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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、

制定 ・ 推進運動を通して、 地域と企業で実践する】

同友会
理念

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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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！
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年頭のご挨拶
平野 啓三 代表理事

田中 正志 代表理事

明けましておめでとうございます。 昨年は

杉本 太一 代表理事

新年あけましておめでとうございます。 昨

新年明けましておめでとうございます。 人

鎌田さんの遺志を継いで、 会員 ・ 事務

口減少 ・ 高齢化に拍車がかかり益々、

年は愛媛同友会にとって激動の一年でし

局の共同の力で頑張ってきました。 2018

人の確保は難しい時代となります。 そんな

たが、 今年こそ新たな挑戦と変革により皆

年は創立の初心に戻り、 『学びを実践

中でも地域からあてにされる会社を目指す

さまの想いを実現する飛躍の年にしなけれ

に！』 地域からあてにされる企業 ・ 同友

必要があります。 中小企業として何をすべ

ばなりません。

会をめざしましょう。 今年もよろしくお願いし

きか、 共に学び、 仲間と心を合わせて全

ます。

力で取り組みましょう。

共に更なる高みを目指しましょう。

押し上げたい労働分配率

雇用情勢が大きく好転して

いるにもかかわらず、見合った賃金水

準の上昇がなく、結果として消費拡

大につながらない事態が続いている。

背景には、労働分配率の下落傾向が

あり、なんとしても改善を図る必要

がある。日本経済がデフレ脱却、成

長率拡大をめざすなら、企業は改め

て労働分配率のあり方を問い直すべき

である。労働分配率とは、企業が稼

ぎ出した付加価値のうち労働者に分

配する部分を指す。従って、景気が

回復して分母となる付加価値が拡大

すると、低下する傾向があるのは確

かである。労働分配率が低いからといっ

て、一概に状況悪化と判断されるわ

けではない。しかしこの間、異次元の

金融緩和により失業率をはじめとす

る雇用情勢が急激に回復し、賃金押

し上げ条件が整ってきたにもかかわら

ず、なかなか結果が出ていない。これ

以上は下がらないという自然失業率

に達するまで賃金上昇はないとする

見方もある。企業としては、進行しつ

つある人口減少を直視し、将来を見

据えた労働力の確保 ・育成にもっと

投資すべき時期に来ている。付加価値

の資本への配分は現在への投資という

考え方は理解でき、これが内部留保

拡大をもたらしている。発想を転換

し、労働力の確保 ・育成も企業の将

来的な発展を約束するものとして見

直してもらいたい。消費税増税によっ

て、毎回多大なダメージを受ける経

済体質をいつまで続けるのか。労働分

配率がカギを握っている。（
横）

陶冶

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。
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新年の御挨拶
愛媛県知事

中 村 時 広

平成３０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の皆様方には、 日頃から、 地域経済の発
展に多大な御貢献をいただいており、深く敬意を表しますとともに、昨年、本県で開催された 「愛 ( え )
顔 ( がお ) つなぐえひめ国体 ・ えひめ大会」 への御協力に対し、 心から感謝を申し上げます。
御案内のとおり、 我が国経済は、 長期的な景気回復局面にあるものの、 地方においては、 その実
感にとぼしく、 少子高齢化と人口減少の進行にともない、 国内市場の縮小や労働力人口の減少、
後継者不足など、 経済成長の足かせとなり得るさまざまな課題が顕在化しております。
こうした中、 県におきましては、 営業本部を中心に、 愛媛の優れたものづくり技術や良質な産品
の国内外での販路開拓に力を注ぐとともに、 ブランド化の推進や高付加価値化を目指した産業技術
の開発支援など、 実需の創出にこだわった取り組みに邁進しており、 県関与の成約額は、 営業本
部を設置した平成２４年度の約８億４千万円から、 ５年目となる昨年度には、 約１０３億７千万円へと
大幅に増加し、 平成３０年度までの目標であった１００億円を２年前倒しで達成することができました。
今後とも、 これまでつちかってきたネットワークとノウハウを最大限活用しながら、 効果的な営業活動
を展開して参りたいと考えています。
また、 愛媛の産業を支える中小企業の競争力向上に向け、 資金需要に応じた融資枠の確保や円
滑な事業承継のサポート、 産学官連携による産業人材の育成を通じ、 経営基盤の強化を支援する
ほか、 創業等に対する保証料の補助制度の創設、 次代を担う人材である中学生が地元企業で職
場体験する 「えひめジョブチャレンジＵ ( アンダー ) －１５」 事業など、 本県経済の将来を見据えた
取り組みを推進しているところです。
そして、 今年秋には、 「サイクリストの聖地」 瀬戸内しまなみ海道の本線を駆け抜ける国際サイクリ
ング大会 「サイクリングしまなみ２０１８」 を開催することとしており、 さまざまな事業を通じて、 「サイク
リングパラダイス愛媛」 の実現、 更には、 健康 ・ 生きがい ・ 友情をはぐくむ 「自転車新文化」 の普
及 ・ 拡大に全力を挙げる所存です。
皆様方におかれましては、 こうした取り組みに御理解をいただき、 業種をこえたネットワークや中小
企業ならではの機動力を生かし、 本県産業の振興と 「愛 ( え ) 顔 ( がお ) あふれる愛媛づくり」 に
一層の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。 謹んで新春のお喜びを申し上
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、 厚くお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、 地域社会と共に歩む企業づくりや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。
また、 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、 同友会の皆様が中心になり、 小学生から大学生まで切れ目ないキャリア教育を進め、 職業
観の育成にも御協力いただき、 とても心強く感じています。
松山市では、 市内企業の 9 割以上が中小企業であり、 市内就業人口の 8 割以上が中小企業で
働くなど、 中小企業が市民の雇用の受け皿になり地域経済をけん引しており、 人手不足が深刻化
する中で、 働きやすい職場づくりや省力化をしていくことが重要だと考えています。
そこで、 働き方改革先進都市の実現を目指すため、 昨年 11 月にまつやま働き方改革推進会議
を立ち上げ、 多様な働き方の促進や業務の効率化、 職場環境の整備などを通して人手不足への
対策に取り組んでいます。
また、 今の我が国の経済は、 平成 24 年 12 月に景気の回復が始まり、 高度経済成長期のいざな
ぎ景気を超え、 戦後 2 番目の長さで景気拡大が続き、 今後も緩やかに回復することが期待されて
います。 一方、 地方では依然として景気回復の効果が十分に実感できていないのが現状です。 今
後も引き続き、 この経済効果をしっかりと地方にも取り込み、 地域経済の活性化につなげていきたい
と考えています。
これからも、 1 人でも多くの人を笑顔にするため、 「現地 ・ 現場を大切に」 「市民目線を大切に」、
公約の実現に徹底的にこだわり、 引き続き、 一所懸命挑んでまいりますので、 更なる御理解と御協
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
年の御挨拶とします。
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新年の御挨拶
四国中央市長

篠 原

実

2018 年の輝かしい新年を迎え、 謹んで新春のお喜びを申し上げます。
はじめに、 愛媛県中小企業家同友会の皆様方におかれましては、 地
域経済の振興に多大なるご貢献を頂き心から御礼申し上げます。 また、 市政各般につきましても、
格別のご理解とご協力を賜っておりますこと深く感謝を申し上げます。
さて、 昨年の出来事を振り返りますと、 何と申しましても一番印象深い出来事は、 本県で 64 年ぶ
りに開催されました 「第 72 回国民体育大会 愛顔つなぐえひめ国体」 ではなかろうかと思います。
本市におきましても、 ラグビーフットボール少年男子、 フェンシング、 空手道、 軟式野球成年男子
の正式４競技に加え、 公開競技の綱引とデモンストレーションスポーツのエアロビックが開催され大
いに盛り上がりました。 中でも、 フェンシング競技の成年女子、 少年男女の選手 ・ 監督の皆さんを
民泊でお迎えし、 市民総参加で 「おもてなし」 が出来たことは決して忘れることが出来ません。
また、 市内公共施設に目を向けますと、 平成 29 年 3 月に策定いたしました 「四国中央市公共施
設等総合管理計画」 に基づき、 既存公共施設の複合化 ・ 集約化を行い、 適正配置及び有効活
用に取り組んでおりますが、現在のところ、新庁舎や市民文化ホール、川之江ふれあい交流センター
等を建設中であり、 近い将来には、 子どもからお年寄りまで幅広い世代の皆さんに交流の場として
ご利用頂けるものと思います。
申し上げるまでもなく、本市の基幹産業は 「紙」 であり、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 「日本一の紙のまち」 でございますが、 一方で、 人口減少により人材不
足による労働力の低下が喫緊の課題であることは周知の事実でございます。
そのような中、 愛媛大学に社会共創学部 産業イノベーション学科 紙産業コースが本市に開設さ
れ、 今年度中には校舎が完成する予定でございますが、 この専門コースの開設は、 長年待ち望ん
だ、 全国で唯一の紙産業の人材を養成する大学であり、 これからの当市の紙産業の発展に必ず繋
がる施設であると期待しております。
行政といたしましても、 これからの社会情勢をしっかりと受け止めながら、 紙産業をはじめとした地
域経済の発展に向け、 全力で取り組んで参る所存でございますので、 どうか皆様方におかれまして
も、 引き続き、 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。
終わりに、 愛媛県中小企業家同友会の益々の御発展と、 会員の皆様方の更なるご活躍を心か
らお祈り申し上げ、 新年の御挨拶とさせていただきます。
今年も一年、 よろしくお願い申し上げます。
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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。 愛媛県中小企業家同友会の皆
様方におかれましては、 健やかな新春をお迎えのことと、 心からお慶び
申し上げますとともに、 日頃より地域経済の発展に多大なるご尽力を頂き、 厚くお礼申し上げます。
さて、 わが国の景気は緩やかな回復基調が続いていると政府が展望を示す中、 今治をはじめとし
た地方における社会経済状況はまだ厳しい状況が続いているように感じます。 本市では、 平成 27
年に 「今治市まち ・ ひと ・ しごと創生総合戦略」 を策定し、 最重要課題である人口減少の抑制と
地域活力の向上に向けて市政を運営してまいりました。 今後も 「地域の企業 ・ 産業が成長するまち
づくり」 として、 地場産業の振興や産業の活性化に向けた施策の積極的な展開を図ってまいります。
昨年は、 昭和 50 年に学園都市構想を表明して以来の悲願でありました、 四国初となる獣医学部
設置の認可をいただき、 本年の開学に向けて、 若者の受け入れに官民一体で取り組んでおります。
意欲に満ちた第 1 期生を一流のスタッフ、 施設を備えた環境で迎え、 10 年後、 20 年後には、 多く
の若者が集まり、 街中ににぎわいが創出されることによって、 大学の定着による経済波及効果を最
大限享受できるよう全力を尽くしてまいります。 その他、 元日本代表監督である岡田武史氏がオー
ナーを務めるＦＣ今治のホームグランド 「ありがとうサービス． 夢スタジアム」 の完成、 国内外から過
去最多となる 347 社の出展をいただいた国際色豊な海事展 「バリシップ 2017」 の開催など、 今治
市の将来が展望できる明るい話題がたくさんありました。 本市としましては、 大学と連携した地域ビ
ジネスの展開やサッカーを中心としたスポーツのまちづくり、 各種産業の販路拡大などを推進するこ
とにより、 定住 ・ 交流人口の増加や雇用の拡大、 人材育成など、 確実な地域経済の活性化へとつ
なげていきたいと考えています。
本年は、 瀬戸内しまなみ海道で結ばれた尾道市との姉妹都市交流 50 周年を迎え、 様々な記念
事業を実施する予定です。 また、 4 月には、 新ごみ処理施設が稼動となります。 この施設は、 最
先端かつ最適な設備 ・ システムを備えており、 ごみを安全かつ安定的に処理するだけでなく、 ごみ
焼却熱を利用した高効率発電により、 積極的にエネルギー回収を図るとともに、 災害時における地
域の防災拠点としての機能や、 地域住民の方々の憩いと交流の場の提供、 環境啓発 ・ 体験型学
習ができる施設となっております。
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。
さて、 本市では、 私が目指しております 「温 （あった） か笑顔の東温市」 の実現に向けて、 地
域経済を支えていただいている中小企業の皆さまが元気になるため、 東温市中小零細企業振興基
本条例に基づき、 補助事業や商談マッチング事業、 ＰＲ事業など様々な振興施策に積極的に取り
組んでいるところです。
その施策の一つとして、 平成２８年に、 市内の中小零細企業の現状を踏まえた振興施策を講じる
ことを目的として、 市内全ての事業所の御協力のもと、 ５年振りに２回目となる 「東温市事業所現状
把握調査」 をアンケートの制度設計からクロス集計 ・ 分析までを立教大学にお願いし実施いたしま
した。
この集計や分析においては全国でも初となる経済センサスを活用した報告結果が完成しましたの
で、 昨年１１月に、 市内の中小零細企業者や支援団体、 金融機関等の方々、 また、 経済分野で
有名な大学の先生など、 多くの方に御参加いただき、 「東温市中小零細企業現状把握調査報告シ
ンポジウム」 を開催し、市内の中小零細企業がこれから進むべき道について討論を行ったところです。
この調査結果によると、 市内の中小零細企業の約７割が従業員数４人以下と、 ほとんどが零細企業
である現状や全国的にも大きな課題となっている人材不足を問題視している中小零細企業が多いこ
となどが見られました。
また、 経営理念を持って経営方針や経営計画を作成している中小零細企業においては、 成長見
通しが高いことが結果として表れており、 貴同友会の目的の一つ 「よい会社をつくろう」 につながる
経営理念や経営方針の重要性が改めて認識できた結果となりました。
市としても、 このような特筆すべき結果を踏まえながら、 中小零細企業者に頑張っていただける地
域経済環境を整えるため、 エコノミックガーデニングの考えのもと、 東温市中小零細企業振興円卓
会議において、 中小零細企業の支援を積極的に行ってまいりたいと考えておりますので、 今後とも
皆様方のお力添え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、 新年の御挨拶といたします。
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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、 平素より経営における様々な課題について、 学び合いの場の創出等を
通して、 よりよい経営者の育成に努めておられるほか、 合同企業説明会の開催や愛媛大学と連携
協定等積極的な取り組みを通して、 中小企業の振興と地域経済の活性化にご尽力いただき心から
厚くお礼申し上げます。
さて、 私は、 昨年 4 月 24 日から伊予市長 2 期目の重責を担わせていただいております。 1 期目、
平成 28 年に策定しました、 今後 10 年間のまちづくりの指針となる 「第２次伊予市総合計画」 に掲
げている本市の将来像 『まち ・ ひと ともに育ち輝く伊予市』 の実現を目指し、 鋭意、 地方創生の
推進による人口減少対策に積極的に取り組むとともに、 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あります。
特に、 産業分野では、 同計画中の 「活力ある商業 ・ 工業の振興」 に基づき、 若者、 現役世代
が生き生きと働くまちを目指し、 産業の振興、 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、 昨年、 本市の豊かな自然に育まれた食材や優れた技能 ・ 技法から生み出された産品の内、
魅力的で大きな可能性を持った地域資源を活用するため、 「ますます、 いよし。 ブランド」 と銘打ち
17 品目を認定いたしました。
今後は、 これらブランド認定品を活かし、 市の認知度向上、 交流人口の拡大及び地域産業の活
性化を図るため、 各種商談会等を通じて様々な事業を展開してまいります。
どうか皆様方におかれましては、 本市政運営に対し、 なお一層の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

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
皆様におかれましては、 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きまして、 心から厚くお礼申し上げます。
「良い会社 ・ 良い経営者 ・ 良い経営環境」 の実現を目指し、 地域社会とともに歩む企業づくりを
推進する貴会の存在は、 地域の経済や雇用の活性化に不可欠のものとなっており、 地域おこしや
まちづくりに対する貴会の御尽力に心から感謝申し上げます。
さて、 私にとって就任２年目となる昨年は、 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」 の実現に向け、 様々な取組を行いました。
まず、 11 月の恒例となった松前町産業まつり 「たわわ祭」 は、 ５年目を迎え、 過去最多となる 61
ブースを設けて盛大に開催することができました。 強風の影響が心配されながらも、 晴天に恵まれ、
松前町の多様な産業力を町内外に発信することができたと確信しております。
また、 平成 28 年度から取り組んでいる 「芽吹きと実りのはだか麦プロジェクト」 では、 開発した
おやつ 「はだかむぎゅ」 を愛媛国体と前述の 「たわわ祭」 で販売いたしました。 準備した商品は、
非常に好評をいただき、 おかげさまで両イベントともに完売となりました。 松前町の魅力発信や産業
振興の気運を盛り上げるため、 今年はこの 「はだかむぎゅ」 を商品として流通させていきたいと考え
ております。
ほかにも、松前町独自の文化である「はんぎり競漕」では、一昨年からスタートした高校対抗の部「は
んぎり甲子園」 に、 前回同様、 松山近郊の高校 14 校から 27 チームが出場し、 若い力で地域の活
性化に寄与してくれました。 今後は、 東予 ・ 南予の高校にも呼び掛けて参加校を増やすとともに、
将来的には愛媛県外の高校からも参加していただき、 「はんぎり甲子園」 を全国大会として開催した
いと、 夢は膨らんでいます。
今年の新しい取組としては、 年間約 1,400 万人に及ぶエミフルＭＡＳＡＫＩの来場者に、 町内の史
跡や名所、 飲食店などを訪れていただくため、 レンタサイクル事業を開始する予定です。 また、 松
前町の魅力を発信するため、 町のイメージソングやプロモーション動画の制作にも取り組みます。
今年も、地域の皆様にとっての 「誇れるライフタウン」 を実現すべく、引き続き邁進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４講
企業連携で業界と地域を支える
～同友会で学び、会社をどう変革してきたのか～
■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 相談役
■日 時 ： 11 月 14 日㈫ ■会 場 ： 松山市青少年センター
役員研修会第 4 講は服部製紙株式会社の歴史や変遷、現在の業況等、服部豊正さんのこれま
で取り組んできたことから学びを深めました。
手すき和紙から始まり、七夕紙、紙テープ、トイレットペーパーをはじめとする家庭紙の製
造販売を続ける中で環境問題に直面し、排水処理設備を整えます。しかし、工場から汚染水を
流さないように取り組んでも、家庭排水は処理されず川に流れていきます。このことから服部
さんは家庭排水による汚染を抑えるための商品開発に取り組みます。売上 5 億円（当時売上の
約 14%）にもなるトイレットペーパーを“やめる”決断ができたのは、様々な商品開発に取り組
んでいたからだろうと服部さんは語ります。この経験から「採算の合わないものはやめていく」

報告者の服部豊正さん

という勇気を持つことができたそうです。また、服部さんの経験から「
“会社は自分のものではない”
、経営者は公私混同
してはならない」と自らの経営者としての姿勢を正すことの重要性をお話しいただきました。
グループ討論では「いまの時代から見て、自社の将来について、社員とどのように設定していきますか？」をテーマに
さらに学びを深めました。グループから「社員さんからアイデアを
出してもらえるような環境づくり、そして経営者の姿勢を確立して
いかなければ、社員さんと自社の将来を設定できないと感じた」
「経
営指針をつくり、社員さんに示していくことが重要」等の発表があ
りました。
代表理事の平野啓三さんから「自ら情報を仕入れ、時代認識を持
たなければ変化に対応できません。いかに社員さんとそのレベルを
合わせていくか、ということを服部さんから学びました。役員研修
会全 4 講の学びをこの場にとどめず、理事会・幹事会に広げて学び
あっていきましょう」と閉会挨拶をいただき、2017 年度役員研修会
役員研修会の様子

が閉会しました。総勢 23 名の受講者数でした。
文責 ： 難波 賢太 （愛媛同友会 事務局員）

【第 7 期】合同入社式・新入社員研修
& 新入社員フォローアップ研修のご案内
愛媛同友会では 2012 年から“ひとりぼっちにしない”を合言葉に、合同入社式＆新入社員研修を開催しています。
この春、希望に胸を膨らませて入社する新入社員の皆さんを愛媛同友会が一丸となって迎え入れると同時に、他社の同
期新入社員と一緒に学びます。当日は、講演や基本的なビジネスマナーを習得していただく内容になっています。新入社
員の不安を少しでも取り除き、会社の外での横のつながり形成のための研修です。
また、9 月 13 日㈭にはフォローアップ研修も開催いたします。ぜひ、ご活用下さいますよう、ご案内いたします。

■日時：2018 年 3 月 29 日㈭ 10 時～ 17 時
■会場：ピュアフル松山（松山市宮田町 132）
※午前中に合同入社式、午後に新入社員研修を開催します。
参加費：お 1 人様

3 万円（食事代・資料代・記念品代・フォローアップ研修含む）

◆申込締め切り：2 月 28 日㈬
※詳しくは同封の案内チラシをご確認ください！
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11 月 22 日㈬、第 6 回経営フォーラムを開催いたしました。今回は初の今治開催。記念講演・懇親パー
ティーを今治国際ホテル、分科会を今治地域地場産業振興センターで行いました。フォーラムテーマは
「変化の時代に飛躍あり ‼ ～あなたはこれからやってくる逆境に立ち向かえますか？～」
。合計参加者数
は 202 名で、他県同友会からも多くの会員・事務局員の皆さんがご参加くださり、大いに学びあうこと
ができました。実行委員の皆さんに記念講演、各分科会、懇親パーティーの内容をご寄稿いただきまし
たので、ご覧ください。

記

念

講

演

激動の時代を乗り越える『人を生かす経営』とは
～社員の成長が、会社発展の鍵～
■報告者 ： 加藤 明彦 氏
エイベックス株式会社 代表取締役会長／愛知中小企業家同友会 会長
加藤さんの会社は、自動車の A/T（オートマチックトランスミッション）の部品
であるバルブスプールを一日に 40 万個、年間で 1 億個以上製造をしており、この
市場でのシェアは 8％に達しています。
しかし、最初から順調だったわけではありません。二代目として会社に入って 20
数年、古参社員さんとコミュニケーションが取れればともに協力し合える関係にな
れると思い、朝礼や飲みにケーションを実施しますが、軋轢は解決しませんせした。

報告者の加藤明彦さん

1993 年に愛知同友会に入会し、労使見解に出会います。
「人を人と認める」ことが社員との信頼関係の
原点だということを学び、自分が一番正しいという自惚れから、社員が何か問題を認識しても言えない
社風になっていたことに気付きました。
それ以降、社員さんに対し「何のために」という目的を明確にし「君ならどうする」と意見を求める
姿勢に変わり、社員を育てるのではなく、
「社員が育つ風土」をつくることに努めました。社員と情報を
共有化することにも力を入れていき、社員から意見が出ないのは、そもそも判断する情報を与えていかっ
たことに気付きました。
また、自社を「切削・研磨技術を極めるプロ集団」と位置付け、強みを活かした特化した市場でライ
バルと競争をしない「克ち進む」経営を進めました。それを現状の市場だけではなく建設機械、
工作機械、
航空機、自販機、ロボット、福祉機器の部品も手掛け新たな事業領域の拡大を図っています。売上が 7
割減となったリーマンショックも「雇用を 100％雇用守る」
と宣言し、
「克ち進む」経営戦略を社員さんとともに実践
し見事に乗り切りました。
最後に加藤さんは、
「同友会で学んだ事を素直に信じて
学ぶ姿勢が大事で、TTP( 徹底的にパクる ) で実践していき
ましょう。きれいごとはもうやめて心底、本物の経営者に
なりましょう」と締めくくられました。加藤さん、貴重な
記念講演の様子

報告をいただきありがとうございました。
寄稿 ： 今村 暢秀さん （㈱世起／伊予 ・ 松前支部）
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第１分科会 （経営指針）
危機を乗り越え、会社を発展させたのは
『労使見解』の学びと実践
■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 代表理事
■座 長 ： 長野 禎毅 氏
株式会社美寿寿 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 四国中央支部長
■参加者合計 ： 58 名
＜報告内容＞
山城さんは当初、 社員を歯車のように考え利益と売り上げを重視する結果重視でトップ
ダウンの経営者でした。 徳島同友会に入会し、 経営指針を作りましたが、 役員になるまで
は 「労使見解」 「経営指針」 に真剣に取り組めていませんでした。 役員になり素直に学
ぶことによってその大切さを学んでいきました。 リーマンショックでの経営危機を迎え、 経
報告者の山城真一さん

営者の覚悟を実行することになり、 社員さんを一人もやめさせず、 社員の生活を守ることで、

その後の V 字回復を開始する原動力になっていることを話していただきました。
山城さんは、 同友会と自社とを両輪のように考え、 経営指針の大切さを深めるために経営指針実践塾を開催し、
今 16 期になっています。 徳島同友会が毎年会員増強を行うことが出来ているのは、 継続して経営指針実践塾を
開催することで、 「同友会に入って良かった」 と会員から実感の声があがっていることが要因だと思います。 また、
今後社員の採用、 アルバイトの採用も大変になると考えられ、 同友会で中学生の職場体験を受け入れ、 新卒の
教師の職場体験も行うことで地域に密着して採用難に立ち向かっておられます。 また、 同友会のメンバーによる
地域連携も盛んに行っており、 いい経営環境づくりも職場と同友会の両輪で学び実践されているからだと思いま
す。 非常に分かりやすく学びの多い報告でした。 ありがとうございました。
＜座長まとめ＞
「労使見解に基づく人を生かす経営がなぜ大切なのか」 「経
営指針の成文化がなぜ必要なのか」が大きなテーマでした。当、
分科会にはメンバー以外の参加者も多く参加されていました。
同友会でいい経営者になるためには、 どんなツール ( 『企業変
革支援プログラム step1、 step2』、 『人を生かす経営』 ) を使っ
てどう勉強していけばいいのか。 社員が自主的に考え行動する
にはどうしていけばいいのか。 まずは、 経営者の覚悟と経営姿
勢を確立し自分が何のために何を目指して仕事をしているのかを

真剣に報告を聞く参加者の皆さん

明確にすることが大切です。 次に社員に対し経営理念を示し、 共に幸せになるためにパートナーとして働いてい
くことを明確にし、 その思いを熱意と夢をもって伝えていくことが大切です。 その実践と体験を実直に話し、 相談
し学びあえる仲間がいるのが同友会。 いい会社をつくり、 いい経営環境をつくっていくためにも、 まずは同友会
に会員として参加しましょう。
寄稿 ： 長野 禎毅さん （㈱美寿寿／四国中央支部）
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第２分科会 （求人教育）
“社員の夢が叶う”企業づくり
～社員も経営者も“いこる会社”へ～
■報告者 ： 立石 克昭 氏
株式会社タテイシ広美社 代表取締役会長／広島県中小企業家同友会 代表理事
■座 長 ： 堀内 章 氏
株式会社ハート 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 理事 ・ 求人教育委員会副委員長
■参加者合計 ： 52 名
第 2 分科会は、 広島同友会代表理事の立石克昭さんから求人社員教育の取組みにつ
いて実践報告を頂きました。 立石さんは 24 才で結婚と同時に起業され、 今年で創業 40
周年です。 創業当時の仕事がない時に夫婦でペンキ塗りの仕事をしていて、 奥さんに大
丈夫かと聞くと “この仕事はモノがきれいになって楽しい” と言われ、“仕事を楽しもう （人
生哲学）” と思うと同時になんとしても会社を成長させようと誓ったそうです。

報告者の立石克昭さん

今でこそ社員数 40 名、 売り上げ 10 億の会社になられていますが、 幾多の苦難を乗り越えての現在と話されて
いました。 好循環に進み始めたのは自分自身が社員の夢を持てるような会社に出来ていない事に気付き、 “社員
が夢を持てる会社にしよう” と考えるようになってからです。 それを実現する為に “経営指針書” に経営者が 「会
社の目指すこと」 「将来の夢」 を明確に示し、社員も 「自分の目指すこと」 「将来の夢」 を示すこと、“経営指針書”
を一緒に創り込むことを毎年実施し、 そして面談で振り返りをする。 この経営姿勢が経営者と社員の学びになり、
会社の成長に繋っています。
立石さんは 「中小企業こそ中小企業であることに誇りを持た
ないといけない。 自社の魅力を経営者が語り、 発信していかな
いといけない。 そうすることで求人にも繋がっていきます」 と話
されます。 タテイシ広美社では、 今年も東京から建築学科卒の
優秀な学生さんが府中市で働きたい、 この経営者と一緒に働き
たいと入社されました。
グループ討論の様子

最後に、 座長のまとめとして①中小企業であることに誇りを持つ、 経営者自身が立石さんのように腹の底から自
社の魅力について語れる経営者になりましょう② “いこる経営者＝立石さん” バーベキューの炭火のようにジワジ
ワと種火となり、 今日参加した皆さんが会社で、 また同友会で “いこり” 続けていきましょう③同友会で良くなって
いる企業は学びを取り入れ実践している企業です。 それぞれの会社で一つでも二つでも実践していきましょう、 と
話をしました。 私自身も参加者も学びの多い分科会でした。 立石さん、 ありがとうございました。
寄稿 ： 堀内 章さん （㈱ハート／伊予 ・ 松前支部）

13

第３分科会 （障がい者）
障がい者雇用が組織を変える！
～経営者と社員を変革させた障がい者との共育ち～
■報告者 ： 杉本 太一 氏
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
■座 長 ： 櫻田 直也 氏
有限会社さくら 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 理事 ・ 東温支部幹事長、 障がい者委員会副委員長
■参加者合計 ： 27 名
第３分科会では、特別養護老人ホーム梅本の里の統括施設長であり、愛媛県中小
企業家同友会代表理事の杉本太一さんに「人を生かす経営」を実践している中から、
「障がい者雇用が組織を変える！～経営者と社員を変革させた障がい者との共育ち
～」というテーマで障がい者雇用の話をしていただきました。
報告者の杉本太一さん

報告の中で「障がいは環境がつくる」という話がありました。反対の言い方をす

れば「環境を整えると障がいはなくなる」ということになります。職場の環境を整えると、誰もが仕事
がしやすくなる、障がいのあるなしに関わらず人を生かすことができるということでした。
また、障がい者雇用を初めてしたときのエピソードも語り、涙されていました。当時をよく知る職員
さんにその時に何があったのか、他の職員さんはどう思っていたのか等を話していただきました。杉本
さんが思っていたものとは正反対の反応、感じ方であったといいます。そこで、職員さんの話や意見が
聴ける経営者になったそうです。
今現在の施設は設計などをすべて職員さんたちが決めて造りました。その結果
「第８回松山市景観大賞」
を受賞しました。そして、また 2017 年度にも新しい施設を造る計画をしていました。行政にも内諾を得
ており、あとは話を進めるだけの時に職員さんたちが辞職覚悟で撤退を進言してきました。言えるよう
になった社員と聴けるようになった経営者の姿です。ただ中止しただけではなく、10 年後にさらに壮大
な計画を実行するために職員さんたちとの話し合いは進めているそうです。10 年後が楽しみです。
グループ討論では「社員の個性や特性を引き出すために
何をしていますか？またこれからはどうしようと思ってい
ますか？」というテーマでした。障がいを個性や特性と
捉えるとお互いに気持ちが楽になるという発表がありまし
た。質問も具体的な内容が質問されていました。聞いてい
た人も何か学びを持って帰ろうという姿勢が感じられる、
充実した分科会になりました。
寄稿 ： 櫻田 直也さん （㈲さくら／東温支部）

グループ討論の様子
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第４分科会 （事業承継）
事業「承継」とは何か？
～持続可能な企業を目指し、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
■座 長 ： 松田 泰幸 氏
株式会社平野 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 今治支部幹事
■参加者合計 ： 30 名
第 4 分科会では 「事業承継」 のテーマに沿って、 後継者として獲得していかなければいけな
い 3 つのことについて報告いただきました。
1 つ目は 「社員との信頼関係をつくる」 ということです。 中周作さんは入社後、 後継者という立
場ではなく、 現場からのたたき上げになるために、 ほぼ 24 時間現場に入り、 先頭に立ってすべ
ての仕事に取り組みました。 後継者という立場だけで、 現場を知らずに指示だけ出すと不信感
報告者の中周作さん

につながるということを自覚し、 マネージャーに必要な能力を一つ一つ身に付けていくことで、 現

場の社員さんとの信頼関係が生まれていきました。 「役職は人を育てる」 といいますが、 「何かの役割を与えられ、 それ
に適するように努力する事」、 それが人を成長に導くひとつの方法だと思います。 そういった努力がお互いの信頼関係に
もつながったのだと思いました。
2 つ目は 「創業の精神、自社の価値を知る」 ということです。 中さんはお父様から 「会社として 『障がい者雇用』 と 『少
年少女のスポーツ文化振興』 の 2 つの予算だけは守ってもらいたい」 と会社を託されました。 中さんのお父様は PTA 活
動などを通じ、 障がい児の成長の場や子供たちがスポーツや文化に触れることの大切さを知り、 様々な地域活動を重視
されていました。 これこそが創業の精神につながるものであり、 会社の価値そのものでした。 経営理念にも 「自然とのか
かわり」 や 「健康な社会づくり」 といった創業の思いが含まれており、 本当に受け継ぐべきものは 「経営理念」 だともい
えます。
3 つ目に 「仕事そのものの価値を知る」 ということです。 中さんは
僻地での宅配弁当業務を通じ、 即席麺や冷凍食品に依存していた
ご老人の食生活と暮らしを一変させました。 食を通じて人の生活を
豊かにできるという、 自分の仕事の価値に気づいた瞬間でもありま
した。 「実践できると商品やサービスも変わっていく」 と中さんはい
います。 「自分の仕事の価値を知る」 ということは 「やりがいを持つ」
ということにつながっていくのだと思いました。

グループ討論の様子

最後に中さんは、 今後、 経営理念に 「社員の幸せ」 を盛り込みたいとおっしゃいました。 会社を誰に承継させるかとい
う問題は、 「経営理念とそれに基づいた経営実践ができる人」 なのだと思います。 経営理念に社員の幸せが盛り込まれ
たあとのナカフードサービスは、 より地域や社員からなくてはならない存在へと発展していくと思います。
事業承継は 「社会的使命」 と 「社会的責任」 の承継というｖ内容を併せ持つ、 非常に重要な問題です。 「事業承継」
という変化の時に大きく飛躍できるように、 改めて自社の存在価値を考える機会を頂いた、 有意義な分科会になりました。
中さん、 ありがとうございました。
寄稿 ： 松田 泰幸さん （㈱平野／今治支部）
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懇親パーティー
分科会終了後、 会場を移して懇親パーティーを行いました。 第 6 回経営
フォーラム実行委員長を務めた渡部伸哉さんの挨拶に始まり、 愛媛県経済
労働部経営支援課課長の八木一成様、 今治市副市長の越智博様から来賓
のご挨拶をいただきました。 愛媛大学学長特別補佐の若林良和様には、 声
高らかに乾杯のご挨拶をいただきました。 乾杯後は、 名刺交換や各分科会
乾杯挨拶をいただいた
愛媛大学学長特別補佐の
若林良和様

の感想等、 ご参加いただいた皆さんは食事をしながら様々に交流されていま
した。

パーティー中盤では香川県中小企業家同友会から 2018 年 2 月 17 日㈯に開催する 「第 30 回香川

来賓挨拶をいただいた
愛媛県経済労働部
経営支援課課長の
八木一成様

経営研究集会 in 小豆島」 の PR がありました。 スローガンは 「あなたにとって本当に心豊かな暮らしと
は？ ～私達が描く地域のグランドデザイン～」。 「第 30 回」 と節目の回であることや、 小豆島での開催
であること等、 実行委員会の皆さんの熱い想いが伝わる PR でした。 ご興味のある方は事務局までご連
絡ください （最終締切 ： 2 月 1 日㈭）。
そして、 渡部伸哉さんから次期第 7 回経営
フォーラム実行委員長へのバトンタッチセレモ
ニーが行われました。 “空前絶後” のセレモ

来賓挨拶をいただいた
今治市副市長の越智博様

ニーに開場は大いに沸き、 次期第 7 回経営
フォーラム実行委員長の大政裕志さんに意気
込みを語っていただきました。 大変盛り上がっ
た懇親パーティー、 そして第 6 回経営フォー
ラム in 今治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 賢太 （愛媛同友会 事務局員）

香川同友会の皆さんからの PR タイム！

閉会挨拶を担当した
代表理事の平野啓三さん

実行委員長挨拶
第 6 回を迎えた経営フォーラムが盛会となりましたこと心より御礼申し上げます。
なんといっても初めての今治開催ということで、 不明な点や困難が様々ある中、 実行委員をは
じめ愛媛同友会会員の皆様のお力添えがあり、 登録数 204 名という大勢の方に参加していただ
くことが出来ました。 変化の時代に飛躍あり！！愛媛同友会としても飛躍の第一歩を踏み出せた
のではないかと感じております。
渡部伸哉実行委員長

大勢の方々が知恵と力を結集してくださったおかげで当日の内容も充実したものになったこと
は言うまでもありません。

頼りない実行委員長でしたが、 終わってみれば私自身が一番成長させて頂いたと感謝してやみません。 皆様にとりまし
ても深い学びと交流の場になったことと思います。 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さ
せて頂くと共に、 何を学び、 何を実践されたか、 お互いの事を深め合うきっかけにして頂きたく思っております。
結びに、 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。 ありがとうございました。
第 6 回経営フォーラム実行委員長 渡部伸哉

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
あけましておめでとうございます。今月の兼題は「成人の日」です。 三 月 号
兼題
一月の第二月曜日が「成人の日」として国民の祝日になっています。各
市町村では祝賀の式典が行われ、
二十歳になった若者が旧交を温めます。

※「山笑う」
締め切り

一月三十一日

締め切り

三月三十一日

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。

締め切り

■ 印刷物への表記例
（名刺・封筒など）

最優秀賞
汐の香のただよう街の成人式

「 潮 干 狩 」

INDEX

桐木 利子さん（桐木陽子さん 東
( 雲女子短期大学 の
) ご親族） 四 月 号
兼題 「いぬふぐり」

五月号
兼 題

大輔（広報情報化委員）

欧文フォント
Helvetica Neue Bold

講評：髙橋

十二月号兼題「寒鴉（かんがらす）（かんあ）」最優秀賞の
上甲洋子さんには、景品として有限会社モンドさんから数の
子を贈呈しました。

愛媛ｵﾌｨｽ

季語「成人の日」の傍題に「成人式」があります。成人式は地域の会
館などで行われますが、
「汐の香のただよう」所なので海に近い場所で
あると推測できます。
「まち」を「町」ではなく「街」と表現すること
により、読み手のイメージは、田舎の漁師町から都会の港街に一気に切
り替わります。選者は横浜や神戸を想像しました。語順や文字が良く工
夫された一句です。

優秀賞
愛犬に急かされて成人の日に
逢坂 忍さん（逢坂／松山支部第１地区会）

今月の景品は
服部製紙株式会社さんからでした！

3

八丁堀 3-17-16 群成舎八丁堀ビル 1F

ｵﾌｨｽ

成人の日の当日に寝坊でもしてしまったのでしょうか。甲高く鳴く愛
犬が、あたかも慌てて支度をしている自分を急かしているように感じま
す。成人の日の微笑ましいシーンを切り取りました。リズムが五・五・七
となっていますが、語順を入れ替えるとリズムが整います。
成人の日の愛犬に急かされて

佳作
成人の日肩濡らす雨輝けり
桐木 利子さん（桐木陽子さん 東
( 雲女子短期大学 の
) ご親族）
成人式には晴れ着で出席するので、雨は困りものです。しかし一時で
止む雨ならば、成人の日に彩を添えます。急に降り出した雨。折り畳み
傘を用意していた旧友に入れてもらいますが、子どもの頃と違い二十歳
の身体にその傘は小さすぎます。傘からはみ出した肩を濡らした雨はす
ぐにあがりました。柔らかな日差しが肩に残った水滴を照らし輝いてい
ます。

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

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
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新入会員のご紹介 （1 名）

（11 月 15 日～ 12 月 18 日）

会員掲示板

今村 優作

（いまむら ゆうさく）
1993 年 10 月 23 日生まれ 伊予松前支部
㈱世起 後継者 和洋菓子製造
〒 791-3131 伊予郡松前町北川原 1240-1
TEL(089)984-6658 FAX(089)984-1944
紹介者／ ( 株 ) 世起 今村 暢秀

○お悔み
中野 恵太氏・㈱中野本舗 代表取締役のご母堂様
中野 匡子様（享年 65 歳）が、2017 年 11 月 15 日
ご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。
竹本 哲也氏・㈱石松 代表取締役のご母堂様 竹本
久美様（享年 81 歳）が、2017 年 11 月 26 日ご逝去
されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

毎月 600 部発行 会員はもちろん、教育機関や報道機関も目を通す会報誌に、広告を掲載しませんか？

愛媛県中小企業家同友会 会員限定
2018 年度 会報誌「えひめ同友」広告掲載のご案内
毎月、 発行している会報誌 「えひめ同友」。 2018 年度 「えひめ同友」 への広告掲載を募集いたします。
Ｑ． 「えひめ同友」 の発行部数は？どんなところに配っているの？
Ａ． 毎月の初めに 600 部、 発行しています。 愛媛同友会会員はもちろん、 各地同友会の事務局、
行政機関や教育機関、 その他関係団体にもお送りしています。
Ｑ． 広告が掲載される場所はどこ？
Ａ． 会報誌の中ページの下段 （各ページ 2 社） と、 最終ページの表裏 （各ページ 10 社） です。
いずれも目に入りやすい場所です。
Ｑ． 広告の仕様は？
Ａ． タテ 47mm ×ヨコ 82mm の名刺サイズです。 カラー広告です。
Ｑ． 掲載料はいくら？
Ａ． 年間 （2018 年 4 月号～ 2019 年 3 月号、 （12 回発行） で 30,000 円です。
スポット （1 か月） 掲載は 5,000 円です。
Ｑ． 原稿はどうしたらいいの？
Ａ． 愛媛同友会事務局宛にデータをお送りください。 名刺サイズ広告用の原稿がなくても、
イメージや情報をいただいて制作することも可能 （制作料込） です。
※広告掲載を希望される方は、 申込書に必要事項をご記入の上、 2018 年 2 月 28 日 （水） までに、
愛媛同友会事務局まで FAX にてお申し込みくださいますよう、 お願い申し上げます。

同封している案内チラシをご参照いただき、 愛媛同友会事務局までご連絡ください。

愛 媛 同 友 会 事 務 局
TEL：089-968-3112
FAX：089-968-3107
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2017 年度

愛媛同友会

第 8 回理事会

【日時】 2017 年 11 月 24 日㈭ 18 時 30 分 【会場】 二番町ホール
【出席者】 理事 15 名、 事務局員 4 名 【委任状提出】 17 通 【議長】 今村暢秀

開会挨拶：平野啓三代表理事
当初は経営フォーラムの今治開催は困難ではないかとも考
えていましたが、 渡部実行委員長が初志貫徹で取り組んだ
ことをはじめ実行委員の皆さんのおかげで無事経営フォーラ
ムが成功することができ、 お礼申し上げます。 今回の熱気を
増強にもつなげたいと思いますので、 本日も闊達な議論を
お願いします。
協議事項
（１） 会員拡大 ・ 増強に関わる課題について、 『組織強化 ・
会員増強の手引き （新版 ・ 案）』 の学習会を行った。 また
増強の意義に関する学習を 『手引き』 をもとに各支部 ・ 地
区会で行なうことで確認され、 新しい増強組織として大北雅
浩組織担当責任者より説明があり、 引き続き協議していくこ
ととした。
○経営フォーラムゲストのフォローを念頭において今治支部
では 「同友会を知る会 （仮称）」 を開催予定。
（２） 金融機関に対する方針の専務理事見解について米田
順哉専務理事より説明され、 会員へ配信する文書内容が確
認された。 また、 年度内に意見集約して次期方針に反映さ
せることで提案された。事務局を窓口として意見を受け付け、
引き続き理事会と、 各幹事会 ・ 地区会でもご協議していた
だく。
（３） 第６回経営フォーラムの総括について個別にあればご
意見を頂くこととした。 また、 安丸雄介事務局長より収支見
通しの概算について報告された。
承認事項
（１） 入会 ・ 退会承認
（２） 2018 年総会実行委員会の立ち上げについて矢野宏道
実行委員長より提案され日時が確認され、 各支部地区会か
ら実行委員の選出が呼びかけられた。 また、 次期総会実行
委員長については実行委員内の副実行委員長より互選する
形を取ることで承認された。
○第 1 回実行委員会 ： 2017 年 12 月 8 日㈮ 18 ： 30 ～
＠アイテムえひめ ・ 同友会会議室
（３） 「情報モラル啓発セミナー in 愛媛」 の後援 ・ 案内の依
頼について承認された。

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。

議事録
【議事録作成者】 安丸雄介

報告事項
（１） 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
○中周作 ・ 松山支部幹事長より、 10 月 31 日に行われた
松山市地域経済課との懇談について概要報告された。
○経営労働委員会の報告として米田順哉専務理事より経営
指針成文化セミナーについて特に新入会員の方や成文化さ
れていない会員を中心に、 各支部 ・ 地区会で参加呼びか
けしていただくように呼びかけられた。
○今村暢秀 ・ 求人教育委員長より、 2018 年度合同企業
説明会 （6 月 20 日、 松山市総合コミュニティーセンター）
について参加が呼びかけられた。 12 月 26 日締め切り。
○武田正輝 ・ 広報情報化委員長より 12 月 7 日開催の報
道関係者との懇談会について参加が呼びかけられた。
現在、 報道関係は 4 社 5 名の参加予定。
（２） 全国 ・ 他団体行事の報告について （文書報告）
閉会挨拶：杉本太一代表理事
経営フォーラムが実行委員をはじめ皆さんの結集で空前絶
後の成功を収めました。 「報告者自身が一番勉強になる」 と
いうことで、 今回は私自身の報告では同友会入会の頃を思
い出させるような感動した内容になりました。 今回プレ報告を
何度も行いましたが、 普段の例会も丁寧に行って参加者が
感動する内容になれば新入会員にもつながります。 会勢も
底落ちさせ、 回復させていきたいと思います。

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

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

089 913 6050

お酒の販売店
媛の蔵

089-947-6817

