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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19回障害者問題全国交流会in広島に参加してきました！
愛媛の後は広島で！全国各地から527名の参加！

10月19日、20日に広島県福山市で第19回障害者問題全国交流会（障全交）in広島が開催され
ました。「誰もが安心して暮らせ、夢の持てる地域づくりを」をテーマとして掲げ、障がい者を取
り巻く問題について学び合いました。
２年に１度開催している障全交は前回第18回が愛媛での開催でした。バトンを託し、今年は会場
を広島に移し、全国各地から527名の参加があり、愛媛からも27名と多くの皆さんが参加しました。
１日目は６つの分科会に分かれて学んだ後、全体の懇親会が行われました。２日目には全体会
でリレー報告が行われ、中同協・障害者問題委員会の歴史とそこからの教訓、そして「ひとり」
の障害者雇用から始める「人を生かす経営」の実践報告を聞き、更に学びを深めました。
愛媛同友会の障がい者委員会は、障がい者の職場体験実習受け入れ企業マップを作成し、普及
に努めています。職場体験実習や雇用を広めるためにも、まずは知ってもらうところからと11月に勉強会も開催しています。
「誰も
が安心して暮らせ、夢の持てる地域づくり」のためにも多くの会員皆さんに関わっていただきたいと活動しています。
２年後の次回、記念すべき第20回は、第１回の開催地でもあります滋賀県です。是非また愛媛同友会からも多く参加し、学びを
深めましょう。
業 種・ 業 界 を 問 わ ず、 市 場 競
争が激化しています。もはや「無
色 透 明 の 人 材 を 新 卒 で 採 用 し、
長期雇用を前提として我が社の社風に染
め上げていく」という雇用ポリシーだけ
では、厳しい競争を勝ち抜くための人材
戦略として不十分です。かつては「中途
採用の適齢期は 歳前後まで」と考えら
れていた時代もありましたが、今は か
ら 歳代の転職もごく当たり前になって
います。それだけ人材の獲得競争が激化
しており、年齢に関わりなく経験・実績
を有する人材を即戦力として採用したい
と考える会社が増えているということで
す。その際悩ましいのは、中途採用者に
オ フ ァ ー す る 賃 金 水 準 の 設 計 で す。「 う
ちの会社はほとんどが中途採用組」とい
うような会社の場合には、これまでの採
用実績を参考に報酬を検討することがで
きます。しかし、新卒採用がメインで中
途採用をサブとする会社では、中途採用
者に提示すべき報酬データが必ずしも十
分に蓄積されているわけではありませ
ん。人の採用を行う際は、外的公平性を
確保しただけでは不十分です。もう一つ
の公平性、すなわち、内的公平性にも十
分な配慮が求められます。これは「社内
で同じような経験・実績を有する人材に
払っている賃金水準を念頭に置いて採用
者の給与を設定すべき」というもので
す。 内 的 公 平 を 損 な う 賃 金 で 採 用 す る
と、どうなるだろうか。それが社内の同
等社員の賃金よりも低い場合には、入社
後、そのことに気づいた当該中途採用社
員は「不公平だ」と感じるだろうし、逆
に高い場合には、昔から働いている生え
抜き社員の側が、「なぜ新参者の彼（彼女）
が自分たちよりも高い給料をもらってい
るんだ⁉」と感じ、やる気を失ってしま
うかもしれません。人事労務担当者の頭
を悩ませるのは、外的公平性（同等の経
験・実績を有する人材の世間一般の賃金
相場と比べた場合の公平性）よりも内的
公平（同等の経験・実績を有する自社の
社員の賃金水準と比べた場合の公平性）
のほうではないでしょうか。（横）
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愛媛県中小企業家同友会
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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。

中途採用の賃金設計
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松山支部10月例会
何のために経営をしていますか？
～経営指針・10年ビジョンづくりからみえてくるもの～
■報告者：有吉 徳洋 氏
有限会社エーワンセキュリティサービス
■日

程：10月18日㈬

■会

代表取締役／愛媛県中小企業家同友会
香川県中小企業家同友会

場：松山市青少年センター

四国中央支部幹事
会員

■参加者：49名

松山支部10月例会は、有限会社エーワンセキュリティサービスの有吉徳洋
さんに報告していただきました。有吉さんは、同友会と関わる中、共通言語で
ある「経営理念」を知り、香川同友会の「経営指針を作る会」に入会します。
そこで『何のために経営していますか？』の問いかけに答えられなかったこと
で、経営の迷子になっている自分に気づきます。そして、考え抜いた末に一つ
の答えにたどり着きました。それは、防犯機器が無くてもよい安全で安心な社
会を作る事こそが、地域の人達が防犯の専門家に求めている事。防犯機器を売
る事は目的ではなく手段の一つ。『私達は自社が存在する必要のない安全で安
報告者の有吉徳洋さん
座長の中道昇さん
心な社会の実現を目指します』。しかし、この経営理念を作れたことに満足し
てしまい、会社が倒産寸前の状態になりました。その原因は、理念を実践して
いなかったからと気づきました。理念を実践するのは、経営者自身。有吉さん
ご自身の生き方が理念であり、自分自身の理想の生き方を見つめ直します。し
かし、理念の深堀をすると、社員と対立することになりました。社員の課題を
別の社員に相談したところ、解決策をもらいます。そこから見えてきたのは、
この問題は組織の問題。社員の問題は会社の問題。組織力アップの必要性に気
づきました。経営者がいなくても社員が未来に夢と希望を抱く事が可能な環境
づくりが必要だと考え、主体性を持った社員づくりを目指されます。そのため
に必要なものは信頼。信頼を築くために必要なものとは、自己変革、経営（事
業）の見える化、を２本柱としました。また、経営の見える化～10年ビジョン
例会の様子
～によって、経営指針書を社員さんと共に作る事にしました。そうすることで、
主体者意識が出てきました。最後に、経営する上で大切なことは、理想の会社を作ると決める事。やると決めたら実践（深堀）ある
のみ。経営者の事後とは事業の見える化をすること。①理念②ビジョン③経営指針書の策定以上３つの事を実現するために社員と共
に努力する事、が大事だと有吉さんはおっしゃられました。今回の報告を聞いて、是非自社にも参考にさせていただきたいと思う内
容でした。
寄稿：辻内 秀明さん（有限会社つじうち／松山支部第２地区会）

会員情報：株式会社GOOD FIELD

芳野裕士さん

新メニュー「たま焼き」誕生
11月１日から「たま焼き」が誕生しました。
特徴は、出汁と卵とソースとそばと野菜がよい加減にまとまりあって、食感も「ふわっと」していて、
新メニュー登場以来、大好評をいただいております。
ぜひ、ご賞味ください。
「お好み鉄板 すみれ」新店舗オープン予定
平成30年１月11日木曜日に伊予和気店がオープンします。
場所は、ＪＲ伊予和気駅の駅舎が店舗です。
ＪＲ伊予和気駅は無人駅で、大正レトロのような雰囲気を出している建物で
す。

すみれ外観イメージ

新メニュー「たま焼き」
ぜひご賞味あれ！

すみれ内観イメージ

和気の地域に根ざしたお店づくりを目指しており、業者さんも地域内でのお取引をさせていただくようにしています。
そして、地名にあやかり、かつ、我々の価値観でもある「和気藹々（わきあいあい）
」を感じていただけるように、スタッフさんと共
感し、しあわせを感じる居心地の良い場づくり（グッドフィールド）を共創していけるように、現在、準備中です。
これからも、しっかりと関わりを持って、社員さんにもお客様にも喜んでいただけて、関わる全ての人に笑顔の花が咲かせられる
ように、情熱を持って、挑戦し、克服して行きます。
ぜひ、ご来店ください。
寄稿：芳野 裕士さん（㈱GOOD FIELD／松山支部第３地区会）
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四国中央支部10月例会
経営理念に沿った目標設定をしよう
～組織構築の必要性～
■報告者：中泉 輝彦 氏
株式会社かがやき総合保険企画
■日

程：１０月１９日㈭

■会

代表取締役CEO／愛媛県中小企業家同友会

場：ホテルグランフォーレ

四国中央支部幹事

■参加者：２３名

中泉輝彦さんは労働問題で前職を退職し保険業界に飛び込みます。保
険業の実態を知り、保険の価値を知ることで人生の「もしも」の時に役
立つ仕事とやりがいを感じて一念発起。保険会社の研修生を経て独立開
業されました。創業に当たって理念と経営姿勢を作り目標を掲げた結果、
業界トップセラーとなりました。順調に成績も上がり念願の社員雇用と
社屋を持つことができました。社員教育では社員全員に理念が浸透して
いるレベルにするために毎日「かがやき理念」を唱和しています。また
社員さんには日頃から「人を大切にする営業」Always say Yes ! を徹底

座長の佐藤慎輔さん

報告者の中泉輝彦さん

してしていくことを説き営業姿勢を作り、
「お客様との一生のお約束をす
るならあなたもこの会社でずっとやる覚悟を持ってね」と仕事にあたる
姿勢についても教育しています。
そして目標達成のためにセルフイメージを高めるやり方で現在の売り
上げに到達。創業当初の生き残る目標から社員10名にするという目標、保
険で日本一を取る目標を掲げ次々に目標達成していく。そしてその利益
から少しでも社会貢献できればと社会福祉協議会に車椅子を寄付してい
ます。営業のテクニックや心がけなど中泉さん独自のノウハウを報告い
ただきました。 寄稿：菰田

晃伸さん（㈱こもだ寝装／四国中央支部）

会員情報：有限会社石川工作所

石川義和さん

「鉄のことなら俺に聞け！」をキャッ
チフレーズに、今、四国中央市で熱く夢
を語り、カッコいい企業を目指す（有）
石川工作所

代表取締役の石川義和さ

んにお話を伺いました。
1971年に石川勝彦現会長が時流を読
み自宅農業倉庫裏で小さく金属加工業
を始め、1975年には有限会社を設立。以
来工場も増設、42期を迎えた金属製品製
造業者となりました。石川さんは愛称・よくちんで親しまれ、いつでもどこでも”鉄のこ
となら俺に聞け”のオリジナルTシャツやジャンパーを着用しています。同友会には８年前
から所属しており、様々な各種セミナーなどに参加、いつも最前列で積極的に学んでいま
す。特に今年は、ものづくり補助金によりオリジナルにAIを開発・導入した新たなレー
ザー切断機を設置、更に年初より四国中央・指針塾で学びを深め理念などを成文化しまし
た。１年で20㎏のダイエットにも成功し更にカッコよくなった社長は、「カッコいい仕事
をする、カッコいい社員が活躍する、カッコいい会社」を理念とし、社員が自分たちの会
社に自信を持てるような「カッコいい会社」作りに取り組んでいます。私もダイエットし
たいです（笑）

寄稿：森田

文子さん（ハタダ川之江店／四国中央支部）

例会の様子
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東温・今治・伊予松前支部合同10月例会
宇和島遊子のおかみさんの奮闘記
～結の精神で取り組む創業への道～
■報告者：山内 満子 氏
スリーラインズ株式会社 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会
■日

程：１０月２４日㈫

■会

場：利楽

会員

■参加者：41名

今年度２度目となる東温支部・今治支部・伊予松前支部の合同例会は東温支
部が主導で開催。宇和島の遊子で地域に根差した活動をされている山内満子さ
んに報告していただきました。
山内さんは宇和島遊子の漁協女性部の部長として、「遊子の宝を残し、子ど
もたちに引き継ぎたい」という想いを持って８年間活動。部長３年目で遊子の
子ども達をイメージしたデザインのキッチンカーをつくり、
「たべ鯛（専用タ
イ焼き器で作る。外側がごはん、中に鯛が入っているもの）
」という片手で食
べられるタイ飯を販売。これらの取り組みは当初、地域から批判を浴びること
報告者の山内満子さん
座長の藤岡貞雄さん
もありましたが、次第に活動が認められ農林水産大臣賞等、数多く表彰される
ようになり、批判の声が応援の声に変わっていったといいます。地域の子ども達のために
と様々な活動をする中で、段々畑の観光バスが漁協に来るようになる等、漁協に多くの人
が来るようになりました。
女性部の部長を退任してからも、山内さんの想いは変わりません。
「子どもたちに遊子
に戻ってきてもらえる、残ってもらうためには儲かる漁業の実践をしなければならない」
「後継者をつくっていくためには漁業の実践をしながら新しいことをしなければ」と山内
さんは話します。継続して活動したいという想いと、参加してほしいという声があったこ
とから「えひめいやしの南予博」に「スリーラインズ」という名前で参加。その中で息子
の歌吉さんが戻られたことをきっかけに法人化し、自社の養殖鯛をブランド化（歌吉鯛）
例会の様子
して販売。通常１万から多くて２万匹入る生簀に１千匹のみ入れることで、尾が伸び綺麗
な鯛に育ちます。そのおいしい鯛の味を知ってもらいたい、フルコースで食べていただきたいという想いから「三代目歌吉の店」と
いう名前でレストランの営業を始めています。
儲かる事業の一歩、新たな取り組みとして陸上の養殖を考え、井戸を掘り、すじ青のりの養殖に取り組まれています。天然物だと
どうしてもごみの付着やエビ・イカ等アレル物質の混入がありますが、海と隔離された井戸海水を引いて養殖しているためゴミの付
着がなく、エビ・イカ等の混入もありません。
「儲かる漁業」かつ「安心で安全なもの」を提供できる仕組みとなっており、現在息子
さんたちが研究を重ねています。
「乗り越えられない壁はない。ワクワクする方を選んで進んでいきます」
と話す山内さん。山内さんの地域への想いがひしひしと伝
わる、学びの多い例会でした。
文責：難波 賢太（愛媛同友会 事務局員）

会員情報：有限会社清伸産業

田中清久さん

地域で一番信頼される住宅基礎工事会社を目指して、来年は設立20周年を
迎えます。
設立当初は売上や施工棟数を重視して薄利多売で経営していましたが、こ
れでは本当に良い「ものづくり」は出来ない、競合他社と差別化できないと
経営方針を転換し、お客様の喜ぶ笑顔を想像し、常に向上心を持って事業に
あたることを一番に考えるようになりました。
リーマンショック時には非常に厳しい経営状況に陥り、そしてまた労使関
係に悩み、愛媛同友会に入会。仕事には厳しくとも社員にとって憧れとなる
べく自己改革を続けるなか、社員の「やる気スイッチ」を開拓する毎日です。
悩んだとき、挫折したとき、厳しくも優しく励ましてくれた鎌田さんの言
葉を胸に、地域で一番信頼され必要とされる住宅基礎工事会社を目指してい
ます。
クレーン揚重
また、小規模事業者が大半を占めるこの業界では、業界全体を改善しなけ
ればならないと「愛媛基礎工事業協同組合」を発足。若年労働者の発掘と育成に力を入れ、工業高校への
出張講座の開催や、勉強会や交流会を開催し、魅力あふれる業界になるよう日々努力を続けています。
寄稿：田中 清久さん（㈲清伸産業／東温支部）

Ｓ造基礎

W造基礎
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会員情報：株式会社カトルアイランド

森幸世さん

アーリーブルーメル上徳店

左から横田さん、河上さん、森さん

今治支部新会員の森幸世さん（株式会社カトルアイランド

アーリーブルーメル上徳店店長）を、副支部長の横田真人

さんと幹事の河上顕一さん、事務局の大北で訪問しました。
同社はカフェ「アーリーブルーメル」と、
「大阪王将」
（FC）を今治市と西条市で展開。今治市民には馴染みの深いアー
リーブルーメルは、朝８時から14時までの100円モーニングや、寛げる個室が人気で、長居する常連客も多いのだとか。
森さんの最大の関心事は「社員教育」。店長として勉強する必要を感じていたある日、エアコン掃除に来た電器屋さん
が、今治支部幹事の今岡健一さんでした。掃除中に話をしていて同友会の存在を知り、支部例会に参加、入会されまし
た。
今は熱心に同友会に参加して学んでいます。11月22日に開催した「第６回経営フォーラムin今治」では早速、幹事の菊
間彰さんと一緒に司会者という大役を果たされました。「悩みはするけれど、せっかくの機会と捉えて、前向きに進んで
いきたい」という森さんに、これからも要注目です。
また、同社は新たにパン屋「アーリーバード」を今治市阿方にオープン。ご近所の横田さんも「よく評判を聞くよ」と
文責：大北

いう、人気店になっています。

会員情報：株式会社エンカレッジ

雅浩（愛媛同友会

事務局員）

玉井幸江さん

今回、ご紹介させていただくのは株式会社エンカレッジさんです。2008年に創業し、今年の２月までテクノプラザ愛媛
にオフィスがありました。この３月に松前町筒井に事務所を移転し、それを機に４月から伊予・松前支部に入会されまし
た。会社の事業としては社員教育研修を中心に会社の組織・風土作りをお手伝いしています。働く人のモチベーションを
高め、ひとりひとりが持てる力を十分発揮することができるような組織力向上につながる、環境づくりの支援を行ってい
ます。事務所には防音設備が整った研修室がありますので、効果的なプレゼンテーション指導も得意とされています。
今後、愛媛県内の企業や社員の成長に必要とされる企業となるでしょう。取り組まれている事業の中ではウェディング
の司会もされるとの事でしたので、個人的に、結婚相手はまだですが予約だけして企業訪問は終了しました。お忙しい
中、ありがとうございました。

寄稿：塩崎

智生さん（はじめ科学㈱／伊予・松前支部）
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求人教育委員会学習会
もう一歩、新卒採用に踏み出すための学習会
10月16日㈪、求人教育委員会主催で「もう一歩、新卒採用に
踏み出すための学習会」を行いました。参加者は17名でした。
中小企業では、ますます労働者不足が深刻になってきていま
す。求人教育委員会では、人手が不足し、新しく人を採用しな
しといけないという状況はわかっているけれど、
「うちに新卒
採用はどうか」と一歩踏み出せていない方にも一緒に今後の採
用活動に参加してもらえるようにという思いからこの学習会
を企画しました。
会員企業の取り組みとして株式会社ハート 代表取締役の堀

採用活動の実践を
報告いただいた堀内章さん

学生の状況や傾向について
報告いただいた高橋宏治氏

内章さん（求人教育委員会副委員長）に報告していただいた後、
大学側から今の学生・就職活動の動きについて、松山大学キャ
リアセンター次長の高橋宏治氏に報告していただきました。
堀内さんからは、2015年から新卒採用活動を始めてみてから
の失敗や学びを報告していただきました。また、具体的に合同
企業説明会や会社見学会等でどのように工夫しながら活動を
行っているかも報告していただきました。
高橋氏からは、大学生がどのようにして企業選びをしている
のか、大学から学生にどのように伝えているか等、具体的な事
例も含めて報告していただきました。５月に学校関係者の皆さ
んとの懇談会を行った際同様、学生には親の影響が強く表れて
いる事例もありますが、企業が経営指針を持ち、きちんと説明
し、真摯に学生と向き合うことで学生は好印象を持つという話
学習会の様子

は、中小企業こそ、経営者が思いを持って経営理念を語ること
が重要であると受け取ることができました。

報告後は意見交換の時間を設け、ざっくばらんな意見交換ができ、有意義な学習会とすることができました。
求人教育委員会では合同企業説明会から合同入社式・新入社員研修、フォローアップ研修を行い、中堅社員研修、同友会大学も企
画・運営しています。求人活動も社員教育活動も別々に考えるのではなく、一貫したプログラムを設定しています。是非多くの皆さ
んに関わっていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

キャリア教育委員会

文責：伊井

達哉（愛媛同友会

事務局員）

活動紹介

キャリア教育委員会が目指すキャリア教育は、将来を担う次世代の職業観の育成や生きる力を
育むことを目途にしています。このキャリア教育は、働くことの意味、地域社会の仕組み、一人
ひとりの力の重要さ、ふるさとで働くことの意味を伝えるものである一方で、これらの教育力は
抽象的であり、わかりにくいものでもあります。このため、派遣する小中学校の担当者と中小企
業の経営者等と協議を行い、児童、生徒の皆さんに提供する学びはなになのか、をしっかり協議
することにしています。仕事は、勉強と違って80点では合格しない100点を常に求められるほど大
切なもの、顔の見える関係の中で活かし活かされる仕事のしかた、経営者の生き様に触れること
によって将来の夢を持ち、その夢が自分を支えてくれることなどを伝えること、このような企業の
教育力の見える化に取り組みながら、職業観や生きる力を育んでいます。また、これらを普遍化

キャリア教育委員長の
前田眞さん

するために、松山市中小企業振興円卓会議・人育ち応援部会と連携し、小学校から大学まで使える未来デザインゲームを開発し、そ
の普及にも努めています。

寄稿：前田

眞さん（キャリア教育委員会

委員長）
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2017年度

役員研修会

第３講

中小企業家同友会の役員の役割と心構え
■報告者：松井 清充 氏
中小企業家同友会全国協議会

専任講師

■日

場：松山市青少年センター

程：１０月17日㈫

■会

役員研修会第３講では松井清充さんから、同友会役員
としてどのような認識を持たなければならないか、そし
て役員の役割について学びました。
「時代・情勢変化を
見ながら自分たちの立ち位置や10年20年先を見据え、同
友会役員が自社企業で真っ先に実践をしなければならな
い」としたうえで全国の実践事例を報告いただきました。
その後、経営者として誰のために、何のために経営するの
か、会員に様々な認識が身につく例会づくりができてい
るか等問題提起をいただきました。グループ討論テーマ
研修会の様子
第３講講師の
は「役員として自分は何からはじめますか？」
。各グルー
松井清充・中同協専任講師
プから「同友会を経営するという姿勢や考え方が必要」
「同友会で学ぶだけではなく、自社で実践
し自社を良くしていかなければならない。そして『良くなった』という実感を伝えていくことが重要」
「自社と同友会は不離一体。役
員として目的を明確にし、同友会の価値が一会員さんにまで届くようにしていかなければならない」等学びの発表がありました。
参加者のレポートからは、
「今経済を支えているのは、雇用、人材育成、ものづくり、そして人間らしく生きる場を提供する、まさ
に中小企業であると強く語られました。
・・
（中略）
・・同友会らしい企業経営を進めながらも、常に自己改革に励み、同友会理念をよ
り深く学び、謙虚に積極的に学び続けることもしなければならないということを学びました」等の感想が寄せられました。

文責：難波 賢太（愛媛同友会 事務局員）

会員情報：株式会社フェローシステム

三好大助さん

今回は、株式会社フェローシステム代表取締役で、
松山支部長、松山支部第１地区会長の三好大助さん
をご紹介致します。
1997年にソフトウェア開発を中心とした総合ＩＴ
会社「フェローシステム」を設立。とある福祉イベン
トに参加した事がきっかけで、自社のＩＴ事業を活
かしてハンディのある方々をサポートしたいとの想
いから現在の就労支援事業、障害児支援事業を運営。
９月にはより細やかな学びが出来るよう新施設「イ
ンテック」をオープン、児童に就労までのサポートをしています。このように一貫して学べる施設は
全国的にも少ないそうで「称賛される会社」をビジョンに掲げ、自身はもちろん、社員さんも積極的
に例会へも参加し、
「共育」にも力を入れて同友会の学びを常に社員さんと共有、実践され、日本の福
祉のモデル事業を確立させています。今後は国際情勢にも目を向けて、更なるフェローイズムを展開
していくそうです。
寄稿：逢坂 忍さん（逢坂／松山支部第１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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武田

正輝さん（恭栄自動車株式会社／伊予・松前支部）

空腹で探す食堂寒鴉


「風は冷たいし、腹も減ったし、早く暖かいものを食べたい」
という、作者の心境が伝わってきます。作者の置かれた状況と、
季語の寒鴉の取り合わせが上手く呼応しています。



※「山笑う」
締め切り

一月三十一日

二月号
兼題 「春近し」「春隣」「春まぢか」
締め切り 十二月三十一日


三月号
兼題


兼題 「いぬふぐり」
締め切り

二月二十八日

※草木が芽吹き、花が咲き鳥のさえずる春の山を擬人化して「山
笑う」と言います。夏の山の「山滴る」、秋の山の「山装う」、
冬の山の「山眠る」に対応する季語です。

四月号

INDEX

■ 印刷物への表記例
（名刺・封筒など）

同友会で俳友会
今月の兼題は「寒鴉」です。「かんがらす」または「かんあ」
と読みます。寒中にみる鴉のことを言います。一、二羽で現れる
ことが多く、なんとなく哀れで親しみがわきます。田畑に居る
鴉の他、最近では街中に現れる鴉のイメージもあります。

洋子さん（イシイ産業／伊予・松前支部）

最優秀賞
夜の寒鴉煙突の町抜けにけり
上甲

「煙突の町」という映像の切り取り方が巧みです。夜の鴉は群
れては飛びませんが、一、二羽で飛ぶそうです。煙突の町との表
現から、一本の煙突ではなく、複数の煙突の聳える町と伺えま
す。 工 場 地 帯 で し ょ う か。 夜 空 に 煙 を 吐 く 煙 突 と 煙 突 の 間 を、
寒鴉が抜けるように飛んでゆく。冬の寒さと、夜の煙突の映像と、
鴉のスピード感が見事に伝わってきます。

豪さん（株式会社シンアイ／四国中央支部）

優秀賞
木の上はぬくもりあるか寒鴉
真鍋





十一月号兼題「林檎」「林檎園」「林檎狩」最優秀賞の
武田正輝さんには、景品として生活協同組合コープえひ
めさんからボジョレー・ヌーボーを贈呈しました。

今月の景品は
有限会社モンドさんからでした！

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

3

八丁堀 3-17-16 群成舎八丁堀ビル 1F

ｵﾌｨｽ

冬になり葉を落としきった木に、一羽の鴉がとまっています。
冬の日差しが、木の上なら温かそうに見えます。鴉を見上げ「ぬ
くもりあるか」と問う作者。鴉に問うと同時に、作者自身に問
うているのかもしれません。

昌士さん（愛媛県中小企業家同友会）

佳作
金亀城天守を仰ぐ寒鴉かな
住田



金亀城は松山城の別称です。天守を仰ぐ位置にいる寒鴉です
ので、城山の樹木にとまっているのか、本丸広場の地面いるのか、
天守より低い位置で飛ばずにいる状態が伺えます。首のみを動
かして上部を見上げるような鴉の様子が、天守を仰いでいるよ
うに見えたのでしょう。

愛媛ｵﾌｨｽ

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

欧文フォント
Helvetica Neue Regular
（サイズ：和文フォントに対して110%）

ｵﾌｨｽ

欧文フォント
Helvetica Neue Bold

志賀商店

株式
会社

和文フォント
A-OTF UD新ゴNT Pro Regular

〒799-0111
愛媛県四国中央市金生町下分681番地

tel : 0896-58-1010
fax: 0896-58-1014
www.e-itoman.jp

VISUAL IDENTITY DESIGN SYSTEM

住所表記

Address

9

経営指針成文化セミナー
2017年度
参加者募集

同友会に入会された方は、必ず経営指針を作成しましょう！

同友会に入会された方は、先ず何より経営指針を作成しましょう！経営指針の作成だけでなく、運用までしっかりサポートします！
全５回のセミナーでテーマごとに着実に学ぶことができ、幹部社員と参加して会社の方向性を共有できます。
【参加費】
【受講要件】

１社35,000円（１社３名まで可）
※４名以上の参加登録の場合はお１人につき＋15,000円
※第２講合宿のみの場合、10,000円＋宿泊・食事代
（１泊２日食付：お１人15,000円を予定）
◦原則、全講義参加でお願いします。経営理念・方針・計画は
“体系”であり、１講でも欠けると全体像がつかめません。

お申し込みお待ちしております！！

◦第２講の経営理念・合宿の参加は必須です。合宿のみの参加
も可。「第２講（合宿）のみ参加」については、
これまでに経
営指針成文化セミナーを受講したことがある方限定のコー
スです。経営理念の見直しや更新のためにご参加ください。

FAX：
（089）
968-3107
TEL：
（089）968-3112

お問い合わせ・・・愛媛県中小企業家同友会
◦社員のみの参加は不可です。経営者・後継者が一緒になって
受講するようにお願いします。

氏

同友会は「生きざま」を学ぶ場
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

赤 石 義 博 さ ん が、 同 友 会 会 長 を 退 任 さ れ た と き、 次 の よ う な 挨

拶をされています。「私が入会した当時は経営を学ぶ会だと思って

いたが、二、三年続ける中で同友会で学ぶのは『生きざまである』

と気が付いた。それ以来、私は使命感を持ってこの運動に取り組

んできました」。赤石さんのこの言葉は大変重いものがあります。

企業の経営には多くの問題がありますが、その中で最も大切なの

は「何のために経営するのか、経営しているのか」を経営者自身

が明確にすることです。何故ならその理由によっては、社員やお

客様に対する姿勢や人間としての価値観がまるで違ってくるから

です。生きざまは大きく分けて二つに分かれます。「自分の金儲け

の為に事業をしている」という考えでは、社員やお客様は金儲け

の手段、道具でしかありません。社長のこうした考えが伝われば、

社員はやる気を失い顧客は離れていきます。一方、世の中に役立

つ為に少しでも良い物を造り世の中に送りだしたい、共に支え合

う従業員を大切なパートナーとして物心両面で幸せにしたい。そ

う考え行動する社長の下では、社員は伸び伸びと働き、自主的に

アイデアを出し合い企業の未来は開かれていきます。このように、

生きざまには二つの考えと、生き方があります。企業にとって一

番大切なことは永続です。家族や従業員、お客様の為にも企業を

潰してはなりません。そして、経営者の生きざまこそが企業の存
続を決めるものだと信じています。
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2017年度

愛媛同友会 第７回理事会

議事録

【日時】２０１７年１０月２６日㈭１８時３０分～２０時１５分
【会場】今治地域地場産業振興センター
【出席者】理事：11名、事務局員4名
【委任状提出】19通
【議長】佐藤慎輔
【議事録作成者】安丸雄介
18：30～

開会挨拶： 平野啓三代表理事

⑵来期に向けての協議について、11月幹事会より開始して遅くとも来年３月末までにす
ることで工程スケジュールが提示されました。次期人事は、役員基準のモノサシの実
態把握を事務局で行い、参考資料として提示することとした。

協議事項
⑴会員拡大・増強に関わる課題の協議について、各支部・地区幹事会で議題を挙げて協
議していく資料を添付して進捗状況を確認して対策に取り組んでいくこと、またこれ
まで入会手続きについて事務局のみ手続きを可としていたところを、各地同友会の事
例に倣って入会金・会費徴収を除いて会員による入会手続きも可とすることとして承
認された。
＜順不同・敬称略＞
○桑波田健：会員拡大の実現は、退会者数を圧倒的に上回り増やすか、安定的に増やし
続け減らさないようにするかのいずれかを行うしかない。会員オリエンテーションや
説明会などで同友会について知ってもらう丁寧なフォローが必要であり、やめない対
策も重要。
○平野啓三：今回の会員による入会手続きは役員研修会での国吉昌晴さんからの提起で
もありました。入会者を増やして個人任せにせず組織的に新入会員の方への対応がで
きるかが重要。組織強化・会員増強全国交流会での福岡同友会の事例では会員拡大の
表彰を個人ではなく「支部表彰」としていることや、
会員拡大だけでなく会員フォロー
の委員会に分けて組織していること、福友支部が「同友会を知る会」を毎月継続して
いることなども参考にしてはどうか。
○中道昇：会員による入会手続きに異論はありませんが、例えば会員による手続き時点
では「仮入会」のような位置づけとして考えても良いのではないか。
○杉本太一：会勢は質も重要ですが、量の追求により質を担保するという考え方もあり
ます。会員による入会手続きは「仮申込」のような位置づけで事務局が「本申込」と
なるような二段構えの入会手続きとみて、間口を広げて会員の方による呼びかけられ
るようにするのが良いのではないか。
○米田順哉：会員による入会手続きは賛成ですが、入会金・会費の預かりは避けて申込
手続きのみに留めてはどうか。
○堀内章：会員による会員手続きが可能になれば方針に従い異論はありませんが、事務
局の方が入会手続きをしないわけではないので、個人的には事務局との同席でとりく
みたいと思います。
○長野禎毅：会員による入会手続きは賛成であり、個々の経営者の顔の見えている支部
長などの役員メンバーが紹介者と同席して行っていく必要があるのではないか。また、
同友会に満足して入会してよかったと考えていれば会員は増えるはず。会員増強は経
営指針成文化が鍵であり、成文化塾・セミナーに動員をかけて参加して頂き、受講内
容が理解できないようであれば各支部内で丁寧にフォローして会員とのコミュニケー
ションを図ることが重要。
○今村暢秀：
「入会して会社が良くなった」という実感がなく、一緒に同友会で学びた
い経営者でなければ入会呼びかけはできない。会員自身が自信を持って勧められる話
の出来るネタを増やす必要がある。
○渡部伸哉：会員推移の資料を付けていくのは賛成であり、年間の例会テーマや支部計
画も加えたい。各例会のゲストや参加目標を立てやすく、年間計画の進捗が分かりや
すくＰＤＣＡで回してとりくむのによいのではないか。
○宇高将仁：増強資料については可能であれば四国全体の例会参加率も加えてもらえる
とよいのではないか。個人的には、経営者の紹介となれば県外取引者が多いなどの難
しさもある。他団体にはなく機能している同友会の取り組みをしっかり示せれば入会
者も増えていくのではないか。

会員情報：有限会社Elysion

承認事項
⑴入会・退会承認
⑵経営フォーラムの進捗と次期実行委員長について渡部伸哉実行委員長より報告され、
次期実行委員長に大政裕志会員が承認された。10月26日時点で参加者は124名。

報告事項
⑴連合愛媛主催・地域フォーラムについて安丸雄介事務局長より、パネリストに桑波田
健会員、前田眞会員が登壇すると報告され、役員を中心に参加が呼びかけられた。11
月13日18時半よりピュアフル松山で開催。
⑵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
○安丸雄介事務局長より、正副代表理事会議での報告として10月31日に松山支部と松山
市地域経済課との懇談が行われることと、松山大学との連携協定の調印式が12月11日
に松山大学で行われることが報告された。
○安丸雄介事務局長より、中小企業振興条例にかかわる報告として、千葉県山武市が条
例づくりにかかわり11月８日に事務局へ訪問予定であることと、11月24日に雄郡小学
校の『未来デザインゲーム』を使った授業が行われ長崎同友会が来県予定であると報
告された。
○大北雅浩組織担当責任者より、
「第１回南予会員交流会」を大洲市・ウエストリバー
で開催されたと報告された。南予会員参加者は３名。次回以降は年末の12月頃を予定
として入会対象者も含めて呼びかけ、松山支部や役員も含めて今回の参加者を大きく
上回る取り組みとしていく。
○渡部伸哉・今治支部幹事長より10月25日に愛媛信金との懇談・懇親会が開催されたこ
とが報告された。内容は概ね良好で、今後の他支部での開催の折には遅刻等のないよ
うにアドバイスがされた。
○長野禎毅・四国中央支部長より10月25日経営指針塾を開催し、今期は受講生５名、卒
業生・フォロワー３名、塾長と長野支部長の計10名での参加と報告された。『労使見解』
の考え方を深め、指針書の深堀りをする内容となっている。
○今村暢秀・求人教育委員長より、10月16日に同友会の採用活動価値を知ってもらうこ
とを目的に「採用に関わる学習会」を開催されたことが報告された。人手不足だが人
件費増の兼ね合いで採用活動を実施できていない企業の実情などが垣間見える内容が
報告された。
○米田順哉専務理事より女性委員会の次期方針について代理報告された。
「経営改善６ヶ
月コース」を新たに開催し、引き続き経営指針ワークショップを同日開催する方向で
具体化される。
○桑波田健・EDOR委員長より７-９月期調査の記者発表が概要報告され、今後のPR強
化で打ち出していくためにも調査票回収への協力が呼びかけられた。
○伊井達哉事務局員より12月７日に報道関係者との懇談会の参加が呼びかけされた。報
告者は山内満子氏。
○伊井達哉事務局員より11月８日の障がい者委員会勉強会の参加が呼びかけされた。現
時点で35名参加予定。
⑷全国・他団体行事の報告について（文書報告）

～20：00

閉会挨拶：杉本太一代表理事

武井得誠さん

松山市大橋町で介護事業を展開されている、有限会社Elysion 代表取締役の武井得誠（たけ
い よしのぶ）さんをご紹介します。
2003年９月、お母様が創業、居宅介護支援事業所、訪問介護、通所介護、訪問看護、福祉
用具貸与、そして2015年より有料老人ホームと幅広く事業を展開されています。武井さんは
自衛官を務められた後、障がい者支援事業所にて福祉・介護を学び、2015年に事業所に戻り、2017年に代表取締役に就任されました。
現在は仕事のすきま時間をみつけては社員さんとコミュニケーションをとり、現場で働かれている社員さんが楽しく、おもいやり
ややさしさを感じながら仕事ができるようにと精力的に現場に出向かれているとのこと。また、腰痛予防体操を朝礼時に全員でおこ
なうなど、更にいい会社にしていこうとエネルギッシュに実践されている姿に共感いたしました。明るくとても懐かしい気持ちにな
れる会社、そしてデイサービス「おもや」に一度寄られてみてはいかがでしょうか。

寄稿：弓立 公司さん（有限会社ユアーズ・ケア／松山支部第２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

