてくりだす道後の湯
米岡

松山ならではの忘年会ですね。二次会には行かず、道後の湯に
つかる。贅沢なひと時です。

正輝さん（恭栄自動車株式会社）

子がポツリ「私もしたいな忘年会」
武田

大 人 は 忘 年 会 が あ っ て 楽 し そ う で い い な あ。 早 く 大 人 に な り た
いな。

裕志さん（月心グループ）

ぼう年会みんなの夢を語るかい
大政

「ぼう」がひらがななので子どもさんの作品でしょうか。「かい」
は「会」ともとれますし、投げかけの「かい？」にもとれて面白
いですね。

賢太さん（愛媛県中小企業家同友会）

姪甥に負けじとはしゃぐ年忘れ
難波

親 族 一 同 の 忘 年 会 で、 姪 甥 と 一 緒 に な っ て 楽 し ん で い る 姿 が 目
に浮かびます。

賢太さん（愛媛県中小企業家同友会）

忘年会家に帰れば反省会
難波



忘年会で羽目を外して、家に帰って我に返る。多くの人が経験
している感覚です。

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
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新入会員ご紹介 （４名）
近藤

久仁年（こんどう

くにとし）

（10月24日～11月15日）

阿部

祥太（あべ

しょうた）

1980年６月13日生まれ 今治支部
㈱宏栄建材店 取締役
建材販売、住宅リフォーム、不動産仲介
〒794-0063 今治市片山1-2-14
TEL(0898)32-9846 FAX(0898)24-1005
紹介者／昭和防災商事㈱ 村上 善亮

1992年12月18日生まれ 松山支部第１地区会
㈲阿部木工 後継者
家具製造業
〒791-1113 松山市森松町135-1
TEL(089)976-2679 FAX(089)976-6493
紹介者／㈲阿部木工 阿部 信之

髙橋

塩梅

泰征（たかはし

やすゆき）

1976年９月８日生まれ 松山支部第１地区会
NPO法人 後方支援センター 理事長
就労継続支援Ａ型事業所
〒791-1102 松山市来住町1210-9
TEL(089)948-8112 FAX(089)948-8113
紹介者／㈱フェローシステム 三好 大助

会員掲示板
会
員／続木 満豊（四国中央支部）
企 業 名／ネクストリー・アルファ・デザイン
新 住 所／〒799-0405
四国中央市三島中央５丁目８－56
会
員／崎山
祥（松山支部第３地区会）
企 業 名／FABER
新 住 所／〒791-1114
松山市井門町259－１
○企業名変更
員／宮田

さとし）

1947年１月29日生まれ 松山支部第１地区会
㈱NPシステム開発 代表取締役
デジタルタコグラフ、ドライブレコーダー及び
車載運行管理システムの開発、販売
〒791-8015 松山市中央1丁目9-13
TEL(089)924-7817 FAX(089)924-7479
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

採 用 に お 困 りの皆

さん、お待たせしました！

企業の浮沈の鍵は人材の採用と育成です。

○住所変更

会

敏（しおうめ

勝弘（松山支部第３地区会）

旧企業名／宮田建築設計室 代表
新企業名／宮田建築設計室㈱ 代表取締役

愛媛県中小企業家同友会

2017年度 合同企業説明会の
参加企業募集！
～採用・育成・定着の仕組みを活用しませんか～

◆日
◆会

時：2017年６月20日㈫ 13時～17時
場：松山市総合コミュニティセンター
企画展示ホール１F（松山市湊町７－５）
◆参 加 費：１社 ５万円

（事前説明会参加費、ブース設置料、パンフレット料等含む）

◆参加学生：2018年３月の大学・短大・専門学校卒業予定者
◆申込締切：2016年12月26日㈪
※お申し込みは、同封の参加申し
込み用紙を事務局までお送りく
ださい。
お問い合わせは事務局まで！
ＴＥＬ：０８９－９６８－３１１２
ＦＡＸ：０８９－９６８－３１０７
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201６年度

愛媛同友会

【日時】２０１６年１０月２８日㈮１８時３０分～２０時
【出席者】理事：17名、事務局員４名

第７回理事会

【会場】アイテムえひめ会議室
【委任状提出】２２通

【議長】吉村紀行

議事録
【議事録作成者】伊井達哉

開会に先立ち、難波賢太・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：平野啓三
10月は徳島同友会20周年記念行事、高知同友会30周年記念例会と共に参加させ
ていただきました。徳島同友会は経営指針の取り組みを中心に運動を進め、会員
数が13年間純増となっており、愛媛同友会に迫っています。会員がやめない体制
を作っていることなどから学ばせてもらいました。愛媛同友会も現在増強にも力
を入れ、第５回経営フォーラムに向けて実行委員長の今村さんを中心に取り組ん
でいます。四国の他県に負けないようにしていきましょう。本日も熱心な参加を
よろしくお願い致します。

協議事項
１．来年度の松山支部の運営に関する協議を行いました。
＜問題提起＞
平野啓三・代表理事：松山支部は現在約270名の会員で80％近くの会員さん
が年間で例会に１回しか参加していない、または１回も参加していないとい
うことになっています。そして会員同士で顔を知らない会員がいるという問
題を解決していくためにどのようにしていけば良いかを議論していきたい
と考えます。
三好大助・松山支部長：支部の運営をどのようにしていったら良いか皆さん
の考えをお聞かせください。松山支部は会内で最も大きな支部です。しかし
活性化していないことが問題です。
現在の方針は、まず各地区会幹事を増やして幹事会の活性化に取り組もう
としています。例会運営は地区単位です。第１地区会は幹事が10人ほどから
20人ほどまで増えています。しかし第２・第３地区会はうまく幹事が増えて
おらず活性化とは至っていません。
幹事会に力を入れるのも大切だが、参加回数の少ない会員への対策も必要
ではないかと平野さんと話し、来年度どうしていくか意見を頂きたいと思い
ます。
例会の担当が３ヶ月に１回しかないことから、地区会がバラバラになって
いる部分もあり、地区会を合体して一つの支部として動いた方がいいのかと
考えています。松山支部のことではありますが、他支部の活性化にもつなが
る部分もあるでしょうし、県の理事として考えをお聞かせください。
＜意見１＞
渡部伸哉・今治支部幹事長：３つの地区会をまとめるのではなく、担当地区
会で各々が例会を毎月開催してはどうでしょうか。
川﨑一輝・東温支部副支部長：３つの地区会を支部にしてはどうでしょうか。
例会の担当でないときにその地区会が何をするかを明確にする必要はある
と思います。
＜補 足＞
三好大助・松山支部長：松山市に支部が１つであることは行政等とやり取り
がしやすい利点があり、現在の地区会の体制を取っています。
平野啓三・代表理事：全国的にも行政単位で支部をおく体制にしています。
＜意見２＞
藤岡貞雄・東温支部長：３ヶ月に１回の例会担当は改善する必要がある。東
温支部は会員数も少なく、会う人も固定化します。他支部との交流を図れる
ようにしたい。
また、毎月５回の例会を開催していますので、年間計画で問題・テーマを
分けて事前に設定した方が良いのではないでしょうか。
大政裕志・伊予松前支部長：伊予松前支部は50名の会員で10名の幹事で運営
しています。例会の内容も含め、毎月行うことで当事者意識があるのではと
思います。支部50名で意思伝達は丁度いいのかと思います。100名だと大変
ではないでしょうか。顔が見えないのも多いことが要因の一つかもしれませ
ん。50名で６地区会の形でもいいのではないでしょうか。
伊予松前支部では学びの形を変え、楽しみの場を作る場等を企画していま
す。柔軟に例会もそれ以外も行っていいのではないでしょうか。
桑波田健・伊予松前支部幹事長：担当する例会の数が少ないのは当然活性化し
ないだろうと推測できます。担当する例会は増やした方がいいのではないで
しょうか。大政さんの言うように適当な地区会数は考えてはどうでしょうか。
原初・今治支部副支部長：現在例会に参加されている人を中心に考えるなら
支部を１つにするもの手ですし、現在例会に参加できていない人も考えるな
ら地区会を増やし、声掛けができるような体制をつくるもの手ではないで
しょうか。
越智堅太郎・今治支部長：三好さんの言われている「顔の知らない会員」が
多いことは良くない状態だと思います。知っている人がいると例会も参加し
やすくなります。松山だけの問題ではなく、支部関係なく、会員訪問をする
等連携がとれていけば良いのではと思います。
今村暢秀・求人教育委員長：松山支部は例会の参加者数が少なくても見た目
の参加者数で満足してしまっている部分があるのかもしれません。支部会員
数の少ない支部は少ないと一目でわかってしまいます。そういった意味では

支部会員数が少ない方が、自覚が生まれるのかもしれません。小規模にして
声掛けを徹底するというのもいいのではないでしょうか。
中周作・松山支部第３地区会幹事長：地区会体制になって良い点は、懇親会
の参加率が20％程から40％程まで上がっています。これは幹事会の活性化の
影響の一つではないでしょうか。悪い点は、例会についての協議が幹事会の
内容の中心なので例会がない時に幹事会の目的が不明確になっている点です。
活性化していないことと、参加率が低い理由の一つとして地区会の会員に
幹事が声掛けし辛くなっている点が挙げられます。携帯電話の番号を事務局
で把握し、会員がわかるようにしていただきたい。また、顔写真を会報誌に
掲載してほしいと思っています。
矢野宏道・松山支部第１地区会幹事長：三好さんからあったように現在の幹
事増員方針は間違っていないと思います。入会すぐの会員も幹事として出番
を与えることで幹事会自体も盛り上がっています。
地区会内の会員の顔がわからないことは問題であると感じています。原さ
んの話された通り、対象をどうするかが大事ではないでしょうか。個人的に
は例会に参加していない会員にも出て来てほしいと思っています。小グルー
プ会もしていきたい。協議を重ねたいとおもいます。
小田美惠・女性委員長：問題だと思うことは大きく３点あります。１点目は
女性会員が少ないこと。２点目は年間のテーマがばらばらであること。場当
たり的でなく、同友会なのだから方針を決め、それに伴いテーマを事前に設
定すべき。３点目は支部・地区会内のコミュニケーション不足です。幹事会
などで議論を深める必要があります。
竹村義則・広報情報化委員長：幹事会が盛り上がらないといけません。広報
情報化委員会では近況報告の時間を多くとるようにしています。委員会も例
会の一つと考えています。楽しい場を作る等メリハリをつけて工夫していま
す。
清水栄治・求人教育委員会副委員長：昨年から副委員長として関わり、委員
会には出来る限り出ていますが、例会には参加できていません。様々な理由
で出て来ていない人がいると思いますが、例会に出るきっかけが少ないこと
が一つの要因であり、故に、厳しい環境（人）にもまれるという怖さがあり
ます。低いレベルに合わせてはいけないと思いますが、そういった人もいる
と思っていただければ幸いです。
吉村紀行・研修オリエンテーション委員長：私もあまり例会に参加できてい
ませんが、今後この議論は続けていき、深めていきましょう。来年度のこと
ですので年内にある程度位置づけられたらと思います。
２．会員情報での携帯電話番号について協議しました。
協議事項１で中周作・松山支部第３地区会幹事長からあったように会員の携
帯電話番号を入会時に収集する件について協議し、2014年から任意で入会時
に事務局は把握するようにしているため、今後事務局でも検討し、情報の管
理方法については今後の理事会で改めて協議することとなりました。

承認事項
１．前回第６回理事会から第７回理事会までの会員数の推移及び入会・退会の承
認をしました。
２．男女共同参画社会に関してのアンケートについて桑波田健・EDOR委員長か
ら説明があり、承認をしました。
３．過労死等防止対策推進シンポジウムへの協力について伊井達哉・事務局員よ
り説明があり、承認をしました。

報告事項
１．正副代表理事会議、各本部、各支部、各委員会から活動報告がありました。
２．中小企業振興基本条例の活動報告がありました。
３．全国・他団体行事の報告がありました。
４．第５回経営フォーラム実行委員会について米田順哉・副専務理事から報告が
ありました。
５．代表理事の役割分担について平野啓三・代表理事から報告がありました。
中同協等全般：平野啓三、経営フォーラム担当：田中正志、増強担当：杉本太一。

閉会挨拶：杉本太一
出席者全員から意見が聞け、参加型の理事会ができ感動しました。今回は松山
支部に関しての議題ではありましたが、他支部の皆さんからも意見を頂き、チー
ム愛媛で協議し、進めて行きたいと思います。本音で語る同友会のらしさが感じ
られました。同友会全体で顔の見える関係を作っていきましょう。今回の協議が
第１歩です。
第５回経営フォーラムも近づいています。会員の皆さんは勿論、ゲストにも声
を掛けて、まずは今月で参加者200名を達成しましょう！皆さんご協力よろしく
お願い致します。

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

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

