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スローガン

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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「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！
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愛媛県中小企業家同友会

社員の退職を未然に防止する

▼ 縁 あ っ て 入 社 し た に も 関 わ ら ず、 様 々 な 理 由 で
退 職 を す る ケ ー ス が あ り ま す。 退 職 に は、 家 族 の
都 合 や、 健 康 問 題、 適 性 の 不 一 致、 将 来 ビ ジ ョ ン
の 不 整 合、 職 場 内 の 人 間 関 係 等 様 々 な 原 因 が あ り
ます。いかに退職を慰留しても、意志の変わらない事もあ
ります。退職している原因の中には、「職場の人間関係」
「ビ
ジョンやキャリア」を挙げるケースも若手を中心に多く
なっています。前者は、「目の前の問題からの退職」、後者
は「将来の問題からの退職」と言えます。▼ここで、両問
題に対して、何か事前に手が打てなかったか、という事で
す。退職意思が固まってしまったら、ほとんど懐柔が難し
い状態になっていきます。そこで、
「コーチング」と「キャ
リアカウンセリング」と言うコミュニケーションシステム
が必要になります。「職場の人間関係」の問題は、相手が
ある問題であり、どちらかが一方的に悪いと決め付ける事
も出来ません。また、人間関係を悪くしている張本人を下
手に指導しても、それが更なる悪化原因にもなりかねませ
ん。職場として出来ることは、張本人に悪感情を持たせな
い程度の指導と、配置転換等の回避策を提示する位でしょ
う。▼しかし、ここで大事なのは、それをどれ位早めに察
知し、悩んでいる社員の声を聴き続け、一緒に考え、心を
楽にする援助をしたかどうかです。全員とは言えませんが、
人間関係で悩む社員には「一方的な被害者意識」を持って
いるケースがあります。少しでもきつい言い方をされただ
けで、「自分は嫌われている」などの悪感情を持ってしまい、
自 分 を 冷 静 に 見 れ て い な い 事 が 多 々 あ り ま す。 早 め に コ
ミュニケーションを取って、そういう意思が固まってしま
うまでに、会話や面談で柔らかい物の考え方を本人に気付
かせることが肝要になってきます。即、アドバイスや指導
をするような面談や会話ではありません。寄り添うように、
一緒に解決に導く為の、いろいろな視点を経験させること
です。▼「人間関係の問題」は、同じ職場においては解決
策のでないテーマです。そういうテーマで心を痛める場合
は、コーチングによる「話を傾聴する」事が重要な管理者
のアクションだという事です。▼次に「将来の問題による
退職」です。これは、「このまま今の仕事を続けても自分
のビジョンやキャリア形成にプラスにならない。もっとス
テップアップしたい」と言う有能な若手や高学歴者に多い
傾向です。これは、具体的なキャリアプランを仕組みとし
て用意する事と、それをしっかり伝え、本人の目標に落と
し込む作業が必要です。「キャリアカウンセリング」とは、
そういう目標管理を管理者と一緒に考え、時にアドバイス
したり、時に本人に考えさせることです。▼先ず、キャリ
アプランとしては、何年後にどういう仕事や業務、マネジ
メントができれば、どういう職位になり、大体の賃金上昇
はどれ位か、ある程度見える事です。▼人は、将来の希望
の為には、今の苦痛も耐えますが、将来に希望が見えなけ
れば、今の苦痛よりは、新たな環境を目指して、飛び出す
と言う本質があります。（横）

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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４月27日㈭、松山全日空ホテルにて愛媛同友会第33回定時総会を開催いたしま
した。会員、ゲスト、オブザーバー、そしてこれまでの産学官報金労連携の取り組
みの成果を証明するように各機関及び、各地同友会からの来賓も多くご参加くださ
り、延べ166名が参加し盛会となりました。開会挨拶で「本日の記念報告は普段聞
くことのできない貴重な報告。皆でしっかりと聞き、学び、仲間を作り、自社に持
ち帰ってより良い会社にしていきましょう」と田中正志・代表理事にご挨拶いただ
きました。
2017年度愛媛同友会のスローガンは「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！」です。本誌２ペー
ジから６ページまでが定時総会の特集となっております。ぜひご一読ください。

2

愛媛県中小企業家同友会第33回定時総会 第1部記念講演
「絶対に、故郷を失くさない」
～震災・原発事故から教わったわが社の基盤～
師：高橋美加子 氏
株式会社北洋舎クリーニング 代表取締役／福島県中小企業家同友会 相双地区 直前会長

■講

第33回定時総会の第１部記念講演は、中道昇さんが司会を務め、
「女
性経営者」
、
「地域」をテーマに福島同友会より北洋舎クリーニングの
高橋美加子さんに講師としてお越しいただきました。
北洋舎クリーニングさんは福島原発から半径30㎞圏内の場所にあ
り、東北大震災の際には避難命令が出されました。
目に見えない放射能の汚染に加え、それに伴う立ち入り禁止区域と
いう法律の壁により救いたくても救えなかった命に対する後悔。ま
た、事業再開をしたくても、行政や金融機関からも法律によって対処
してもらえないというもどかしさなど、経験された生の声を聞きなが

司会を務めていただいた中道昇さん

ら、報道だけではわからない現地の詳細を知る事ができました。実
際、高橋さんも震災当日、社員さんの声で地域の現状を知る事があっ
たそうです。
予定していた時間を大幅に超えての講演ではありましたが、それだ
け高橋さんの思いが強く、たくさんの人に現状を知ってほしいという
あらわれではなかったかと思います。最後の20分は特に思いのこもっ
た声で話されていました。
「自分たちの経験を、みなさん1人ひとりの事として捉えてほしい」
「松山市や東温市には中小企業振興基本条例があるのだから、防災に

報告者の高橋美加子さん

対する取り組みを盛り込んでほしい」など高橋さんは訴えておられま
した。自分たちの経験を１人でも多くの方に自分の事とし、活かして
ほしいという思いを強く感じました。
内容が盛りだくさんで講演時間が足りず、
「もっと“震災や原発事故
から教わったわが社の基盤”について話を聞いてみたかった」という
声を多く聞きました。２月に打ち合わせに伺った際、高橋さんから、
「真っ暗になった街の中で店の灯りが、地域の方の希望となった」
、
「何
のために利益を出すのか。社員への見舞金や地域支援も出来ないし、
いざという時にどれだけ利益があれば当面の経営ができるかを考え

グループ討論の様子

るようになった」
、
「社員が避難する中、人手不足や残業を経験して、
計画的な採用や社員教育、労働時間の見直しなど考えるようになっ
た」など伺いました。
万が一の時、地域に必要とされる企業として、何が必要でどういっ
た事に取り組んでいかなければならないか、日頃から考える必要があ
り、その根底には「絶対に故郷を失くさない」という強い意志を持つ
事が大事だと学びました。
高橋さん、本当にありがとうございました。


寄稿：武田

正輝さん（恭栄自動車株式会社／伊予・松前支部）

謝辞を務めていただいた
平野啓三さん
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第３３回定時総会

第２部会員表彰・総会議事

第２部の司会は宇高将仁さんが務めてくださいました。
会員表彰は、会員拡大表彰と愛媛同友会在籍20年功労・30年功労表彰を行い、プレゼンテーターは服部豊正さ
んに務めていただきました。会員拡大表彰では、ご協力いただいた28名の皆さんを代表して2016年度で最多拡大
を進めた米田順哉さんにご挨拶いただきました。
在籍20年功労賞を受賞されたのは佐藤慎輔さん、菅啓三さん、池田一夫さん、有高修三さん、宮崎政博さん、
重見弥生さんの６名。在籍30年功労賞は金子司郎さん、久保安正さん、井浦忠さん、栗田雅則さん、内田敏之さ
んの５名が受賞され、当日参加された佐藤さん、金子さんのお二人からそれぞれご挨拶をいただきました。
総会議事の議長は弓立公司さんと渡部伸哉さんに務めていただきました。2016年度運動報告と2017年度運動ス
ローガン・方針を平野啓三さん、2016年度決算報告と2017年度予算報告を米田順哉さん、会計監査報告を米岡一
嘉さん、第３号議案の2017年度理事を吉村紀行さんからそれぞれ報告・提案されました。愛媛同友会2017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！」をはじめとする全ての議案を満場一致で承認しました。


文責：難波

賢太（愛媛同友会

事務局員）

司会を務めていただいた宇高将仁さん

プレゼンテーターの服部豊正さん

拡大表彰で代表挨拶いただいた
米田順哉さん

在籍20年功労表彰でご挨拶いただいた
佐藤慎輔さん

在籍30年功労表彰でご挨拶いただいた
金子司郎さん

16年度運動総括・17年度方針・スローガン
の提案を務めていただいた平野啓三さん

16年度決算報告・17年度予算報告を
務めていただいた米田順哉さん

会計監査報告を務めていただいた
米岡一嘉さん

17年度理事の報告を務めていただいた
吉村紀行さん
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第33回定時総会

第3部懇親パーティー

＜例年以上の多くの来賓にご参加いただきました＞
第３部の司会は逢坂忍さんと吉川賢さんが務めてくださいました。
懇親パーティーは来賓の皆様の入場から始まり、来賓を代表して、上甲俊史・愛媛県副知事、西泉彰雄・松山市
副市長、加藤章・東温市長の３名からご祝辞を頂戴し、大橋裕一・愛媛大学学長から乾杯のご挨拶と発声を行っ
ていただきました。
昨年度定時総会同様に産学官報金労各機関から来賓の皆様にご参加いただけたことは愛媛同友会の歩みの成果
です。会内外ともに交流できた懇親パーティーとなりました。
今年度、今治で開催予定の第６回経営フォーラム実行委員長の渡部伸哉さんから参加された皆さんへ参加の呼
びかけがありました。

＜参加者全員で「ふるさと」を合唱しました＞
懇親パーティーの最後は実行委員長の武田正輝から次回実行委員長の矢野宏道さんにバトンタッチの発表があ
り、記念講演でのテーマでもある「ふるさと」を参加者全員で合唱しました。総会実行委員はリコーダーで演奏。
そして間奏では米田順哉さんがサックスで演奏する等のサプライズもありました。閉会挨拶を代表理事の杉本太
一さんが務め、第33回定時総会は盛会で幕を閉じました。


文責：伊井

達哉（愛媛同友会

事務局員）

ご祝辞を頂戴した
上甲俊史様

ご祝辞を頂戴した
西泉彰雄様

司会を務めていただいた
逢坂忍さんと吉川賢さん

ご祝辞を頂戴した
加藤章様

乾杯のご挨拶・ご発声を
いただいた大橋裕一様

第6回経営フォーラム実行委員長の
渡部伸哉さんと今治支部会員の皆さん
によるPR

第33回総会実行委員長の
武田正輝さん

次回総会実行委員長の
矢野宏道さん

総会実行委員会による
サプライズ演奏！
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愛媛県中小企業家同友会 第３３回定時総会 来賓名簿
＜敬称略・順不同＞

お 名 前

所

属

名

役

職

上甲 俊史

愛媛県

副知事

関口 訓央

愛媛県経済労働部産業支援局

局長

八木 一成

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

課長

魚住 茂男

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課商工団体係

係長

西泉 彰雄

松山市

副市長

越智

博

今治市

副市長

加藤

章

東温市

市長

山本 一英

東温市産業建設部産業創出課

課長

伊賀 丈洋

東温市産業建設部産業創出課産業創出係

係長

大橋 裕一

愛媛大学

学長

溝上 達也

松山大学

学長

ホビノ・サンミゲル

聖カタリナ大学

学長

西村 勝志

愛媛大学社会共創学部

学部長・教授

和田 寿博

愛媛大学法文学部/地域創成研究センター

教授

岩崎 樹生

日本経済新聞社 松山支局

支局長

鈴木 孝裕

愛媛新聞社 編集局 整理部

副部長

内山 圏志

日本政策金融公庫 松山支店

支店長

橋本 元気

日本政策金融公庫 新居浜支店

支店長

松本 浩一

愛媛信用金庫 地域事業振興部

部長

杉本 宗之

日本労働組合総連合会愛媛県連合会

会長

今井 正夫

愛媛地方労働組合連合会

議長

川北

哲

香川県中小企業家同友会

代表理事

宮下 幸雄

香川県中小企業家同友会

事務局長

成岡 英司

高知県中小企業家同友会

代表理事

山城 真一

徳島県中小企業家同友会

代表理事

佐々木雅信

徳島県中小企業家同友会

事務局長
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愛媛同友会2017年度理事会名簿
愛媛県中小企業家同友会
同友会役職
代表理事
代表理事
代表理事
専務理事
副代表理事
松山支部 支部長
松山支部 副支部長
松山支部 幹事長
松山第１地区会 地区会長
松山第１地区会 副地区会長
松山第１地区会 幹事長
松山第２地区会 地区会長
松山第２地区会 副地区会長
松山第２地区会 幹事長
松山第３地区会 地区会長
松山第３地区会 副地区会長
松山第３地区会 幹事長
四国中央支部 支部長
四国中央支部 副支部長
四国中央支部 副支部長
四国中央支部 幹事長
四国中央支部 副幹事長
今治支部 支部長
今治支部 副支部長
今治支部 幹事長
東温支部 支部長
東温支部 副支部長
東温支部 幹事長
伊予松前支部 支部長
伊予松前支部 副支部長
伊予松前支部 幹事長
障がい者委員会 委員長
障がい者委員会 副委員長
障がい者委員会 副委員長
求人教育委員会 委員長
求人教育委員会 副委員長
求人教育委員会 副委員長
求人教育委員会 副委員長
経営労働委員会 委員長
経営労働委員会 副委員長
中小企業憲章・条例委員会 委員長
キャリア教育委員会 委員長
ＥＤＯＲ委員会 委員長
ＥＤＯＲ委員会 副委員長
広報情報化委員会 委員長
広報情報化委員会 副委員長
女性委員会 委員長
女性委員会 副委員長
国際化担当理事（新設）
総務担当理事

氏 名
平野 啓三
田中 正志
杉本 太一
米田 順哉
松本
等
三好 大助
弓立 公司
中
周作
三好 大助
矢野 宏道
奥江 英記
弓立 公司
金子 司郎
内藤 成博
中
周作
杉田 和也
中道
昇
長野 禎毅
菰田 晃伸
佐藤 慎輔
宇高 将仁
熊野 輝彦
越智堅太郎
原
初
渡部 伸哉
藤岡 貞雄
川﨑 一輝
櫻田 直也
大政 裕志
程野 裕貴
桑波田 健
川﨑 一輝
櫻田 直也
正岡 尚起
今村 暢秀
清水 栄治
長野 禎毅
堀内
章
芳野 裕士
吉村 紀行
藤岡 貞雄
前田
眞
桑波田 健
良野 一生
武田 正輝
竹村 義則
森本 智香
小田 美惠
伊藤俊一郎
横本 恭弘

2017 年度

理事会名簿 （敬称略）

企 業 名
㈱平野
義農味噌㈱
特別養護老人ホーム梅本の里
ＮＰＯ法人家族支援フォーラム
生活協同組合コープえひめ
㈱フェローシステム
㈲ユアーズ・ケア
㈱ナカフードサービス
㈱フェローシステム
㈲矢野商事
㈲ビー・レビュー 麺屋十銭
㈲ユアーズ・ケア
合同会社テクノロジープロダクツ
㈲福助珍味
㈱ナカフードサービス
㈲杉田鮮魚
㈲モンド
㈱美寿寿
㈱こもだ寝装
サトー産業株式会社
泉製紙㈱
ダスキンあたッく
オチ工業㈱
㈱志賀商店
㈲三和興産
藤岡萬建設㈲
愛媛故繊維再生㈱
㈲さくら
月心グループ
㈱程野商店
岡田印刷㈱
愛媛故繊維再生㈱
㈲さくら
上田消防建設㈱松山店
㈱世起
㈱清水屋
㈱美寿寿
㈱ハート
㈱ GOOD FIELD
弁護士法人たいよう
藤岡萬建設㈲
愛媛大学社会連携推進機構
岡田印刷㈱
㈲いっせいグループ
恭栄自動車㈱
生活協同組合コープえひめ
㈱コッコ・サン
㈱宝山亭
イトマン㈱
㈲人と経営研究所

役
職
代表取締役
代表取締役
統括施設長
理事長
理事長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
ゼネラルマネージャー
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
取締役常務
代表
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
専務取締役
代表取締役
常務取締役
代表取締役
代表取締役
専務取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表社員
代表取締役
教授
代表取締役
代表取締役
専務取締役
常勤監事
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役

【相談役・財務担当・会計監査・経営相談室室長】
同友会役職

相談役
相談役
相談役
財務担当
会計監査
会計監査
経営相談室室長



氏
藤井
井浦
服部
脇
佐伯
吉岡
秋川

名

滋
忠
豊正
一文
直輝
毅
保親

企 業 名
不二印刷㈱
㈱いうら
服部製紙㈱
脇会計事務所
佐伯公認会計士事務所
㈲吉岡建築設計事務所
秋川会計事務所㈱

役
職
会長
最高顧問
代表取締役会長
所長
所長
所長
取締役

◎上記の相談役・財務担当・会計監査・経営相談室室長は理事ではありません。
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愛媛信用金庫との懇談会
2017年４月12日㈬に愛媛信用金庫本店にて、愛媛信用金庫（愛媛信金）
との懇談を行いました。愛媛信金との懇談は昨年度の包括協定の締結以来
で、金融庁の打ち出した「金融機関の仲介機能のベンチマーク」にかかわ
り、事業性評価にもとづく融資のとりくみについて意見交換をしました。
同友会からは、中小企業家同友会が全国で、地域と中小企業への円滑な
資金供給で努力する金融機関を正しく評価する「金融アセスメント法」の
制定運動にとりくみ、また愛媛同友会では経営者自身も自らの姿勢を質し
て事業評価に耐え得る経営をしていくために企業変革支援プログラムを策
同友会の取り組みを紹介する米田順哉さん
定した歴史を紹介しました。
愛媛信金からは弓山慎也理事長よりご挨拶いただき、松本浩一部長より
活動事例集パンフレットをもとにとりくみが説明されました。とくに最近は創業応援ローンやセミナー等も多数開催
して創業支援に力を入れ、事業性評価にもとづく融資では新規融資には無担保融資も活発にとりくまれていました。
愛媛信金は地域活性化のために事業承継に取り組まれ、中小企業家同友会との親和性も高いとりくみをなさってい
ると感じられる懇談となりました。
文責：安丸 雄介（愛媛同友会 事務局員）

EDOR委員会

活動紹介

EDOR委員会は、景況調査をしている委員会です。分かり易く言うと、
中小企業家同友会版、日銀短観だと思って下さい。ただ、日銀短観と違う
ところがあります。厳密には、技術的な方法なども違うのですが、そこは
さて置き、大きく違うところがあります。それは、私達会員が、関わって
いるところです。つまり、私達が、日銀短観に匹敵する、景況調査をして
いるのです。具体的には、データ、分析、発表をしています。アカデミッ
クな部分については、以前から、愛媛大学(社会共創学部・曽我亘由教授)の
協力を得ています。データを読み取ること(分析)も、記者発表も、愛媛大学
EDOR委員長の桑波田健さん
と、コラボ(協同作業)をしています。
一連の作業の中で、唯一、私達会員だけで、行っていることが有ります。
それは、企業一社一社の景況データの提供です。これに勝る、協力はありません。この協力には、実は、特典がつい
ています。それは、私達の経営者意識が変わると言う特典です。不思議なもので、年４回、都度、アンケートに答え
ていると、数値的に、自社を、観察・分析する癖がついて来ます。私達・経営者には、その様な資質も、また、必要
なのです。
どうぞ、会員の皆様におかれましては、EDOR活動にご理解の上、格別、アンケート調査に、ご協力をお願いしま
す。なんと、そのアンケート調査ですが、今月・６月に有ります。思い立ったが、吉日。思い立たれた、あなた。早
速の、ご協力ありがとうございます。まさかとは思いますが、思い立たれてない、あなた。騙されたと思って、ご協
力をお願いします。漏れ無く、特典がついて来ます。会員の皆さん、宜しくお願い致します。

寄稿：桑波田 健さん（EDOR委員会 委員長）

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。
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同友会で俳友会

今月の兼題は「父の日」です。先月の兼題「母の日」にくらべ、投句数は半分以下でした。感謝の対象として「母」はイ

逢坂

忍さん（逢坂／松山支部第１地区会）

メージしやすいようですが、「父」は難しかったようです。

最優秀賞
なにごとも無く父の日の有り難さ

なにごとも無いことの有り難さと「父の日」の取り合わせが絶妙です。「父」の威厳を詠んだ俳句や、「父」を懐かしむ俳

句が多い中で目を引きました。一家を守ってくれている「父」が居るからこそ、今日も無事に一日を終えることができた、

安堵の気持ちを季語「父の日」が掬い取っています。季語を「母の日」と入れ替えると、収まりが悪くなります。「母の日」

締め切り
締め切り
締め切り

豪さん（株式会社シンアイ／四国中央支部）

六月三十日
七月三十一日
八月三十一日
講評：髙橋

大輔さん（広報情報化委員会）

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

愛媛県西条市今在家 921 番地
TE L: 0898-64-1333
HP: h ttp: //sh i ga -ma me. co . jp

3

はカーネーションのプレゼントなどお祝いをするので、「なにごとも無く」と呼応しなくなります。派手なお祝いはしないも

作
真鍋

のの、心の中で父に感謝する日が「父の日」なのでしょう。

佳
父の日に机上のメガネ懐かしむ

亡き父を偲んでの俳句でしょうか。父親が生前使用していたままの状態の机にメガネ。日常の生活の中ではそれほど感じ

兼題 「冷奴」
兼題 「朝顔」
兼題 「鰯雲」

なかった懐かしさが、「父の日」だからこそ蘇ってきます。下五の「懐かしむ」をメガネの特徴の描写にしてみても面白いと
思います。

八月号
九月号
十月号

皆さんの投句お待ちしています

志賀商店

株式
会社
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1982年1月14日生まれ 松山支部第２地区会
㈱ライフ・シェアリング 介護保険事業（訪問看護）
〒798-1351 北宇和郡鬼北町大字奈良4134-1
TEL(0895)20-6701 FAX(0895)20-6702
紹介者／㈲ユアーズ・ケア 弓立 公司
1943年1月7日生まれ 東温支部
㈲松山サービス クリーニング業
〒791-0302 東温市吉久311-1
TEL(089)966-6866 FAX(089)966-6816
紹介者／㈲モンド 中道 昇

みちた）

1961年8月7日生まれ 伊予松前支部
㈱エンカレッジ 取締役 教育、研修サービス業
司会、ブライダル業
〒791-3120 伊予郡松前町筒井291-7
TEL(089)989-5545 FAX(089)985-2177
紹介者／㈲オルソ本田 本田 美紀

1972年10月20日生まれ 伊予松前支部
㈱栗田工務店 代表取締役 建築・リフォーム業
〒790-0921 松山市福音寺町40-1
TEL(089)993-7555 FAX(089)993-7752
紹介者／義農味噌㈱ 田中 正志

秋元

塩﨑

道太（しおざき
あきら）

晃（あきもと

けんすけ）

憲介（たにもと
谷本
ゆきえ）

幸江（たまい
玉井

（４月１日～５月２４日）

新入会員ご紹介 （４名）

氏

決算書を経営改善の武器にしよう
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

経営をされている皆さんは必ず決算書を作ります。自社で作

れない場合は税理士や会計事務所に依頼して。ところで決算書

は何のために作るのでしょうか。私は、長年会計事務所を経営

してきましたが、決算書を「経営改善」に生かしている経営者

は多くありません。決算書は「税金を払うため」と思っている

方も少なくないようです。もちろん政府は、税金を取るために

「納税申告制度」を設けていますが、決算書は人間が作り上げ

た「最高の芸術作品」の一つです。例えば、数千億円の売り上

げがある大企業でも「貸借対照表と損益計算書」というたった

２枚の紙に現在の「企業の資産と負債・利益と損失」が見事に

記録されているのが決算書です。そして決算書は、過去の記録
であるとともに未来の経営の指針になります。

例えば、損益計算書には５つの利益が書かれています。売上

総利益・営業利益・経常利益・税引き前当期純利益・当期純利

益などです。これをよく見ると、わが社の経営で何が問題なの

か、それは改善できないものかと云ったことが明らかになりま

す。企業経営にとって一番大切なことは経営理念です。この会

社は「誰の為に、何をするのか」といった経営者の思いを凝縮

したものが経営理念です。そして、その理念を実現するために

どうしても必要なのが「企業の存続」です。同友会でも「決算
書」の勉強会等を計画されてはと思います。
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※第12回理事会議事録を掲載出来ておりませんでしたので、改めて掲載させていただきます。

201６年度

愛媛同友会

【日時】２０１７年₃月２３日㈭18時30分～20時
【出席者】理事：17名、事務局員₄名

第12回理事会

【会場】アイテムえひめ会議室
【委任状提出】20通
【議長】竹村義則

議事録

【議事録作成者】安丸雄介

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。
鎌田専務理事逝去により黙祷がありました。

開会挨拶：平野啓三
３月11日に鎌田哲雄さんが逝去されました。鎌田さんは生前、
コラム「陶冶」を長年執筆され最後に佐賀県で入院中に書いたコ
ラムはルイ・アラゴン、ホイットマンの詩を紹介し、「経済とは、
経営とは、同友会運動とは。見識見解を備えた人たちが愛媛の同
友会運動から生まれることを願ってやみません」と結びました。
また、陶冶第１号も振り返ってみるとルイ・アラゴンの詩を紹介
していました。「人は連帯を実感した時に幸せを感じる」。これか
らも理事会が一体となって鎌田さんが残した功績を引き継いで発
展させていきましょう。

承認事項
⑴
⑵
⑶

⑷

⑸

 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
前
入会・退会の承認をしました。
「坊ちゃん劇場第11作」後援の依頼について承認されました。

愛 媛同友会 県及び各支部・委員会総括と方針スローガンに
ついて議案書の報告内容が確認されました。
来期以降の会員拡大を３カ年計画で2017年度・490名、18年度・
540名、19年度570名として提案します。
次期の予定人事について確認され、次期の組織図について議
案書案が承認されました。
 EDOR委員会副委員長、女性委員会副委員長、広報情報化
委員会正副委員長の新任について説明されました。
第６回経営フォーラムの開催会場の検討状況について渡部伸
哉実行委員長より承認されました。
 2017年11月22日㈬に今治国際ホテル・今治地域地場産業セ
ンターで開催することが承認されました。今後実行委員会を
立ち上げていくことになります。

報告事項
⑴

正副代表理事会議、各本部、各支部、各委員会活動報告
○事務局より、愛媛同友会ビジョンは正副代表理事会議及び各
幹事会の論議を踏まえ、10年ビジョンを策定し、中期ビジョ
ンを参考資料として議案書に掲載して継続協議するとの報告
がありました。

私たちは ICT で、誰もが働きやすい社会を創出します。
システム開発事業・Web 開発事業
IT を使って、地域の方々の「あったらいいな」を
実現するシステム開発、Web 制作を行います。

http://www.fellow.co.jp/

089-987-6046
特定非営利活動法人
http://npo-fjs.org/

089-945-7698

就労移行支援事業
現役で活躍する IT エンジニアが技術支援を行い、
障がいを持つ方が就労するためのお手伝いをします。

就労継続支援 A 型事業
障がいを持つ方が、仕事を通じて社会的に自立し、
地域へ貢献する人財となる就労の場を提供します。

放課後等デイサービス事業
障がいをもつ子供たちが、IT 学習を通して、社会性、
人間性を身につけ、夢を実現するお手伝いをします。

○女性委員会より小田美惠さんから今年度迄のとりくみ経過と
来期体制の補足報告がありました。
⑵ 第33回愛媛同友会定時総会について、武田正輝実行委員長よ
り理事・幹事・実行委員を中心に参加の組織を進め、総会の
成功が呼びかけられました。
⑶ 愛媛大学・六次産業化の研究会（仮称）について相談内容の
概要報告がされました。南予の会員拡大・支部設立の課題と
併せてとりくみを具体化し、同友会の学ぶ場を南予で作って
いく方向性が報告されました。
⑷ 愛媛大学・インターンシップ受け入れ奨学金制度について相
談内容が報告され、今後ご意見を頂いて協議していくことが
報告されました。
⑸ 全国・他団体行事の報告について、今年度より中同協で行事
ごとに参加対象が、会員一般と役員対象とで整理されたこと
が報告されました。
⑹ 鎌田哲雄さんを語る特別例会（仮称）について報告がありま
した。
 2017年７月23日㈰に、ひめぎんホール・真珠の間にてとり
おこなうことで報告されました。ご遺族主催ですが、当日の
詳細は実行委員会形式で具体化していくことが確認されまし
た。

閉会挨拶：杉本太一
鎌田さんのエピソードで通夜式の日に私は鎌田さんから叱咤さ
れる夢を見ました、「７月22日は何の日か？」と。鎌田さんの還
暦（7/22）の翌日に会が執り行われます。本日の理事会では武田
正輝実行委員長より総会の成功と、渡部伸哉実行委員長より経営
フォーラムの今治開催の成功が呼びかけられました。そして鎌田
さんの会もあります。鎌田さんの熱い情熱を引き継いで、総会・
経営フォーラムもすべて盛会にしていきたいと思います。

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

うまいもんおとぎばなし

居酒屋ダイニング
おだいどこ

cafe & DinigBar
haco 朝生田店

花咲か爺屋

089-968-6836

089-913-6050

089-935-8558

おとぎ話

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

お酒の販売店
媛の蔵

名物炭火炙り焼き
浪花屋 鳥造

089-947-6817

089-993-6188

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

（

あ

し

た

お

）

― 明日を拓くパートナー ―

〒794-0028 今治市北宝来町2丁目2-22
TEL （0898） 32 - 0255
FAX （0898） 32 - 0350

安部

真 ／ 井上

徳之 ／ 近藤

壮 ／ 十河

篤史

〒790-0066 愛媛県松山市宮田町 186 番地４ 松山駅前ビル４F
089 913 6050
TEL：089−948−8294 FAX：089−948−8296

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

