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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。
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2017年明けましておめでとうござい
ます。
年初から政治経済の激動が予想されま
す。「人を生かす経営」の実践こそ、厳
しい経営環境を乗り切り、経営者の責任
を果たす唯一の道だと考えます。「経営
指針の成文化と実践の手引き」(改訂版)
の学習から始め、若者に魅力あるに中小
企業を築くため、同友会運動に参加し、
共に学び実践を続けましょう。

新年明けましておめでとうございます。
私たちの仕事の使命はお客様からあて
にされ、喜んでいただくことにあります。
それができなければ、リピートのご利用
をいただけず、この世に存在し続けるこ
とはできません。自分一人だけでは、こ
の取り組みには限りがあります。より大
きな喜びと満足をお客様に与えるため
に、仲間と心を合わせ、知恵を出し合い、
全力で取り組みましょう。
今年も共に学び、切磋琢磨し充実した
一年にしていきましょう。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は私自身、分不相応な大役を拝命し、
目まぐるしい一年となりましたが、皆さ
まのお力添えを頂き何とか年を超えるこ
とができました。本当にありがとうござ
ました。
今年は様々な変革への挑戦が開始され
る素晴らしい年となりそうです。
創設期ひたむきに学び実践された先人
たちの志を踏襲しつつ、更なる飛躍の為
に皆さん一丸となって新たなビジョンを
実現させましょう。

※大好評をいただいております、コラム「陶冶」は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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新年の御挨拶
愛媛県知事

中

村

時

広

平成29年の年頭に当たり、
謹んで新春のお喜びを申し上げます。
愛媛県中小企業家同友会におかれましては、
「良い会社、良い
経営者、良い経営環境」の実現を目指し、さまざまなプログラムによる社員教育や経営者の
研鑽に努められるとともに、大学生への提供講座、小中学生を対象としたキャリア教育に積
極的に取り組まれるなど、本県中小企業の経営体質の強化と地域経済の発展に多大な御貢献
をいただいており、深く敬意と感謝の意を表します。
御案内のとおり、我が国経済は、ＴＰＰ等の対応が注目されるアメリカの政策運営や中国
をはじめとした新興国の景気動向など、先行きの不透明感が増しているほか、国内において
も、少子高齢化や人口減少という構造的な問題に直面する中、地域経済を持続的に発展させ
ていくためには、行政や関係団体が総力を結集して、実効性のある対策を講じていくことが
極めて重要であります。
県におきましては、全庁を挙げて、実需の創出に徹底的にこだわった各種施策を進めてお
り、国内外でのトップセールスや商談会等を通じ、本県の優れたものづくり技術の売り込み
や、良質な産品の販路開拓といった戦略的な営業活動を展開するとともに、農林水産品の高
付加価値化の支援、ブランド化の推進に力を注いでいるところです。
また、中小企業の経営の安定・強化を図るため、資金需要に応じた融資枠の確保や事業承
継のサポートに取り組むほか、地域産業を担う人材の育成に向け、県内企業の魅力を中高生
に情報発信し、地元就職の促進や卒業後のフォローアップによる職場定着に努めるなど、足
腰の強い産業づくりに邁進しております。
更に、観光面では、昨年３月から11月にかけて南予全域を舞台に「えひめいやしの南予博」
を開催し、期間中に「食」
「アウトドア」「伝統文化」などをテーマとした300をこえる多彩
なイベントを実施した結果、来場者数は延べ約193万人に上り、多くの方々に「いやしのふ
るさと南予」を印象付けることができました。
そして今年は、国内最大のスポーツの祭典である国体と障害者スポーツ大会が本県で開か
れます。県民総参加の下、おもてなしの心があふれる愛媛らしい大会とすべく、更なる機運
醸成や来県者の受け入れ態勢の整備などに万全の準備を進めていきたいと考えております。
２期目の県政運営も折り返しとなり、今後とも、こうした取り組みを加速させながら、

え がお

「愛顔あふれる愛媛づくり」に全力を挙げて参る所存ですので、皆様方におかれましては、
本県経済の活性化と地域の活力創出にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、愛媛県中小企業家同友会のますますの御発展と、皆様方の今年一年の御健勝、
御活躍を心からお祈り申し上げます。
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新年の御挨拶
松山市長

野

志

克

仁

新年明けましておめでとうございます。皆様には輝かしい初春
をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
昨年中は、松山市政に特別の御支援と御協力をいただき、厚く御礼を申し上げますととも
に、本年も変わらぬ御支援をいただきますよう、お願い申し上げます。
同友会の皆様には、日頃から、中小企業の自立と発展を目指して、
「人を生かす経営」を
実践され、中小企業の振興と地域経済の活性化に御尽力いただき、深く敬意を表します。
松山市では、市内企業の9割以上を占める中小企業が、雇用の受け皿となり、地域経済活
性化の大きな原動力になっていますが、平成27年の中小企業業況調査では、雇用の確保など
が、市内事業者の経営課題の上位に挙げられています。
また、平成27年の松山市進学・就職に関するアンケートでは、高校生や大学生の半数以上
が市内で進学や就職を希望していますが、男女ともこれらの年代の市外転出が顕著であるた
め、有効求人倍率が高水準であるにもかかわらず、人手不足や人口減少の要因の一つになっ
ています。
本市としても、中小企業の皆様が抱える課題は、そのまま松山市の課題であると認識して
いますので、皆様と一層の連携を深めて、これらの対策を進めるとともに、創業や経営、就
労相談窓口の開設や、低利の資金融資制度、販路拡大事業など、経営基盤の強化や雇用の創
出と確保に向けた様々な支援策を実施したいと考えています。
特に、松山市中小企業振興基本条例の推進機関である産学官金連携の「中小企業振興円卓
会議」では、昨年度からの女性活躍や学校でのキャリア教育の支援に加え、今年度からは若
者の就労環境を改善するための調査や検証活動に取り組んでいます。
同友会の皆様は、円卓会議での学生へのキャリア教育で中心的な役割を担われており、そ
の活動はさらに重要になりますので、今後の御活躍を大いに期待しています。
本市では、人口減少に歯止めをかけ、
「ひとも、まちも輝く、100年後の松山」に向けて、
「少
子化対策」、
「移住定住対策」
、
「地域経済活性化策」の三つを戦略の柱とする「まつやま創生
未来プロジェクト」を積極的に進めています。
また、中予の3市3町で締結した「まつやま圏域未来共創ビジョン」に基づき、近隣の自治
体とも連携し、相乗効果が発揮されるよう努めてまいりますので、一層の御支援と御協力を
お願い申し上げます。
結びに、本年が皆様にとって幸せを実感できる素晴らしい年になりますとともに、愛媛県
中小企業家同友会の今後ますますの御発展と、会員の皆様の御健勝と御多幸を心からお祈り
申し上げ、新年の御挨拶とさせていただきます。
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新年の御挨拶
四国中央市長

篠

原

実

新年明けましておめでとうございます。謹んで新春のお喜びを
申し上げます。
平素より、愛媛県中小企業家同友会の皆様方におかれましては、地域経済の発展に多大な
るご尽力を頂き心から御礼申し上げます。また、市政各般にわたりご理解とご協力を賜り心
より感謝致します。
さて、昨年の出来事を振り返りますと、ＴＰＰ12ケ国合意、熊本地震、伊勢志摩サミット、
参議院議員選挙における18歳選挙権の施行、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ
ク、プロ野球広島東洋カープの25年ぶり７度目のリーグ優勝、米国次期大統領の選出、等々、
国内外を問わず様々な出来事があり、激震と感動の涙がとめどなく溢れる一年だったと思い
ます。
そのような中、国内では、地方創生元年を迎え地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体
の活力を上げることを目的とした一連の政策が次々と政府から打ち出されました。
当市におきましても、地方創生の旗印のもと、四国中央市版「まち・ひと・しごと創生～
人口ビジョン・総合戦略～」を策定し、人口減少抑制に対する「地域づくり戦略」を主軸と
し、交流人口の拡大を図る「地域発信戦略」
、効率的な行財政運営を行う「市役所づくり戦
略」の３つの重点戦略を掲げて取り組んでおります。特に「地域づくり戦略」におきまして
は、「あったかしこちゅ～（移住・定住好循環促進）事業」として、都市部に進学した学生
と市内企業との交流会や、進学先の多い地域の若者をターゲットとした「紙のまち魅力体験
バスツアー」等を企画し、当市の魅力を知ってもらい「戻ってきたい！働きたい！暮らして
みたい！」と感じてもらえる活動を続けております。
当市は、平成16年の市町村合併以降、紙関連の製造品出荷額11年連続全国１位の座をキー
プしている「日本一の紙のまち」でございます。その関連企業は、運輸や加工機械メーカー
を含めると500社を超える産業集積を誇っておりますが、この産業基盤の強みを将来におい
て維持・発展を続けていくためには、企業、大学、業界団体、自治体等が相互に連携し、
「し
ごと」が「ひと」を呼び、
「ひと」が「しごと」を呼ぶ好循環を生み出す産業政策により地
域経済の発展へと繋げてまいりたいと考えております。
どうか皆様方におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
結びに、愛媛県中小企業家同友会のますますのご発展と、皆様方のご健勝ご活躍を心から
お祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
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新年の御挨拶
今治市長

菅

良

二

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれまして
は、健やかな新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
旧年中は市政全般にわたりご支援、ご協力をいただきましたことを厚くお礼申し上げます。
さて、現在地方都市は、人口減少の進展、都市部との格差拡大を打破するために地域経済
の活性化が不可欠である等、厳しい状況に置かれております。当市におきましては、平成28
年１月、正式に国家戦略特別区域の指定を受け、長年の構想であります獣医大学の誘致に向
けて動いております。獣医師養成系大学は全国で16校しかなく、半世紀にわたり新設されて
おりません。実現されれば四国初の獣医学部として、家畜や食料等を通じた感染症の水際対
策に係る獣医師系人材の育成にとって大変重要な意味を持つものと考えております。また、
多くの若者が集まり人口増が見込まれるとともに、動物関連産業等の誘致も促進し、地域経
済の活性化や雇用の拡大を目指します。
さらに、昨年の12月には元日本代表監督の岡田武史オーナーの率いるＦＣ今治が日本フッ
トボールリーグ（ＪＦＬ）へ昇格いたしました。岡田氏は「10年後にＪ1で優勝争いをする。」
という目標を掲げており、スポーツを通しての交流人口の増加、地方創生に期待しておりま
す。地元住民も一丸となって応援しており、今後も市民と市民をつなぐ存在となってくれる
よう、新スタジアム用地の無償提供等、当市としてもできる限りの支援をしていくつもりで
す。
また、当市は海運、造船、舶用機器メーカーが集まる国内屈指の海事産業集積都市として、
その魅力を国内外に発信してきました。バリシップは、一地方都市で開催する国際海事展と
しては類をみない規模となっており、本年５月25日から27日にかけて開催される「バリシッ
プ2017」は、前回の17カ国313社を超え、さらにスケールアップした国際海事展となる予定
です。加えて、昨年今治港にオープンしたみなと交流センター「はーばりー」は海事都市に
ふさわしい船をモチーフにしており、港湾管理施設のほか、多目的ホールやキッチンスタジ
オ、レンタサイクルターミナル等を設置しております。
今後も、みなと再生事業のもう一つの魅力である海のコンコースの整備を順次進め、
「交
通の港から交流の港へ」をコンセプトに、多様な交流を生む中心市街地のにぎわいを創出す
る拠点づくりを進めてまいりたいと考えております。
結びに、愛媛県中小企業家同友会のますますのご発展と、皆様方のご健勝、ご活躍を心か
らお祈り申し上げまして新年のご挨拶といたします。
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新年の御挨拶
東温市長

加

藤

章

新年、明けましておめでとうございます。謹んで新春のお喜び
を申し上げます。
愛媛県中小企業家同友会の皆様方におかれましては、
日頃から地域経済の振興はもとより、
東温市政の推進に多大な御支援と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
また、昨年11月７日に東温市長に就任した私といたしましては、
「温（あった）か笑顔の
東温市」をスローガンに、
「市民の声を大切にするまちづくり」
、
「健康日本一のまちづくり」、
「安心安全のまちづくり」
、
「子育て支援、障がい者・高齢者福祉の充実したまちづくり」を
目指して、全力を注いで参りますので、より一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申
し上げます。
さて、我が国は人口が減少し、超高齢化社会に向かって進んでいく、いわゆる「人口減少
問題」が地方再生のひとつの大きな問題と言われる中、地方は様々なアイデアによって地域
の活性化を図ることで、地方自治体の生き残りを模索しております。
本市におきましても、企業誘致や移住交流など地域活性化を図っておりますが、地域活性
化を図る上で重要となってくるのが「雇用の場の創出・確保」だと思っております。市民が
安心・安全に暮らすためには、働く機会の提供が必要だからです。多くの働く場所が提供さ
れることで、誰もが活き活きと暮らすことができます。そのためには、中小零細企業の皆様
方が元気でなくてはなりません。皆様方が元気でいれば、まちが潤い、人が元気になります。
まさに私が目指す「健康日本一のまちづくり」に繋がるものと考えております。
このため、愛媛大学医学部を中心とした愛媛大学との連携により、持続可能な健康長寿の
まちづくりを目指す「ものづくり産業の創生」と地域資源（自然・観光・特産品）を活用し
た「ヘルスケア産業の創生」を２つの柱に、
「とうおん健康医療創生事業」を推進し地域の
活性化が図れればと考えております。
「ものづくり」におきましては、中小零細企業の皆様が持つ技術力と、大学の持つノウハ
ウを融合し、特殊かつ専門性の高い高付加価値の製品を開発したり、「ヘルスケア」におき
ましては、皿ヶ嶺、風穴、白猪の滝などを活用したヘルスツーリズムや、健康食品の開発な
どにより健康寿命の延伸に繋げたいと思っております。
今日の地域経済を下支えし、原動力となっている中小零細企業の皆様方が安心して事業を
営める環境づくりのため、取り組んで参りますので、更なる御支援・御協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
結びに、愛媛県中小企業家同友会のますますの御発展と、皆様方の御健勝、御活躍を心か
らお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
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新年の御挨拶
伊予市長

武

智

邦

典

新年、明けましておめでとうございます。
愛媛県中小企業家同友会の皆様方におかれましては、健やかに
新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
貴会におかれましては、経営における様々な課題について学び合いの場の創出などを通し
て、よりよい経営者の育成にご尽力しておられますほか、中学生の職場体験学習やインター
シップの実施、愛媛大学の提供講座の開催にも積極的に取り組まれなど、地域づくりに多大
なるご貢献をいただいておりますことに、深甚なる敬意を表します。
現在、本市では、本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化の急速な進行、経済のグロー
バル化などにより、私たちを取り巻く環境が極めて大きな変化を遂げ、ますます多様化・複
雑化する市民ニーズや行政課題に対応していくため、今後10年間のまちづくりの指針となる
第２次総合計画を策定し、将来像である「まち、ひと、ともに育ち輝く伊予市」の実現を目
指し、人口減少対策を最重要課題として捉え、伊予市の将来にわたる持続的発展のため、効
果的、効率的な行財政運営に努めているところでございます。
本計画の産業振興分野では、
「３万人を支える産業を育てる未来戦略」
・
「産業振興都市の
創造」を基本目標とし、
「活力ある商業・工業の振興」を基本計画に掲げ、中心商店街の再生、
創業者支援施策の実施、中心市街地の整備、企業誘致の促進に取り組んでおります。
また、本市には、豊かな自然に育まれた「食」と「食文化」という魅力的で大きな可能性を
持った産品が数多くあります。これら地域資源を活かすため、本年度から伊予市ブランド認
定制度を立ち上げ、
「ますます、いよし。ブランド」として、中山栗や唐川びわなど１２品
目を認定いたしました。
今後、これらブランド認定品を活かし、市の認知度向上及び交流人口の拡大、地域産業の
活性化を促進するとともに、伊予市のイメージをブランドとして定着させるよう、市民の皆
様や事業者等との協働のもと、
「食と食文化のまち伊予市」を創り上げていきたいと考えて
おりますので、皆様には更なるご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、今年一年が、愛媛県中小企業家同友会の皆様にとりまして、素晴らしい年となり
ますことを心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

8

新年の御挨拶
松前町長

岡

本

靖

新年明けましておめでとうございます。愛媛県中小企業家同友
会の会員の皆様には、輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し
上げます。旧年中は、松前町政の各般にわたり御理解と御協力を賜りますとともに、地域経
済の発展に多大な御貢献をいただまして、心から厚くお礼申し上げます。
貴会におかれては、
「自主・民主・連帯」の精神を基本として、
「人を生かす経営」を実践
し地域とともに歩む企業づくりを目指し、経営相談、企業変革支援、経営指針策定支援など
の活動に取り組まれる一方、
中学生の職場体験学習の受入れやインターンシップの実施など、
「地域で若者の働く場をつくること」を合言葉に、地域づくりにも取り組んでおられます。
貴会のこのような意欲的な取組は、地域経済の活性化に欠かせないものとなっており、敬
意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
さて、私は、一昨年の12月11日に松前町長に就任しました。就任１年目の昨年は、公約で
ある５つのまちづくりの１つに掲げた「賑わいと活力のあるまちづくり」として、地域資源
であるはだか麦を活用した全国展開が可能なオリジナル新商品の開発や意欲ある１次産業の
経営者と各種団体との連携強化による６次産業化の促進などに取り組んでまいりました。
また、恒例の松前町産業まつり「たわわ祭」を11月12日及び13日に開催し、町内外に松前
町の産業力を発信し、24,000人の方が訪れていただきました。
そのほか、松前町独自の生活文化である「はんぎり」をまちづくりにつなげるため、毎年
開催している「はんぎり競漕」において、昨年新たに、松山近郊の高校に参加を呼び掛け、
14高校、30チームの出場を得て、
「はんぎり甲子園」を実施するなど、全力で地域の活性化
に取り組んでまいりました。
今年は、こうした取組を更に発展させ、
「誇れるライフタウン」の実現を目指してまいり
ますので、一層の御支援、御指導を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、愛媛県中小企業家同友会のますますの御発展と皆様の御健勝、御多幸をお祈り申
し上げ、年頭の挨拶といたします。
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役員研修会第６講
＜愛媛同友会の歴史と役割・組織＞
■講

■日

師：米田

順哉 氏
伊井 達哉 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

時：11月22日㈫

■会

愛媛県中小企業家同友会

事務局員

場：二番町ホール

11月22日㈫、二番町ホールにて2016年度最後の役員研修会第６講を開催しました。
テーマは「愛媛同友会の歴史と役割・組織」。愛媛同友会副専務理事である米田順哉
さんが歴史と役割について、愛媛同友会事務局員の伊井達哉さんが組織についてそれ
ぞれ報告されました。
最初は米田さんによる歴史と役割についてでした。当日配布された資料は、米田さ
んが愛媛同友会専務理事の鎌田哲雄さんから聞き学んだ内容を「書き留めておかない
といけない」という想いから作られたもので、そのテキストをもとに報告を進めてい
講師の米田順哉さん
きました。項目としては①愛媛同友会の歴史、どのようにして愛媛同友会は誕生した
のか②「共に学び育ち合う」土壌とは③「三位一体」の定式化④キャリア教育⑤企業
変革支援プログラム⑥中小企業振興基本条例についてを取り上げ、愛媛同友会誕生か
らどのような学び気づきがあり、行政や報道機関からどのように評価されてきて、現
在のような連携に至っているのかの具体的な報告でした。その中で米田さんから役員
の皆さんへ「愛媛同友会の役員として、どのような歴史を歩んできたのかを知り、自
覚を持っていただきたい。また会員の皆さんと経営課題の連携をし、顔が見える関係、
一人ぼっちにさせない関係、人間的信頼関係を率先して築いていってほしい」とあり
講師の伊井達哉さん
ました。
愛媛県中小企業家同友会の企業づくりプロセス
小休憩をはさみ、伊井さ
事務局に相談窓口を設けています。企業の存続
んから愛媛同友会の組織について報告がありました。
に関わるデリケートな問題にも、税理士・弁護士・
経営相談室
緊急課題
社会保険労務士など各専門家と連携し対応しま
組織図については、総会議案書の組織図とは違う描き
す。相談は無料。
（短期）
方をした理事会を中心に置いて各組織を放射状に配置
○企業変革支援PG
企業をよくしたいと思ったらまず、すべきことは自
し、整理している。資料を用いて、愛媛同友会の支部
企業変革支援PG 社の現状、強味、弱みを把握すること。同友会で
は企業の自己診断から成長発展へ向けた課題
×
を見つける企業変革支援PGを活用しています。
や委員会、実行委員会の構成について説明していまし
毎月の例会 ○例会
基礎・基本
各支部で経営課題に沿ったテーマで毎月例会
た。
（学習会）を行っています。報告を聞くだけでなく、
グループ討論で立場や業種を超え、互いの悩み
また、愛媛同友会の企業づくり・同友会づくりのプ
や実践から学ぶ場です。
ロセスについても報告がありました。同友会の基礎・
経営指針成文化セミナーでは、経営理念の確立、
経営指針
基本は企業変革支援プログラムと毎月の例会であるこ
経営指針
経営方針の立案、計画への落とし込みについて、
（中長期）
成文化セミナー 経営者と社員が一緒に学び、価値観と方向性の
共有を図ります。
と。その上に労使見解の精神を活かした経営指針の成
（経営労働委員会）
文化、共同求人、社員教育、障がい者雇用であり、愛
人材の採用～入社～育成までの
媛同友会が定義付けている「人を生かす経営の総合実
ワンストッププログラム
人材育成
【採用】合同企業説明会（求人教育委員会）
践」であることそしてその発展が産学官報金労の連携
（中長期）
↓
【入社】合同入社式 新入社員研修（求人教育委員会）
であることを資料を用いながら説明していました。
↓
【中堅社員対象】中堅社員研修（求人教育委員会）
講義終了後は、質疑応答の時間を活用してフリー
・・・基礎・実践力
↓
ディスカッションを行いました。「愛媛で生まれた『企
【幹部社員・経営者対象】同友会大学（求人教育委員会）
採用
・・・経営がわかる・実務にいかす
↓
（中長期）
業変革支援プログラム』を用いた研修をしてみてはど
【幹部社員・経営者対象】経営指針成文化セミナー（経営労働委員会）
指針（理念・方針・計画）の立案と共有
うか」
「経営指針が成文化され更新されているかの確認
○キャリア教育（職場体験実習、出前講座）
をしよう」
「同友会に入会したら必ず経営指針を成文化
○提供講座
するようにしていこう」等といった闊達な議論が行わ
産学官報金労 ○EDOR（景況調査）
○中小企業憲章・条例制定・推進活動
発展
連携活動
（行政との連携）
れ、非常に実りある研修会でした。
○報道関係との懇談
○金融機関との連携
…etc

文責：難波 賢太（愛媛同友会事務局員）
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11月30日㈬、松山全日空ホテルで第５回経営フォーラムを開催いたしました。今回の経営
フォーラムのテーマは「企業の永続は『人を生かす経営』にあり！～地域からあてにされる“憧
れの中小企業家”になる！！～」で、合計参加者数は232名でした。他県同友会からも多くの会
員・事務局員が参加され、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
参加者の皆さんで学び合う場とすることが出来ました。記念講演、各分科会、懇親会の内容を実
行委員の皆さんにご寄稿いただきましたので、ご覧ください。

記

念

講

演

サラリーマンから中小企業家への歩み
～人間尊重の経営・同友会運動と企業経営は不離一体～
■報告者：中村 高明 氏
株式会社紀之国屋 会長／中小企業家同友会全国協議会

副会長

第５回経営フォーラムは、中小企業家同友会全国協議会副会長、福岡県中小企業家
同友会前会長で、株式会社

紀之国屋会長の中村高明さんの記念講演からスタートし

ました。
中村さんは小さい時から家業が好きではなく、大学卒業後は西日本鉄道株式会社に
入社し、サラリーマン生活を送った後、39歳でお父さんの死により事業を継承、頑張っ
て営業活動をした結果、業績は順調に上がるも古参社員の退職やその他の社員とも意

報告者の中村高明さん

志疎通がうまくいかなくなりノイローゼ気味になってしまいます。
そんな時、知り合いの人からのすすめで、46歳で中小企業家同友会に入会。「経営者になって同友会に入会し
なかった８年間は無駄な時間だった。あの時間を返して欲しいくらいだ」と言われるほど、熱心に同友会活動に
取り組み、自社に学んだことを取り入れていきます。
講演の内容全てを記すことはできないので、何点かに絞って書いておきます。
１．３泊４日で経営計画セミナーを受け、経営理念も作りました。ただ、それだけでは十分ではないので、経営
理念合宿をして経営理念実践のための行動規範を作ったそうです。これを「五つの誓い」として唱和すること
としました。「経営理念」や「五つの誓い」は資料として配られましたが、中村さんと社員さんの息吹が感じ
られるような生き生きとしたものでした。
２．経理も全ての社員にオープン化しているそうです。しかし、ただオープン化しただけでみんな理解してなけ
れば誤解を招くので、損益計算書と貸借対照表をみんなで見て勉強会をするようにしているといことです。
３．元中同協会長の赤石義博さんの著書に書かれてあった「集団への忠誠心」は大いに参考になり、会社への忠
誠ではなく、集団への忠誠を理念・規範として会社の福利厚生を整えていきます。ところが会社の規模が大き
くなるにつれ、さぼり社員も出てくるようになり、成果をあげた人には昇給・昇格し、成果があがらなかった
人は降格・減給するという仕組みに変えていったそうです。
学んで即実践という中村さんの経営の実践報告は、まさに同友会運動のお
手本ともいうべきものでした。中村さん、誠にありがとうございました。
中村さんはこの後、懇親会後の二次会にもおつきあいいただいたのです
が、快活でお元気なだけではない元慶応ボーイらしい品の良い明るさは、多
くの方を魅了していました。
寄稿：日野
記念講演の様子



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）
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第１分科会（経営指針）
自社の企業変革と経営指針をつくり磨き続けるために
～同友会らしい黒字経営の真髄とは～
■報告者：福留 進一 氏
株式会社現場サポート 代表取締役／鹿児島県中小企業家同友会
■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

副代表理事 兼 経営指針委員長

今治支部幹事

■参加者合計：77名
〈理念なき経営の時代から同友会の三位一体の経営へ〉
鹿児島同友会で副代表理事、経営指針委員長をしている株式会社現場サポートの福留さん。会社は
公共工事に利用される受発注を円滑にするクラウドシステムを提供するＩＴ企業で全国展開していま
す。創業から12年の会社ですが７年前から新卒採用を始めこの３年間では毎年３名採用され離職者は
０名。リフレッシュ休暇を導入し取得を義務化して年間有給取得日数も15日となりました。リフレッ
シュ休暇については①仕事の属人化の防止②無駄な仕事の排除③部下の仕事の様子がよくわかると
いった効果も生まれました。また外部評価受審もチャレンジし、井の中の蛙になることなく絶えず外
と比較し続け、売上もここ５年で倍になったそうです。

報告者の福留進一さん

そんな福留さんの会社ですが創業当時は「理念なき経営の時代」。少数精鋭で昼夜なく明日の飯のた
めだけに働いていました。創業して２年目、
同友会に入会し経営指針成文化セミナーを受講。セミナー
では経営者の魂のぶつかり合うような議論を通じ、経営者の姿勢を確立するきっかけとなりました。
指針を定め基盤を作ってきたが簡単に業績は上がらず利益は底をついて賞与も削らざるを得ない状
況になり、中途採用も定着せず新卒採用とともに共育を開始しました。また戦略もパッケージソフト
からクラウドサービスに大きく舵を切り、会社のシフトチェンジ期に入ります。この判断は創業以来
定期的にSWOT分析を行い戦略立案している戦略検討会で、ある情報に触れることで自社の弱みをカ
バーし、大手がひしめき勝ち目がないと認識していた市場でも差別化出来るかもしれないと閃いたそ

座長の宇佐裕次さん

うです。この時から業況も上向き、７年連続で新卒採用を継続。同友会の経営指針、新卒採用、社員共育の三位一体の経営が大事
だとの教えを実感したそうです。
〈第２創業期新しい現場サポートへの実践〉
３年前に新しい現場サポートを作ろうとdream meetingを始め、第２創業期へと入っていきます。５年後10億を目指し、そのため
のギャップの洗い出しや新事業のアイデアを社員とともに語り合い中期事業構想をdream planとして打ち出しました。計画通りに
いかなくとも、過程を必ずレビューすることで計画を具体化し実現の可能性を高めています。
チェスター・バーナードの提唱した組織が成立する３条件に照らし実施事項を報告いただきました。
１．「共通の目的」は経営計画書、実行計画書に記し年２回の経営方針発表会で実施。社長の方針発表、部門の方針発表、グループ
討論で深めています。大切なのは低レベルでも毎年実施して見直すこと。企業変革支援プログラムも仕組みそのものを見直す仕
組みが必要だと言います。
２．「共同の意欲」については福留さん自身が講師を務める社長勉強会。クレーム対応やお客様への姿勢、社会貢献など理念から落
とし込まれた活動について深め、社員のベクトルを合わせていくこと。また、良い会社には必ず承認と感謝が蔓延していると習い、
感謝する仲間に「ありがとうポイント」を贈り賞与に加算されるようにして仲間への感謝の気持ちが芽生えるようにしています。
３．「コミュニケーション」では、参加者が話しやすいようにするために階層ごとの懇親会を開催しています。
以上が代表的な実践事例です。
同友会で学んでいると、「なぜ指針を作らないのか？企業変革支援プログラムをやらな
いのだろうか？」と議論されるが、困ってないからやらない、課題を見つけることができ
てない。課題の抽出の仕方は大きな目標を立て現場とのギャップを作り出すこと。次に比
較する仕組みとして企業変革支援プログラムを活用する。もう一つは社員の声を聞く仕組
み。以上を通じて常に課題を生み出し解決のため行動する。その繰り返し。
会社を良くするためには経営のPDCAを回すしかない。企業変革支援プログラムをCと
して活用し、ステップ２で改善、処置のヒントを得る。最後に自らを奮い立たせる原動力
は感謝の気持ち。毎日社員にありがとうを言い続けると感謝の気持ちが芽生えてくる。社
員への感謝の気持ちこそが力の源だと締めくくり報告を終えられました。
グループ討論の様子



寄稿：菰田

晃伸さん（㈱こもだ寝装／四国中央支部）
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第２分科会（求人教育）
“憧れの中小企業”の鍵は採用と教育にあり
！
～愛媛同友会の研修プログラムの本当の“価値”とは～
■報告者：杉本 太一 氏
特別養護老人ホーム梅本の里・小梅

統括施設長／愛媛県中小企業家同友会

■報告者：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

代表理事

会員

■座 長：武田 正輝 氏
恭栄自動車株式会社 専務取締役／愛媛県中小企業家同友会

理事・広報情報化委員会副委員長

■参加者合計：58名
第２分科会では、
「憧れの中小企業の鍵は採用と教育にあり」と題して特別養護老人ホーム梅本の里
の統括施設長の杉本太一さんの報告、インタビュー形式で愛媛大学和田寿博先生に進行いただきまし
た。座長

武田正輝さん、室長

桑波田

健さんの挨拶のもと、参加者58名が集い学びの場の時間を

共有いたしました。
例会とは違った緊張感漂うなか杉本さん、和田先生の笑顔と笑いを交えての自己紹介からスタート、
国や自治体主導においての介護業界に至るさまざま葛藤と人間模様、経営者としての自己変革、同友
会との学びを通した人材育成を報告していただきました。
設立当初より経営理念、経営指針がない状態にて運営されており、その間には介護保険法にも変化が

報告者の杉本太一さん

見られ、介護関連の新卒者も容易に確保できる環境にあるものの、施設内の職員間でのトラブルや事
件、事故にも巻き込まれ、経営的に不安定な要素も加わり施設内も大変な状態であったようです。い
わゆる経営の迷走状態で、「これだは駄目だ」と同友会に入会。
当時、官僚などの話では職場環境を変える考え方が横行しておりましたが、もと愛媛同友会代表理
事大野栄一さんより、
「変わるのは自分であり、環境ではない」と指摘され、同友会活動を通してお互
いに指摘し合え、発信できる仲間がいるのが同友会と確信されたということです。
無計画のなか学びを実行しても学びは深まらない、時間の無駄を感じ同友会のセミナーに自ら受講、
体感し、更に税理士を呼び月一回科学的根拠の有る経営にシフトされ、また職員と共に同友会に参加

報告者の和田寿博さん

することで共に学ぶ環境を整えておられます。顧客を満足させるのは職員であり、職員を満足させる
のは私（杉本さん）であるといった見方を変える事（労使関係）が大切であり、
「役に徹し役を越えな
い」杉本さんの言葉の通り、正に経営者の基本の形ではないでしょうか。
職員の評価基準では、能力×熱意2（努力）＝絶対評価として対応されたことで行動規範と価値基準
が噛み合わさるといった経営環境づくりの弛まない努力が直近の離職率10％以下として形になってい
るのではないかと感じております。
そのなかで、地域貢献も含めた福祉施設「小梅」も運営され職員の幼児や児童が日常に周りで高齢

座長の武田正輝さん

者と接することで穏やかな人間性が育まれる環境を築いておられます。
今後の夢として、もっと周囲の方が活躍できる空間と職場環境を10年以内に作りたいとも、また高齢者にサービスを提供する（必
要とされること）が職員も地域も施設も元気になると意気込みを語っておられ今後の益々の行動に注目し、経営者としての真の学
び得た報告でありました。
この報告を通して、同友会の研修プログラムは一貫して経営者のみならず社
員と共に時間を共有して学び取り、学びのその場に身を委ねることで人格形成
にも変革をもたらすことが唯一の大きな収穫と励みになることを実感したもの
です。
分科会のグループ討論も県外参加者との意見も活発に行なわれ、労使関係に
課題も出ましたが、誠実にセミナーに参加し経営者自ら心の成長とともに、意識
を変えていかなければ価値が高まらないといった意見もあり、真摯に向き合っ
て実践していくことこそが変革をもたらす価値を見出す一歩ではないでしょう
か。
杉本さん、和田先生、ありがとうございました。
グループ討論の様子



寄稿：金子

司郎さん（（同）テクノロジープロダクツ／松山支部第２地区会）
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第３分科会（障がい者）
障がい者雇用から学んだ「人を生かす経営」
～「みんなが働ける良い会社を目指して」～
■報告者：大植
栄氏
有限会社メタルワーク福山

代表取締役／広島県中小企業家同友会

■座 長：北野 賢三 氏
一般社団法人いきる 代表理事／愛媛県中小企業家同友会

理事・障害者問題委員長

松山支部第３地区会幹事

■参加者合計：35名
第３分科会は、障がい者雇用から学んだ「人を生かす経営」～みんなが働ける良い会社を目指し
て～
山

のテーマの元、広島中小企業家同友会・理事・障害者問題委員長の有限会社メタルワーク福
代表取締役

大植

栄さんのご報告でした。有限会社メタルワーク福山は創業1972年５月大植

さんの兄（現会長）か創業しました。社員数は34名（パート女性社員１名、男性派遣社員１名含む、
障がい者雇用４名）で食品加工製造ライン・産業機械板金、をされています。
分科会としては、社員の個性や可能性を引き出すことに関心のある方を中心に集まって頂いた分
科会でした。

報告者の大植栄さん

〈リーマンショックを乗り切る〉
リーマンショックで赤字転落した当時、同友会で経営労働委員長をしており、丸山先生の経営指
針セミナーが一人足りないとの事で参加をされ、そこで、経営指針の大切さを学び、即実行、リー
マンショックを乗り切る経営指針の作成をする。ポイントは「資金調達」
「雇用の確保」
「経費の見
直し」「離陸型営業戦略」「会社と社員を守る経営者の覚悟」特に、人員整理はしない、社員を絶対
に守る覚悟。モチベーションを下げない。（離陸型経営戦略）でリーマンショックを乗り切った。
〈障がい者雇用の失敗〉
同情心からスタートした障がい者雇用。知的障がい、精神障がい、の方の雇用をしましたが、障

座長の北野賢三さん

がいの特性を知らず退社に至った。経営者の知らない事の罪。覚悟。障がい者を雇用する上で、知
的障がい、身体障がい、精神障がい、発達障がい、それぞれの障がい者の特
性を徹底して学んでいった。
〈何故、同友会は障がい者問題に取り組むのか〉
1980年第８回青全交（静岡）の報告が参加者の魂を激しく揺さぶる報告と
なった。社会というものは、この心身障がい者を含めて構成されており、こ
の人々がまた健康な人々に人生とは何か、仕事とは何か、について教えてく
れる存在になっていますが、効率至上主義のもとで、今の社会では隔離され
ています、ここに光をあてて、この人々とともに働くという報告は、非常に
参加者の胸を打ち、今後の同友会運動の中でもっと高い位置付けをし、また
正面から取り上げなければならない。それをできるのは大企業では無理です。
中小企業しかないということです。このことに共感をもち障がい者雇用を進
めています。
報告で学んだこと。
「共に育つ」とは、社員に求めるものではなく、社員を幸
せにするという「経営者の覚悟」また、活用されていない優
秀な人材の育成には適性に応じ、障がい者、高齢者、外国人
実習生、を活用していく。労働能力と障がいは別、人は周囲
の理解と支えによって無限に力を発揮できる。
大植さんの報告は、人を生かす経営を実践しておられ、参
加者の心を揺さぶられる、素晴らしい報告でした。
寄稿：塩野


雅勝さん

（株式会社ディースピリット／松山支部第３地区会）

グループ討論の様子
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第４分科会（中小企業振興基本条例）
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」をめざす条例づくりの実践に学ぶ～
■パネリスト：山本

一英
八塚
健
吉見香奈子
藤岡 貞雄

■コーディネーター：米田

氏
氏
氏
氏

東温市産業創出課 課長
松山市地域経済課 主幹
松山市立雄郡小学校 教諭
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 理事・東温支部長
東温市中小零細企業振興基本条例 委員

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
松山市中小企業振興円卓会議 委員

パネリストの
山本一英様

■参加者合計：39名
第４分科会は、パネルディスカッション形式で行政、教育現場、事業者の立場から中小企業振興基本条例の制定後の
パネリストの
取組みを報告していただきました。
八塚健様
最初にコーディネーターの米田さんより、東温市、松山市の条例が制定されるまでの背景、中小企業経営者の視点か
らの条例制定の意義・重要性についてガイダンスを受けました。その後、行政、教育現場、事業者、それぞれの立場の
４名の方々に条例制定後の取り組み、今後の期待や展望を熱く語っていただきました。
以下、発表順に報告させていただきます。
①山本一英氏（東温市産業創出課 課長）
山本さんには今回も情熱的に東温市の条例制定の意義・経緯、条例制定後の期待と展望を語っていただきました。
東温市エコノミックガーデニングの取組み、５年振りの全企業の実態調査など数多くの施策を打ち出されています。
②藤岡貞雄氏（藤岡萬建設有限会社 代表取締役 愛媛同友会 東温支部長 東温市中小零細企業振興基本条例 委員）
パネリストの
条例制定から円卓会議まで、東温市の条例運動に深く携わってこられた藤岡さんの報告は地元の雇用を守り、社員さ
吉見香奈子様
んの暮らしと将来を夢あるものとする、我々の目指す方向性を明確に示してくれたと思います。皆で学びあう場を作り
たい、
「東温まちづくり工房」の話をされているときの笑顔に東温市への愛着を感じました。
③八塚健氏（松山市地域経済課 主幹）
松山市中小企業振興円卓会議が市の外部組織として民間主導で推進されていることの意義と重要性を学ばせていた
だきました。頑張る企業を１社でも多く応援し、そのお役に立ちたい、行政マンの熱い想いが伝わってくる報告でした。
中小企業経営者の自発的、自立的な取組みが地域社会発展に不可欠なことを再認識しました。
④吉見香奈子氏（松山市立雄郡小学校 教諭）
松山市円卓会議の成果「未来デザインゲーム」
、その産みの親の吉見先生に報告していただきました。キャリア教育
パネリストの
を同友会と行う意義は、人は決して単独では生きていけない、社会と関わって生きていく存在であること、中小企業経
藤岡貞雄さん
営者は仕事を通じてその重要性を深く認識しているからだとお話いただきました。
中小企業経営者は人間らしく生きることを教育できる力を持っていることを再認
識しました。
報告の後、質疑応答を行い、最後に米田さんから条例は“地域づくりのための経
営指針”であり、人を生かす経営の実践を通じて地域の雇用と暮らしを守り、地域
社会の発展に貢献すべく、条例運動を推進していきましょうと、まとめていただき
ました。
パネリストの山本さん、八塚さん、吉見さん、藤岡さん、コーディネーターの米
田さん、ありがとうございました。
コーディネーターの

寄稿：矢野 宏道さん（㈲矢野商事／松山支部第１地区会）
米田順哉さん
グループ討論の様子

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

3

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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懇親パーティー
分科会終了後、懇親パーティーを行いました。第５回経営フォーラム実行
委員長を務めた今村暢秀さんの挨拶に始まり、愛媛県経済労働部局長の関口
訓央様、松山市産業経済部副部長の中島郁様からご挨拶をいただきました。
東温市の新市長に就任された加藤章様には、愛媛県中小企業家同友会への
エールと共に、声高らかに乾杯のご挨拶をいただきました。乾杯後は、名刺
乾杯挨拶をいただいた
東温市長の加藤章様

交換や各分科会の感想など、ご参加いただいた皆さんは食事をしながら様々

来賓挨拶をいただいた
愛媛県経済労働部局長の
関口訓央様

に交流されていました。
パーティー中盤では鹿児島県中小企業家同友会から2017年２月16日、17日

に開催する中小企業問題全国研究集会in鹿児島のPR、そして広島県中小企業家同友会から2017年10月
19日、20日に開催する障害者問題全国交流会in福山のPRがありました。両同友会とも熱く意気込み
を語られており、当日に懸けている想いが伝わってくるものでした。そして第５回経営フォーラム実
行委員長から次期実行委員長へのバトンタッチセレモニーが行われ、会場が大いに沸きました。次期
実行委員長は今治支部幹事長の渡部伸哉さ
ん。「第５回に負けない経営フォーラムに
してみせます！」と意気込みを語られまし
た。また、千葉同友会から参加された31名を

来賓挨拶をいただいた
松山市産業経済部副部長の
中島郁様

代表し、代表理事の山本克己さんと千葉東
支部長の山村潤一さんにもご登壇頂きまし
た。大変盛り上がった懇親パーティー、そし
て第５回経営フォーラムは代表理事の平野
啓三さんの閉会挨拶で閉会いたしました。
文責：難波

大盛況の懇親会の様子

賢太（愛媛同友会

事務局員）

閉会挨拶を担当した
平野啓三・代表理事

実行委員長挨拶
今回のフォーラム開催にあたり実行委員会の立上げから当日まで準備期間も短いスタートになりま
したが、こんな時こそ経営者魂をみせてやろうと皆様が奮起していただき登録数232名という大勢の方
に参加いただきました。まさに皆様のご尽力のおかげです。
分科会の報告者、座長、室長の方々には事前打合せや、県外まで足を運んでいての打合せなど準備
をしていただいたおかげで分科会の内容も充実したものになりました。
実行委員会と事務局、会員の力が結集されたフォーラムになったと思います。多々、行き届かなかっ

今村暢秀実行委員長

た点も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。今回お越しいただいたゲ
スト、オブザーバーの方には御礼をお伝え願えればと思います。
来年の経営フォーラム実行委員長に今治支部の渡部さんになって頂くことで快諾いただきました。次の経営フォーラムに向けて
今からスタートのつもりで取組んでいきましょう。
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５回経営フォーラム実行委員長

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

今村暢秀

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「 お 年 玉 」 で す。 季 語 は「 春 」「 夏 」「 秋 」「 冬 」
のほかに、「新年」という分類があります。春夏秋冬とは別に「新
年」に季節感を見出す日本人の豊かな感性が素敵ですね。



米岡一嘉さん （有限会社オーガスト）

最優秀賞
朝酒やひまご十人お年玉

朝からお酒を頂けるシーンは、お正月ならではです。中七を「ひ
まご十人」と表現していますが、これによりひまご達だけでなく、
我が家に集まった一族数十人の賑やかさが感じられます。朝から
気持ちよくお酒を頂きながら、一族の安穏を確かめている、そん
な 気 分 が 伝 わ っ て き ま す。 ひ ま ご 十 人 へ の お 年 玉 は 経 済 的 に 少 々
し ん ど い 所 で す が、 こ う し て 今 年 も お 年 玉 を 渡 せ る こ と に 感 謝 し
ている気持ちが現れています。

優秀賞
お年玉雲の切れ間にちりばめて

ちりばめる、とはどんな光景でしょうか。作者の心情を表した俳
句ととらえることもできますし、餅まきのワンシーンともとらえ
られます。詠み方を読み手に委ねる俳句です。

追 伸
実は優秀賞の句の他にこんな投句もありました。おそらく同じ
方の投句と考えられます。
「お年玉やられていかれちまった」
「お
年玉Ｈｅｙ Ｈｅｙ Ｂａｂｙ吹っ飛ばす」「発射できないなんて
お年玉」何かお気づきになりませんか。そう、ＲＣサクセション
の名曲「雨あがりの夜空に」のフレーズのアレンジと、お年玉を
取り合わせた形の俳句なのです。うまくハマると優秀賞のような
名句に仕上がるのですね。

締め切り

三月三十一日

二月二十八日

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
四月号
兼題 「桜」

締め切り







皆さんの投句
お待ちしています

※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。
講評：髙橋 大輔さん（広報情報化委員会）

五月号
兼題 「母の日」



石川義和さん （有限会社石川工作所）

季 語「 お 年 玉 」 を 歳 時 記（ 角 川 芸 術 出 版 編 合 本 俳 句 歳 時 記
第四版）で引くと、次のように書かれています。「新年の贈り物
をいう。古くはさまざまな物を贈る贈答行事だったが、後には餅
を 贈 る よ う に な っ た 地 域 が 多 い。 現 在 で は も っ ぱ ら 子 供 に 与 え る
金銭や物品をいう。単に正月の贈り物である他に、神への供物や
神からの賜り物の意味もある。」
掲 句 は 歳 時 記 の「 神 へ の 供 物 や・・」 以 降 の 部 分 を 表 し て い る
と解釈しました。神への供物や神からの賜り物を、雲の切れ間に

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）
越智

昇二（おち

豊田

しょうじ）

1954年６月20日生まれ 今治支部
越智昇鉄工㈱ 代表取締役
建設業
〒794-0081 今治市阿方甲221-1
TEL(0898)23-1515 FAX(0898)23-1540
紹介者／㈲オーガスト 米岡 一嘉

森田

文子（もりた

（11月16日～12月８日）

誠（とよた

まこと）

1983年8月24日生まれ 伊予松前支部
大成ベルトサービス㈲ 後継者
搬送ベルト販売、現地エンドレス
〒790-0944 松山市古川西2丁目6-11
TEL(089)957-3003 FAX(089)957-4126
紹介者／㈱世起 今村 暢秀

会員掲示板

あやこ）

1966年10月1日生まれ 四国中央支部
ハタダ 川之江店 店長
菓子販売
〒799-0113 四国中央市妻鳥町975-1
TEL(0896)57-2112 FAX(089６)72-6191
紹介者／㈲石川工作所 石川 義和

○企業名・住所変更
会 員／岩本 浩一（四国中央市部）
旧企業名／岩本社会保険労務士事務所 代表
新企業名／社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員
新住所／〒790-0067
松山市大手町１丁目８-20シャトレー大手町101号
TEL／089-909-9094 FAX／089-909-9095

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。

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：2017年１月13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
【日時】2016年11月25日㈮18時30分～20時
【出席者】理事：15名、事務局員４名

愛媛同友会

第８回理事会

【会場】アイテムえひめ会議室
【委任状提出】21通

議事録

【議長】竹村義則

【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
11月17日、18日と千葉に人を生かす経営全国交流会に参加してきました。来週
の経営フォーラムの記念講演で来ていただく中村高明さんとテーブルが一緒で
挨拶ができ、千葉同友会の代表理事と経営フォーラムに参加される青年部の方と
も挨拶ができました。四国を中心に全国から参加があり期待されている第５回経
営フォーラムだと思います。今村暢秀さんを中心とした実行委員会で頑張って頂
いています。あと1週間を切っていますが、準備を進めて当日を迎え、学びある
ものとしましょう。
アメリカの大統領選が終わり、格差拡大が懸念されています。地域の生活や豊
かさを守る。節度あるグローバリゼーションが必要なのではないでしょうか。幸
せな地域・社会を目指す同友会であるためにも経営指針の成文化と実践を進めて
いきましょう。来年には「経営指針成文化と実践の手引き」が発刊される予定で
す。更に学びを深めていきましょう。本日もよろしくお願いします。

報告事項
１．正副代表理事会議、各本部、各支部、各委員会活動報告がありました。
○広報情報化委員会から、12月７日㈬に行う報道関係者との懇談会の案内があ
りました。
○求人教育委員会から、第14期同友会大学が全６講で終了したことの報告と来
年６月に合同企業説明会を開催することのご案内がありました。
○四国中央支部から、11月３日（木・祝）に松山以外で初めて新入社員フォロー
アップ研修を開催したことの報告がありました。
２．中小企業振興基本条例の活動進捗について米田順哉・副専務理事から報告が
ありました。
○松山市：松山市から同友会に高校生インターンシップをできないかと依頼が
あり円卓会議で進めていくようになり、県立松山商業高校、県立松山工業高
校、県立北条高校に訪問したところ積極的な意見等いただけたと報告があり
ました。今後の理事会でたたき台を提案して進めていきます。
３．全国・他団体行事の報告がありました。
○長野禎毅・四国中央支部長から11月８日に徳島同友会の経営指針実践塾に見
学にいった報告がありました。月２回で全12講行い、１人の参加者に対して
２～３人のフォロワーが付いており、事前課題も多く、充実した内容であり、
見習って四国中央支部でも経営指針成文化を進めます。
４．第５回経営フォーラム実行委員会からの報告がありました。

協議事項
１．各支部・委員会の総括・方針・スローガンについて（スケジュール）の協議
を行いました。
杉本太一・代表理事から正副代表理事会議で協議した下記スケジュール各支
部・委員会の総括を行っていきましょうと提案がありました。
支
11
月
12
月

部

委

員

会

○第 8 回理事会で総括を依頼

○第 8 回理事会で総括と数値目
標の協議を依頼

○幹事会で総括の協議
※松山支部は支部三役で体制
決め
→第 9 回理事会に提案

○委員会の総括・方針・スロー
ガン・数値目標の協議
→第 9 回理事会に提案

１
月

○幹事会で支部の方針・スロー
ガン・数値目標の協議
→第 10 回理事会に提案
○第 10 回理事会で総括の確定

○ 第 10 回 理 事 会 で 委 員 会 の 総
括・方針・スローガンを確定
○県としての数値目標の総枠の
確定

２
月

○幹事会で方針・スローガン・
数値目標の確認
→第 11 回理事会で確定

○委員会で数値目標の確認
→第 11 回理事会で確定

○中周作理事と平野啓三代表理事から提案があり、総括や方針を考えていく際
に人事も大きく関わってくるため、人事については早めに動いていくことを
共通認識とするが、基本的には活動継続の観点から現行の人事で総括を進め
ていくことを確認しました。来年度の人事に関しては事務局が各支部・委員
会にヒアリングしていくことを確認しました。
○弓立公司理事から支部と委員会に関しての問題提起があり、入会時に支部に
は所属するが委員会には入会してから関わっていくことが多いため、入会時
に問題意識のある委員会に所属するようにしてはどうかという提案があり
ました。
議論の中で支部が軸なのか、委員会が軸なのかという議題が挙がりました
が、学びの基礎・基本が例会であり、委員会はより問題意識のある会員の学
びの場であるとの議論になりました。また、入会時に事務局が新入会員に対
して何に問題意識があるのかをヒアリングして委員会に関わっていくこと
を促進していくことを確認しました。

承認事項
１．前回７回理事会から第８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．会員情報での携帯電話番号についての承認をしました。
３．例会のテーマ設定についての承認をしました。
４．会員情報アンケートの実施についての承認をしました。
５．ベトナム経済・人材育成セミナーin愛媛2016後援の依頼について承認をしま
した。
６．第33回定時総会実行委員会、実行委員長について承認をしました。
第33回定時総会実行委員長に武田正輝会員が推薦され承認しました。また、
12月の各支部幹事会で実行委員を選出することとなりました。
７．第６回経営フォーラム実行委員長について承認をしました。
第６回経営フォーラム実行委員長に渡部伸哉会員が推薦され承認しました。

閉会挨拶：田中正志
今年度から理事会改革を進め、今回の理事会もロの字で進行しましたが、顔が
見えることは良いことだと思います。皆さんの意見も聞くことができ、そして時
間通りに終了する。理事会の質が上がってきたのではないでしょうか。今後も皆
さんの意見や考えを共有し、共に学び合う理事会・同友会にしていきましょう。
本日もお疲れ様でした。

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

