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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・推進運動を通して、
地域と企業で実践する】

2017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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第５回合同企業説明会を開催！ 参加企業23社、来場学生84名
松山市総合コミュニティーセンター企画展示ホールにて６月20日㈫に第５回目
となる合同企業説明会を開催しました。参加企業は23社、来場学生は84名でした。
就職活動が３月に始まり、６月になって各企業の選考も解禁となった時期。既に
就職活動を始めていたが失敗続きで落ち込んでいる学生もいました。しかし会員企
業の皆さんが真摯に向き合い、対話を重ねることで前向きになって「選考を受けた
い企業があった」と話してくれた学生もいました。
愛媛同友会では、単なる人取りではなく、学生の声を聞き、採用活動から共に学
ぶ、共に育つを実践しています。
詳細はＰ８に掲載。

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。

求人内容と雇用契約内容

現 在、 人 手 不 足 が 深 刻 に な っ て お り ま す が、 求 人
内容と実際の労働条件が異なるとして労働トラブル
と な る 事 例 も 多 く あ り ま す。 今 回 は、 労 働 条 件 通 知
書に従業員が同意する旨署名をしたにもかかわらず、求人内
容がそのまま雇用契約内容となった地裁判決をご紹介致しま
す。会社は、できるだけ多くの人が求人に応募するように定
年制がない求人内容を記載しました。労働者は求人内容の定
年制がないところに魅力を感じて、応募することとしました。
求人面接において、労働者が会社代表者に「定年制はありま
すか?」と聞いたところ会社代表者は「まだ決めていない」
と答え、雇用契約期間も話題に上らず、その後も会社代表者
から明確な説明はありませんでした。裁判所の判断は、『労
働者の署名押印のある労働条件通知書の内容ではなく、求人
票の記載内容通りの雇用契約の成立を認め、会社は敗訴して
しまいました。「求人票記載の労働条件は、当事者間におい
てこれと異なる別段の合意をするなどの特段の事情のないか
ぎり、雇用契約の内容となると解するのが相当である」、「求
人票の記載と異なり定年制があることを明確にしないまま採
用を通知した以上、定年制のない労働契約が成立したと認め
るのが相当である」、労働者の同意は自由な意思に基づいて
なされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在
するか否かという観点からも判断されるべきものと解するの
が相当であり、これは賃金や退職金に限らず同様の重要な労
働条件の変更についても妥当するものと解する。会社は定年
制が無いことや一年契約であることを明確に説明せずに労働
条件通知書を提示し、かつ労働者はすでに他の仕事を退職し
て収入が絶たれるため「署名するしかない」と考えて署名押
印したと認められるので、自由な意思に基づいてなされたも
のと認めるに足りる合理的な理由はない。そのため、労働条
件通知書の内容で雇用契約は成立せず、求人票記載の内容で
雇用契約が成立したとみるべきである。』この裁判例の考え
からすると、労働者が同意したと言えるためには、単に労働
条件通知書や労働契約書に署名押印があるだけでは足りず、
様々な状況から労働者が自由な意思にもとついて同意したの
かを厳しく判断することになります。そのため、労働条件通
知書や労働契約書があっても全く通用せず、求人票の記載内
容の通り賃金を支払えと判断されるケースも出てくると思い
ます。今後、求人票については、労働問題を予防する意味で
も記載内容に注意をする必要があります。（横）

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/
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松山支部６月例会
事業「承継」とは何か？
～事業承継と事業継承の違い、改めて自社の価値を考える～
■報告者：中 周作 氏
株式会社ナカフードサービス 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 理事・松山支部幹事長
■日

程：６月14日㈬

■会

場：松山市青少年センター

■参加者：58名

松山支部６月例会は、㈱ナカフードサービスさんの二代目である、中周作さんより、事業「承継」と事
業「継承」の違い、改めて自社の価値を考えることについて、報告していただきました。
ナカフードサービスさんの事業内容は、事業所向け弁当の製造販売や幼稚園給食、高齢者福祉施設ケー
タリング等です。中さんは、後継者として獲得していかなければいけないものに次のことを挙げています。
①社員さんとの信頼関係作り②自社の価値に気づく③仕事の価値に気づくの３点です。
①中さんは創業者のお父様の代から勤めていらっしゃる社員さんも含め、全ての社員さんと同じ目標を
持つことで、良い関係を築きました。
報告者の中周作さん
②お父様から会社を引き継ぐ際『別予算を組んでいる障がい者雇用と少年少女のスポーツ振興を継続す
る事。会社がどんなに苦しくても、この別予算には手を付けてはいけないし、また、これが継続出来ない
状態になるなら、会社をたたんでもいい』と言われました。この時、お父様から自社の価値である、創業
の精神を引継ぎました。
③コープえひめさんのベンチマークがきっかけで、あるお婆さんのお宅を訪れた際、その食事内容にが
く然とします。部屋には、即席麺が積みあがった棚と、冷凍食品のための保存庫がありました。お婆さんは
即席麺と冷凍食品を食べて生活していたのです。今まで中さんは、自分達のお弁当はお腹がふくれさえした
ら十分と考えていましたが、この出来事がきっかけで、仕事の価値に気づきます。中さんや社員さんは、こ
座長の辻内秀明さん
のお婆さんに『自分達が作るお弁当を食べてもらいたい』
『食を通じて、人としての生きる支えになりたい』
気持ちになり、宅配業務を開始しました。半年後、お婆さんの部屋から棚と保存庫が無くなるという嬉しい結果に繋がりました。
中さんは、事業「継承」とは目に見えるもの・手で触れるものを受け継ぐことですが、事
業「承継」とは、
こだわりや想いといった「心」の部分を先代から受け継ぐことが大切ですと
報告しました。さらに、障がい者の方に生きる上で必要な働く場所を提供すること、スポー
ツを通じ少年少女の未来を応援することが自社の価値と気づきました。また、食を通じて人
としての生きる支えになることが自分達の仕事の価値であることにも気づきました。
『後継者
は自社の価値と仕事の価値、両方を獲得すること、また、後継者以外の方は今回のテーマに
ある【事業】の２文字を【日々の業務】に置き換えていただき、自社の価値、仕事の価値を
考えてみてください』と呼び掛けました。中さん、報告ありがとうございました。
グループ討論の様子

寄稿：辻内 秀明さん（㈲つじうち／松山支部第２地区会）

会員情報：ひめや

栗原正行さん

道後商店街の中央あたりにある「お土産屋 道後 ひめや」。愛媛のお土産
を中心に、懐かしい駄菓子屋さんのような心地良い雰囲気の商店です。７月に
改装しリニューアルオープンされました。
ひめや三代目・
お話しをいただいた、第２地区会幹事の栗原正行さんは三代目にあたります。 ひめや リニューアル
オープンしました！
栗原正行さん
ひめやは栗原さんのお祖父さんが1961年に創業され、
丸55年経つ老舗の企業です。
以前はサラリーマンだったのを地元道後を活性化させる為、青年部に入り二代目となるお母様の跡を継ぐことになります。観光地
だけの商売ではなく、地元の方も気軽に立ち寄っていただける店舗作りをしています。５年ほど前から道後観光客の誘致にも仲間達
と一緒にご尽力され、お客様にまた来たいと思ってもらえる道後商店街にする為に日々活躍されています。
跡を継いだ時は決算書を読めず自身の給料を払えない時もあり、苦労が多々あったそうですが、商店街
の皆さんの協力により立て直しを図ることが出来ました。
道後界隈は変動が激しくお客さんのニーズがばらばらな状況。そんな中リニューアルオープンを足掛か
りに「ひめやは観光資源に頼らない魅力ある店舗作りで挑みたい」と今後はおみくじや自社開発した世界
初「みかん綿菓子」を看板商品に、お客様が楽しんでいただくビジネス展開をしていきたいと経営者らし
地区会長の弓立さん、 いお話しを聞かせていただきました。
第２地区会長の弓立公司さんと共にお伺いし、みかん綿菓子をいただいちゃいました。栗原さんお忙し
みかん綿菓子
いただいちゃいました
い中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）
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四国中央支部６月例会
経営指針成文化と実践のポイントを考える
～どうしたら続けることができるか～
■報告者：平野 啓三 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
■日

程：６月15日㈭

■会

場：ホテルグランフォーレ

■参加者：18名

６月例会は平野啓三代表理事に登壇いただき同友会の学びを如何に経営に生かしてきたのか？どのように指針書を通じて
社員さんと共によい企業作りをすすめてきたのかについて報告いただきました。
28年前、当時薬剤師として朝から晩までは働き詰めだった平野さんは、経営者として学びたい一心で同友会に入会します。
入会後早速経営指針成文化セミナーに参加して以降、今日まで更新を続けて来られました。今日の平野薬局があるのは同友会
運動と企業経営を不離一体として、経営指針書を毎期更新し社内に浸透させてきたことが大きな原動力になっていると語りま
す。また指針書実践のポイントとして、同友会運動の成果と教訓を社員さんと共に学ぶスタイルを取られており、中同協議案
書を活用し、中同協の課題を自社の課題に置き換えて、社内で討論し情勢を掴むとともに自社のチェックを行なっています。
成文化について、指針書は最初から立派なものはできない、平野さんも初めは真似から始まりました。更新を重ね、失敗
を教訓にすることで徐々に指針書が自社のものとなり内容の充実と共にその厚みが増していきました。
同友会が好きで熱心に取り組み、全国大会や例会で優れた経営者に刺激を受け、同友会の方針を自社に取り入れる指針を
作り毎期更新することを続けた結果、理念が共有され地域社会からあてにされ期待に応える存在となっていった平野さんの
報告でした。お忙しい中での報告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）

報告者の平野啓三さん

会員情報：ハタダ川之江店

座長の菰田晃伸さん

グループ討論の様子

森田文子さん

今回は、昨年９月よりハタダ直営店からフランチャイズ店となった
森田文子オーナーのハタダ川之江店を紹介させていただきます。
彼女は、現店舗オーナーになるまで自身の弟さんが経営するかがや
き総合保険企画・取締役としてオブザーバーで同友会の例会に参加
し、会社経営の大変さを他の経営者の方から話を聞いてきたことが今
回の店舗経営を始めるにあたって大変「心の支え」になったそうで
す。書道師範の免状を持ち、冠婚葬祭の司会を務めてきた他、趣味に
着付けをしたり、パソコン操作やSNSにも明るいなど多才な経歴と特
技を持っており、それらを、お菓子を通して日本の持つ素晴らしい文化や伝統などを、より楽しく伝えていくことのできる
アイテムとして使いこなしています。心を届ける贈り物として、その贈り主の心をできる
だけ温かく包み、お菓子が作ることができる甘い時間をお届けするお手伝いをしたい、だ
からできるだけ店頭に立ち、熨斗はできるだけ手書きを、こだわりのラッピングをと、そ
の熱い思いの一端を語ってくれました。掲載写真にある決意表明は、店長研修の最終課題
としてその決意をしたためた時のものだそうです。店舗内のよく見える位置に取り付け、
スタッフと共に毎日見直し、ワクワクする気持ちを大切に 店舗経営に取り組んでいるそう
です。
寄稿：石川 義和さん（㈲石川工作所／四国中央支部）
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今治支部６月例会
地域と永続的に共生できる工務店経営を目指して
〜中小企業振興基本条例運動に関わって、自分と自社がどう変わったか〜
■報告者：藤岡 貞雄 氏
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、中小企業憲章・条例委員長
■日

程：６月21日㈬

■会

場：今治地域地場産業振興センター

■参加者：23名

愛媛大学を卒業後ハウスメーカーに入社。５年目で愛媛に帰り会社を手伝うようになります。
13年前の37歳のころ事業承継します。７年前、中小企業振興基本条例の制定に関わりだします。
「地域経済は土壌であり、土壌を作っていくことで、企業を育てていき、成長した会社から出る
果実を元に、土壌を作る良いサイクルをつくる」というエコノミックガーデニングという考えを
ベースに条例をつくっていきます。
条例制定後は、重い覚悟とほのかな自信がうまれ、条例の中の事業者の役割とは、自助努力を
続けていくことが責務であり、同友会的活動をすることが条例に支援されるべき企業だと考え、
報告者の藤岡貞雄さん（左）と
経営理念・経営指針を作りなおし、雇用を増やしていきます。
座長の宇佐裕次さん
今では地域にボランティアで児童館や保育所などに、木材などを寄付したり、カンナくずアートを手伝ったり、地域貢献を続け
ております。自分の思いを伝えるために、関係職人・スタッフなどに手紙を渡し、思いを一つにする努力もされています。
近年ではNPO法人東温街づくり工房をたちあげ、
魅力ある街づくりをつくろうとする価値観を共有することを目指し活動していま
す。東温市に多いイタリア料理店を巻き込み、お酒を飲みながら町のことを話す場を作る、東温イタリアンサーキットでは800人の
来場がありました。フリーペーパーを発行され子育て支援もされています。仲間づくりが大切であり、共に学べる人を増やす努力を
惜しまず、
「利他的発想の大切さ」
「多様性の尊重」を元に、地域に頼りにされる会社、人に生か
される会社 人を生かす経営を目指せば永続できる会社になると力強い発表をされていました。

例会の様子

今治支部主催

藤岡貞雄さんの話を聞いて「結果を出すこと」
「未来を見る努力を続けること」このことがすご
く大切で、地域に対して考え行動していくことが、自分を育て会社を育てていく栄養になると思
いました。利他的発想をしていくことで、自分に恵が生まれてくる。昔から言われている基本的
なことですが、忘れてはいけない大切なことなんだと心にキュッと締め付けられる発表でした。

寄稿：今岡 健一さん（(同)発達の木／今治支部）

鈍川渓谷シャワートレッキング

今年もアツーい夏がやってきました。そんな夏にオススメの納涼企画が、同友会 今治支部
主催「鈍川渓谷シャワートレッキング」。
舞台は今治市玉川町にある鈍川渓谷。ここは「二十一世紀に残したい四国の自然 100選」に
選ばれたほどの自然の名所。夏でも冷た〜い水が流れています。
「シャワートレッキング」は、そんな鈍川渓谷をざぶざぶとさかのぼっていく、夏限定の大冒
険プログラム！水の中を歩いたり、泳いだり、川の自然と涼しさを 満喫！キラキラ輝く水の
シャワーををあびながら、川の爽やかトレッキング。
ちょっとドキドキ、スリリングなポイントも、力を合わせて乗り越えていく大人も子どもも
大満足のプログラムです。
この夏チャレンジしてみませんか？
■日
■集

時：８月20日㈰ 10：00～（２時間）
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1,5km 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）
■参加費：親子２人 4,000円
（家族追加 大人2,000円／人 こども1,500円／人）
大人のみ3,500円／人
定員：30名程度（最小催行人数10名）

■服

装：水着の上に乾きやすく保湿性のある化繊維生地
のＴシャツ、ズボン（保湿・保温のため）
■ 靴 ：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


寄稿：菊間

彰さん（(一社)をかしや／今治支部）
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東温支部６月例会
地域に愛された140年の歴史とこれからの挑戦
老舗和菓子屋を受け継いで…
■報告者：中野 恵太 氏
株式会社中野本舗 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 伊予・松前支部幹事
■日

程：６月20日㈫

■会

場：東温市商工会館

■参加者：29名

東温支部６月例会の報告者は、伊予・松前支部の薄墨羊羹で有名な株式会社中野本舗の中野恵太さんでした。中野本舗は
創業140年を超える老舗で中野恵太さん自身は７代目ということです。戦前に創業をした先代から受け継いできた味を守り、
さらに新しくなった時代にも合わせていこうと試行錯誤を繰り返しています。同友会内でも３年連続で経営指針成文化セミ
ナーに参加をして学びを深めています。
最初に「和菓子」の定義はなにか？という問いかけが中野さんからあり、いろいろな意見が出ましたが、中野さんの答え
は「洋菓子ではない菓子」ということでした。この言葉で中野さんの和菓子にかける熱意や本気さが伝わってきました。「和
菓子」という世間で普通に使っている言葉に漠然と感じた疑問を解決する姿が非常に参考になりました。中野さんにお菓子
のことや、原料のことを尋ねると何でも答えてくれそうな雰囲気です。
報告の中では、原材料や中野本舗の隠し味を教えていただき、さらには動画で製造工程を見せていただきました。同友会
の報告であったからだとは思いますが、製法を包み隠さず話せるということは、自分の会社の製品に相当な自信があると感
じました。製造過程などを見せられると食べたくなるのですが、そこは中野さん、各テーブルに薄墨羊羹を用意してくれて
いました。ご馳走様でした。
また、味を引き継いでいくだけでは売り上げは伸びないので、独自ブランド「餡ファン」を立ち上げ、若い人たちに和菓
子の文化を伝えたい、味わってもらいたいという熱意が感じられました。まだ、失敗もある中での試行錯誤状態とのことで
すが、中野さんの熱意があれば株式会社中野本舗は200年企業、300年企業になっていくでしょう。
中野さんの熱意と情熱の伝わってくる熱い６月例会になりました。中野さん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）

報告者の中野恵太さん

座長の中村剛さん

会員情報：有限会社あかつき不動産

例会の様子

吉川樹志さん

今回、東温支部より紹介させていただくのは、有限会社あかつき不動産代表取締役吉川
樹志さんです。
有限会社あかつき不動産は吉川樹志さんのお父様が1964年６月に創業しました。業務内
容としては、不動産売買仲介、賃貸物件管理・入居あっせん、リフォームの相談などです。
吉川さんは地元、東温市横河原の出身であり、大学時代を埼玉で過ごした後、愛媛に帰っ
て他社に就職をします。そろそろ事業承継をと考えていた矢先に先代であるお父様が病に
倒れたため、急遽、入社をして事業を引き継ぎます。しかし、病に伏せた先代からは何も
教えてもらうこともできず、創業以上の苦労をして会社を守り、1991年に代表取締役に就
任して現在に至ります。
仕事もさることながら、地元の色々な活動にも参加をして、地元に根付いた不動産屋さ
んになっています。吉川さんの趣味は読書で、野望はダーツプレーヤーだそうです。
土地・建物のことで困ったことがあれば、有限会社あかつき不動産の吉川さんに相談してみてください。

寄稿：櫻田 直也さん（㈲さくら／東温支部）
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伊予・松前支部６月例会
社員さんをパートナーに
～物を売る会社から人が育つ会社へ～
■報告者：菰田 晃伸 氏
株式会社こもだ寝装 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 理事・四国中央支部副支部長
■日

程：６月16日㈮

■会

場：ホテルグランフォーレ

■参加者：22名

四国中央支部副支部長で、株式会社こもだ寝装代表取締役社長の菰田晃伸さんをお迎えし、ご報告頂きました。座長の今
村暢秀さんより、同友会では、
「社員を、経営者の最も信頼できるパートナー」と位置付けているとの説明があり、自社では
何ができるのかを考えながら、報告を聞くように促されました。
菰田さんは、大学卒業後、３年のアパレルメーカーを経験され、帰郷されました。引き継ぐべき会社の経営は、借金返済
のために、とりあえずは売上額を確保しなければならない状況でした。薄利多売を強いられ、お金だけ何とか回ればという
頭になり、一番やってはいけない「人件費の削減」と「広告費の削減」を行いました。そして、儲からないのは「パートの
せい」「時代のせい」と考えてしまいました。
セミナーで「教育によって人は変わる」と聞き、社員に話したのですが、今思えば優越感を味わっていただけでした。社
員に質問攻めをし、居心地の悪い環境を作ってしまいました。その結果、社員も辞めて行きました。ある時、家庭の事情で
働けないと言って辞めた社員が、スーパーの寝具売り場で働いているのを目の当たりにしました。ショックでした。
そんなある日、採用試験で「ここを最後の職場にしたい」と言われ、この思いに応えたいと考えました。この思いが菰田
さんが「社員さんをパートナーに」と考え始めた出発点です。社員を働かせようとするのではなく、社員さんの立場に立っ
て考えるように変わったのです。
菰田さんは、失敗を繰り返し、反省しました。最終的に、自己と対面し「うちの強みと付加価値は社員さん」という考え
に辿り着いたのです。現在は、社員と真の意味でのコミュニケーションを図り「社員さんの喜びを実現させる」ために経営
を行っています。
「社員さんをパートナーに」という明確なテーマの下、グループ討論も白熱しました。懇親会では「経営者のリーダーシッ
プの下、社員さんのための会社づくりをしてゆこう」という話で盛り上がりました。

寄稿：木本 康聖さん（木本経営コンサルタント事務所／伊予・松前支部）

報告者の菰田晃伸さん

会員情報：株式会社アベレージ

座長の今村暢秀さん

グループ討論の様子

山川侑希さん

㈱アベレージさんは、1989年に山川侑希さんのお父様が創業されました。
今年が29年目となります。業務内容は食品加工会社で使う包装資材全般を
扱っています。特にラミネートフイルム（食品を入れる袋等）は扱い量が
多く、フイルムの印刷会社と協力しあいながら、お客様の要望にあったデ
ザインの提案を得意としています。営業エリアは主に愛媛県内中心ですが、
今は県外にも拡がっていて名古屋方面にも得意先が増えています。包装機
からエアコンやコンプレッサーまで幅広く扱っていますので、食品工場で
必要なものについて何でも相談できるアドバイザー的な存在です。
山川さんは現在31歳、２年前から㈱アベレージに入社し専務取締役とし
て活躍されています。以前の仕事は証券会社に勤務されていたためファイナンシャルプランナーの資格も持たれています。
証券業界の営業経験を活かしながら益々発展される事を期待しています。

寄稿：今村 暢秀さん（㈱世起／伊予・松前支部）
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第18回 報道関係者との懇談会
■日程：2017年６月29日㈭

■会場：松山全日空ホテル

■担当：広報情報化委員会

６月29日㈭、松山全日空ホテルにて、第18回報道関係者との懇談会を開催しました。
参加者は、会員から19名、報道関係者は６社７名の合計26名でした。
第一部は、米岡一嘉・広報情報化委員が司会を務めました。田中正志・代表理事の開
会挨拶から始まり、この間の報道関係者との懇談会の開催によって、報道関係の皆さん
との親睦が図られ身近に感じるようになり、自社PRもスムーズに行えるようになったこ
となどが話されました。懇談会開催の意義と参加することの大切さについて、改めて共
有しました。続いて、武田正輝・広報情報化委員長からは、同友会と報道関係者との相
互理解を深めるという「報道関係者との懇談会」の開催目的・趣旨について説明を行い
ました。

〈第１部では同友会の活動の紹介をしました〉

今回は「2016年度の愛媛同友会の活動紹介・2017年度の活動方針の特徴」についての
報告Ⅰと同友会の委員会活動紹介の報告Ⅱの二つの報告を行いました。報告Ⅰにおいて
は、米田順哉・専務理事から、第33回定時総会議案書に基づき、昨年度実施した会員ア
ンケートより、従業員不足や後継者不足などの課題が浮き彫りになったことを踏まえた
2017年度基本方針について説明報告がされました。
続いて報告Ⅱは、川崎一輝・障がい者委員長から、この間、障がい者委員会が取り組
んできた障がい児・者の「職場体験実習の受入れ」や「障がい者の雇用支援」、「障がい
者の働き方の学習」などの紹介と松山市中小企業振興基本条例に基づく円卓会議の支援
を受け、「職場体験実習受入企業MAP」や「職場体験実習事例」を掲載した「障がい者
お仕事体験ナビ」を構築してきたことなどを報告しました。
次に、曽我亘由・EDORキャップと金子司郎・EDOR委員から、2003年から愛媛大学
と愛媛同友会との産学連携プロジェクトとして、四半期毎に取り組んできているEDOR
（景況調査）の活動紹介をしました。EDORは、会員への調査票の配布→結果の集計→判
定会議→記者発表→HP及び会報への結果掲載という流れの中、大企業（日銀短観）との
比較も行い、景況判断力が養われ、企業情報の発信する経営者責任を果たすなどの意義
があるとの報告をしました。さらに、会員企業にとっては、データ作成提供していく中
で、自社の自己点検の癖が身に付く、意識が変わるという大きなメリットがあるという
ようにEDORの目的は、同友会運動の柱の一つである「良い経営者になろう」との理念
に繋がる取組でもあると報告がありました。
参加した報道関係者からは、障がい者委員会の取組に対する会員の反応は？障がい者
と防災についての具体的な取組内容は？EDOR活動により経営者意識が変わった具体的
事例は？などの質問が出され、どの報告も、同友会への理解が一層深まり、継続取材に
繋がる素晴らしい報告であったと感じました。

愛媛同友会委員会活動について
報告した皆さん

ご参加いただいた
報道関係者の皆様

〈第２部は懇親会で情報提供もあり盛り上がりました〉

第二部の懇親会では、武田広報情報化委員長による乾杯挨拶で始まり、参加いただい
た各報道関係者の皆さんからは、充実した内容の懇談会（第一部）の感想や次回報道懇
談会への期待と参加表明などをいただきました。また、真鍋豪さん（㈱シンアイ・専務
ご参加いただいた報道関係者の
取締役）からは、最新のLED照明機器の紹介があり、報道関係者の皆さんは素より、参
皆様と懇親会の様子
加会員企業の皆さんからも大変興味と関心を引く内容の情報提供がありました。閉会挨
拶を平野啓三・代表理事に務めていただき、あっという間の時間と感じるほど大いに盛り上がりました。
今回の報道懇談会において、サンプル（試供品）をご提供ご協力いただいた義農味噌㈱、㈱志賀商店、㈱世起、服部製紙
㈱、㈱ハートの各社様に感謝いたします。ありがとうございました。

寄稿：竹村 義則さん（生活協同組合コープえひめ／広報情報化委員会 副委員長）

＜ご参加いただいた報道関係者の皆様＞
愛媛新聞社：清家 香奈恵様
武田 亮様
産経新聞社：尾﨑 俊様

日刊工業新聞社：森野 学彦様

愛媛経済レポート：山内 英寛様

日本経済新聞社：大越 優樹様

四国中央レポート：藤原 剛士様
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第５回合同企業説明会
６月20日㈫、松山市総合コミュニティセンターにて第５回合同
企業説明会を求人教育委員会の担当で開催しました。参加企業は
23社、来場学生は84名でした。
【日
【会

時】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
【対
象】2018年３月 大学等卒業予定者等
【参加企業】23社（順不同）
アイネット株式会社、高齢者総合福祉施設梅本の里、株式会社
NPシステム開発、愛媛医療生活協同組合、岡田印刷株式会社、
NPO法人家族支援フォーラム、義農味噌株式会社、生活協同
組合コープえひめ、サトー産業株式会社、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、株式会社世起、
社会福祉法人中山梅寿会、株式会社ハート、株式会社パステム
マツザワ、株式会社ビッグウッド、株式会社平野、星企画株式
会社、株式会社美寿寿、森川株式会社、四国ホーム株式会社、
株式会社母恵夢本舗

説明会の様子

2017年度も合同企業説明会を行い、来場した学生からは、
「あ
まり知らない企業の説明をきき興味をもつことができました」
「どのブースの方も丁寧に話してくださり参考になりました」
「本日新しく知った企業で、選考に進みたいと考える企業を見つ
けることができました」等の声がありました。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の感想を
いただくことができました。今後も愛媛同友会らしい運動とし
ての求人活動を続けて行きたいと思える内容でした。
愛媛同友会では、求人教育委員会を中心に、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）

当日の事前打ち合わせの様子

女性委員会 活動紹介
本年度の女性委員会は、会員であり、パートナーシップ経営塾の玉井和幸さんを講師にお迎
えして、経営指針を作るワークショップを中心に活動しています。全６回、使える経営指針を
作りあげることを目標としています。６月10日、７月15日に開催をして、15社が参加していた
だいています。
この企画を思い立った背景には、当社の「松山での事業継続か、撤退か」という、シビアな
事情があります。４年前に経営理念合宿で作成した理念を行動指針まで落とし込むことができ
女性委員長の森本智香さん
ず、いわゆる「絵に描いた餅」状態をここ数年過ごしていました。
「同友会で学ぶことは、経営を良くすること」前女性委員長の小田美恵さんの言葉に背中を押していただき、セオリー通りの
ことをやってみようと思ったのです。皆さんの賛同をいただき、また玉井さんの大きなご協力の元、企画の実現となりました。
女性委員会での活動ではありますが、男性会員の皆様にも参加いただき、無事に２回開催を終了いたしました。
３回目から、いよいよ本論に入っていきますが、ビジョンを叶えて、人生を充実させていくために経営指針が必要だと再
確認いたしました。今から３回目が待ち遠しく感じます。
12月の終了時に、どれだけ成長できているのか？参加企業の皆様がますます、ワクワク希望に満ちた状態になっているこ
とをイメージして取り組んで参ります。
寄稿：森本 智香さん（女性委員会 委員長）
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徳島県中小企業家同友会 中小企業憲章・条例推進委員会主催

四国連携中小企業憲章・条例キックオフ集会
2017年６月21日㈬、徳島グランヴィリオホテルにて四国連携中小企業憲章・
条例キックオフ集会が開催され、愛媛同友会からは平野啓三・代表理事、杉本
太一・代表理事、米田順哉・専務理事、伊井達哉・事務局員、難波賢太・事務
局員が参加しました。
講師は金融庁総務企画局地域金融企画室長兼検査局地域金融機関等モニタ
リング長の日下智晴様。「新しい金融行政方針と中小企業」という講演テーマ
で、地域金融機関の今後の変化や中小企業への影響について講演がありまし
た。
中小企業が地域金融機関と共通価値を創造するには何が必要なのか。「地域
金融機関と共にどう育って行きますか」というテーマでグループ討論を行いま
した。各グループに地域金融機関の方がおられたため「金融機関は企業に寄り
添うために学び続けている。企業も金融機関に歩み寄り、互いにパートナーと
して関わっていくという意識が大切」
「共に育ち歩んでいくためにも、経営者は
経営理念を明確にし、金融機関に伝える責任がある」等、様々な意見・質問が
交わされる活気に満ちたグループ討論となりました。
懇親会では金融機関の皆様、香川、高知、愛媛から参加した会員の皆様、事
務局から一言ずつ感想があり、閉会挨拶では平野代表理事から感想と次回愛媛
開催に向けての挨拶がありました。

文責：難波 賢太（愛媛同友会 事務局員）

会員情報：有限会社杉田鮮魚

講師の日下智晴様

講演終了後、記念撮影を行いました

杉田和也さん

有限会社杉田鮮魚さんは松山市石手エリアの閑静な住宅街で営業されています。
お邪魔したのは夕刻でしたが、従業員さんが疲れた表情をみせず黙々とお仕事をさ
れていました。杉田和也さんと従業員さんの会話をお聞きしていると、日々培われた
信頼関係が垣間見えます。
ご両親がお勤め先から独立されて杉田鮮魚を創業されたのは1981年。杉田さんが10
歳の時です。杉田さんは３兄弟の末っ子。コンピューター関係の専門学校を卒業後、東
京でのサラリーマン時代を経て松山に戻られます。そのまま家業の手伝いをされ1997
年に法人化し自然の流れで後継者に。小売り中心だった創業時と変わり、現在95％は
街の外食店さんに卸売りされています。2013年に結婚された直後に事故にあわれた杉
田さん。
「その時の体験が、ひとの痛みがわかるきっかけになり、人間丸くなりまし
た」とさりげなく語られる表情に、聞くこちらもついニコッとしてしまいます。
みんなが安定した生活ができるよう会社を成長させたいと願う杉田さん。経営理念
は「美味しい魚を通して、喜びと元気を伝えます」です。みなさんが街で口にされる瀬戸内海、伊予灘、宇和海で獲れた地
物の魚を「美味しい！」と感じたら、それは杉田鮮魚さんの愛情がプラスされたものかも！

寄稿：中道 昇さん（㈲モンド／松山支部第３地区会）

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「冷奴」です。好みの薬味を乗せ醤油を垂らし
ていただく冷奴は、この季節の食の愉しみのひとつですね。



千惠子さん（株式会社こもだ寝装）

最優秀賞
愛妻とけんかのあとの冷奴
和田







大輔さん（広報情報化委員会）

十月号
兼題 「鰯雲」
締め切り 八月三十一日
十一月号
兼 題 「 林 檎 」「 林 檎 園 」「 林 檎 狩 」
締め切り 九月三十日
十二月号
兼題 「寒鴉（かんがらす）」
締め切り 十月三十一日
講評：髙橋


七月号兼題「夕立」最優秀賞の真鍋豪さんには、景品
として株式会社ハートから玩具菓子の詰め合わせを贈呈
しました。

今月号の景品は
㈱世起からです！

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

作者は妻を敢えて愛妻と表現していますので、さぞかし仲の
良いご夫婦と推察します。中の良い夫婦でも時には喧嘩をする
こともあります。ひらがなで「けんかのあと」としていますの
で、喧嘩の中身も他愛もないことが伺えます。仲直りの食卓で
食す冷奴がさぞかし美味しかったことでしょう。兼題の「冷奴」
をどのようなシーンに読み込むかで作品のオリジナリティが高
まります。

正輝さん（恭栄自動車株式会社／伊予・松前支部）

優秀賞
通知表一喜一憂冷奴
武田



一学期の終業式を終え、通知表を持ち帰った子どもたち。「算
数が上がった！」「国語がんばったのになあ」など、親と一緒に
通知表に一喜一憂する子どもたちが見えてきます。ひととおり
通知表の報告が終わったら晩ご飯です。食卓の冷奴が、一学期
の頑張りを認めてくれています。



米岡

佳作
三丁を五人で分ける冷奴
一嘉さん
（有限会社オーガスト／松山支部第２地区会）



美味しいと評判の豆腐屋の豆腐を三丁入手したが、今晩の食
卓には五人いる。皆楽しみにしていた豆腐なので、きっちりと
均等に分けないといけない。五人は家族でしょうか、友達同士
でしょうか。いずれにしてもユーモラスな雰囲気が伝わってき
ます。

志賀商店

株式
会社
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かくじろう）

覚治郎（こうの
河野

1967年６月３日生まれ 松山支部第３地区会
スリーラインズ㈱ 代表取締役 水産加工業（鯛）
スジ青のり養殖・加工
〒798-0103 宇和島市遊子2852
TEL(050)5897-5684 FAX(0895)62-0359
紹介者／㈲オルソ本田 本田 美紀
1984年10月３日生まれ 松山支部第１地区会
有田モータース 代表 自動車整備・販売
〒799-2463 松山市粟井河原331-1
TEL(089)994-1700 FAX(089)904-5894
紹介者／ジブラルタ生命㈱ 吉川 賢

みちこ）

満子（やまうち
山内
けんじ）

憲司（ありた
有田

（６月23日～７月19日）

新入会員ご紹介 （３名）

1984年２月13日生まれ 松山支部第１地区会
DIサポート㈱ 専務取締役 調剤薬局運営
〒790-0823 松山市清水町3丁目155-6
TEL(089)968-8711 FAX(089)968-8712
紹介者／ウィルウェイ 荒木 秀朗

氏

自分の夢を実現するためには
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

誰しも夢を持っています。しかし夢を実現する上で一番大切な

のは「決断」です。多くの人は自分の持っている力・エネルギー

を１００%発揮していないのです。例えば自動車に乗って「アク

セ ル と ブ レ ー キ 」 を 交 互 に 踏 ん で い て は、 車 は 前 に 進 み ま せ ん。

もしそうなら不完全燃焼の人生しか送れないことになります。人

間を根底から変えるのは「決断」です。決断とは文字通りほかの

可能性を切り捨て自分の持てるすべての力を一点に集中すること

です。お金は欲しいがパチンコはやめられぬ。健康は大切だと思

うがタバコはやめられない。こんな生活をしていたら夢は遠のく

ば か り で す。「 思 う 」 こ と と「 実 行 」 す る こ と は 決 定 的 に 違 い ま

す。目標を達成するために死をも恐れない、そんな人間の行く手

を遮るものはありません。人生も季節と同じで暖かい春もあれば、

吹雪の強い冬もあります。高い壁に突き当たり行く手を遮られる

こともあります。しかし「壁」が越えられなかったら「トンネル」

を掘ればよい。自分の運命を決めるのは周囲の環境ではありませ

ん。自分のくだす決断です。一度きりの人生を「よく頑張ったね」
と自分を褒めれる人生にしましょう。
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2017年度

愛媛同友会 第３回理事会

議事録

【日時】2017年₆月22日㈭18時30分～20時 【会場】二番町ホール 【出席者】理事：18名 事務局員₄名 【委任状提出】22通 【議長】内藤成博 【議事録作成者】安丸雄介
開会挨拶：平野啓三
協議事項
⑴「中期ビジョン」「中期計画」の今後の論議にかかわる愛媛同友会実態調査ついて協
議されました。アンケート項目は前回調査に障がい者雇用及び受け入れ実習実績の有
無の項目と経営理念がない場合の理由を加え、回収目標を250通以上として、７月か
ら調査を始めて８月理事会に報告できる期限とすることとしました。
⑵中同協定時総会議案書について、平野代表理事より６月30日までに中同協へ意見を寄
せられるため、文書にて愛媛同会事務局へ意見を呼びかけられました。

承認事項
⑴第２回理事会から第３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。
⑵「陶冶」冊子化について武田正輝広報情報委員長より提案され、検討委員会の立ち上
げを承認しました。

報告事項
⑴正副代表理事会議、中小企業振興条例、各支部、各委員会等の活動報告について各自
報告されました。

○金子司郎理事より、松山支部の今年度の新たな取り組みとして例会準備会にてプレ報
告に対する意見や例会の学びの目的など闊達な議論をし、よい例会づくりを行ってい
るとの現状報告がされました。
○大政裕志・伊予松前支部長より、支部内でグループを分けて会員訪問を計画して実
施しており、経営者だけでなく社員と共に会員訪問をする活動などが報告されまし
た。
○吉村紀行・経営労働副委員長より第１回企業変革支援プログラム学習会が報告され、
今後の参加が呼びかけられた。
○小田美恵・女性副委員長より、委員会主催で経営指針作成ワークショップを開催中で
参加が呼びかけられました。
○今村暢秀・求人教育委員長より、６月20日の合同企業説明会の報告がされました。参
加企業は24社、学生84名。今後は採用に関わる学習会も企画していきます。
⑵経営フォーラム実行委員会の報告について渡部実行委員長より報告されました。
⑶全国・他団体行事の報告について文書報告されました。
⑷2017年度の各委員会の委員・事務局担当の概要が報告されました。一部引き続き委員
の調整があります。

閉会挨拶：田中正志代表理事

第57回 EDOR調査報告
県内中小企業の景況感は横ばい、人手確保によるコストの増加が懸念材料
今回の調査は2017年４月～６月までの景況感を調査し、今回の調査では、多くの項目で前回調査から横ばいで推移している一方、採算に
ついては悪化する結果となりました。採算の悪化については注意すべき項目ですが、全般的な景況感としては業況判断DIが大きく変動して
いないことから、県内経済は引き続き横ばいで推移していると判断しています。
採算の項目以外ではほぼ横ばいで推移していることから、前回調査結果に引き続き、県内の景況感はほぼ横ばいで推移していると判断しま
した。しかしながら採算に関する項目が悪化傾向にある点は県内経済の先行きに不安が残る材料です。採算の悪化については、人手不足に起
因した人件費の増加がその理由であると考えられます。中小企業の人手不足は深刻であり、この問題にすばやく取り組む必要があります。

※詳細はHPに報告書を掲載していますのでご参照下さい。
文責：伊井



会員情報：有限会社矢野商事

達哉（愛媛同友会事務局）

矢野宏道さん

松山支部第１地区会副地区会長の矢野宏道さんのお店、松山市駅前にある矢野
質店に行ってきました。創業1931年、３代目で５月６日にリニューアルオープン
しました。質屋は警察からの許認可で営業し、盗品などを監視するため、町の防
犯にも貢献しています。
同じ敷地内に新しくオープンしたFood Designアトリエやの。奥様のくにこさ
んが運営する料理教室は野菜不足解消のメニューです。
「夫が太ってこのままだ
と脂肪肝になりますよと人間ドックに言われたことがきっかけで野菜中心の食
生活に切り替えました」と言うくにこさん。10年前、宏道さんは２年で15キロの
減量に成功しました。同じ悩みを抱えている人が多くいることを知り野菜料理教
室を始めたといいます。７月からは自宅サロンで教室を開催するそうです。
企業との商品開発や食で地域活性化を目指し、農家さんを訪問しそのストー
リーを伝え食べて農家応援の活動もしています。愛媛新聞に毎月第２金曜日「そうだったのか！えひめ食の探検」、毎週水曜日17時からNHK
ラジオ「ラジオまどんな」、あいテレビニュースキャッチあい「旬なイッピン！」でも簡単レシピを伝えています。
愛媛大学共創学部のインターシップ受け入れも締結し若者たちに食の大切さを伝えていくという取り組みもしています。
野菜不足で健康が気になる方は、やのさんの料理教室に通ってみたらいかがでしょうか。

寄稿：山口 光俊さん（二幸送風機㈱／松山支部第１地区会）

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。

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

