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…第 37 回定時総会

第 37 回定時総会をフルオンラインで開催！
＜ 2021 年度スローガン＞

同友会の学びで良い企業づくりを実践し、
地域から期待される憧れの企業になろう！
■日 時 ： 5 月 21 日㈮

■会 場 ： Zoom ミーティング

■参加者 ： 82 名

新型コロナウイルスが未だ猛威を振るう中、 今年もオンライン
による定時総会が開催されました。 当日は会場に報道機関の方
も取材に来られていました。
この１年、 理事会や幹事会、 各支部 ・ 地区例会はリアルとオ
ンラインのハイブリッド形式で “学びを止めない” 活動を行なっ
てきました。 定時総会も同様に行なう案も当初は予定されていま
したが、 感染防止の観点から昨年同様の開催形式となりました。
田中正志代表理事の開会挨拶の後、 松山支部第 3 地区会の

田中さん （左） と総会担当責任者の好永隆之さん

中道昇さんを議長に総会議事が行われました。 米田順哉代表
理事より第１号議案 「２０２０年度活動総括 （案）」 が提案された
後、 「２０２１年度スローガン ・ 方針 ・ 組織 （案）」 として、 県方
針となる 「企業づくり ・ 同友会づくり ・ 地域づくり」 の各方針 （各
所の特徴） を、 担当する仲間づくり本部と各委員会の担当者の
方が報告されました。
その後、 安丸雄介事務局長より第２号議案 「２０２０年度決算
（案） ・ ２０２１年度予算 （案）」、 第３号議案 「２０２１年度理事候
補 （案）」 が提案され、 承認されました （各詳細は総会議案書
等をご確認下さい）。

議長の中道さん （左） と米田さん

続いて会員表彰です。 会員拡大は松山支部第 3 地区会が「仲
間の輪を広げたで賞」 を受賞されました。 上田剛士松山支部
第 3 地区会長からは、 「松山支部第 3 地区会は結束が強くアッ
トホームな地区会。 コロナ禍においても地区の皆さんが一丸と
なって実践された結果です」 とスピーチがありました。
また、 会歴功労は会歴３０年の林一幸さん （松山支部第 3 地
区会 ・ ㈱愛媛音楽センター ※当日はご欠席でした。） と会歴

会員拡大表彰で挨拶する上田さん

会歴 20 年表彰の杉原さん

２０年の杉原一史さん （今治支部 ・ ㈲周桑電機工業所） が表
彰されました。 杉原さんからは 「（10 年後の） 会歴３０年の時に、
若い経営者の方から、 “杉原さんのような会社になりたい” と言
われるように皆さんと切磋琢磨していきたい」 とありました。 皆さ
ん、 本当におめでとうございました。
今年の定時総会は、 仲間づくり本部や各委員会の取り組みな
どを紹介する事で、 会員の皆さんに支部活動以外の同友会の
取り組みを知っていただけたと思います。経営理念や人材育成・

参加者の皆さん

採用 ・ 障がい者雇用 ・ 環境問題 ・ 政策問題など様々な経営課
題をお持ちの方、 ぜひ該当する委員会へ参画されてみてはい
かがでしょうか？

※定時総会終了後に第 1 回理事会を開催し、 理事の役職の互選を行な
いました。 3 ページに名簿を掲載していますので、 ご確認ください。

当日ご参加の皆さん、 お疲れ様でした。
寄稿 ： 武田正輝さん （恭栄自動車㈱／伊予松前支部）

※ 7 ページから、 顔写真付きで理事の皆さんを紹介する新コーナーを掲
載しています。 ぜひ、 ご覧ください。

理事名簿…
愛媛県中小企業家同友会

2021年度理事

同友会役職（支部・委員会等）

支部・委員会・担当役職名簿

氏名

役職

企業名

代表理事

田中 正志

義農味噌（株）

代表取締役

代表理事

米田 順哉

NPO法人家族支援フォーラム

理事長

副代表理事

今村 暢秀

（株）世起

代表取締役

副代表理事

佐藤 慎輔

サトー産業（株）

代表取締役

副代表理事

三好 大助

（株）フェローシステム

代表取締役

副代表理事

渡部 伸哉

（有）三和興産

代表取締役

仲間づくり本部長

田中 正志

義農味噌（株）

代表取締役

仲間づくり副本部長

渡部 伸哉

（有）三和興産

代表取締役

仲間づくり副本部長

中 周作

（株）ナカフードサービス

代表取締役

松山支部 支部長

桑波田 健

岡田印刷(株)

代表取締役

松山支部 副支部長

山口 光俊

二幸送風機(株)

代表取締役

松山支部 幹事長

上田 剛士

(有)キホク

代表取締役

松山支部第１地区会 地区会長

山口 光俊

二幸送風機(株)

代表取締役

松山支部第1地区会 副地区会長

平岡 裕矢

NPO法人家族支援フォーラム

理事マネージャー

松山支部第１地区会 幹事長

阿部 祥太

(有)阿部木工

代表取締役

松山支部第２地区会 地区会長

桑波田 健

岡田印刷(株)

代表取締役

松山支部第２地区会 副地区会長

金子 司郎

(同)テクノロジープロダクツ

ゼネラルマネージャー

松山支部第２地区会 幹事長

辻内 秀明

(有)つじうち

後継者

松山支部第３地区会 地区会長

上田 剛士

(有)キホク

代表取締役

松山支部第３地区会 副地区会長

中道 昇

(有)モンド

代表取締役

松山支部第３地区会 幹事長

中村 剛

(株)コピー愛媛

代表取締役

四国中央支部 支部長

石川 義和

（有）石川工作所

代表取締役

四国中央支部 副支部長

宇高 将仁

泉製紙（株）

取締役常務

四国中央支部 幹事長

大村 英幸

（株）パレット

代表取締役

今治支部 支部長

杉原 一史

（有）周桑電機工業所

代表取締役

今治支部 副支部長

松田 泰幸

（株）平野

代表取締役

今治支部 幹事長

中倉 浩明

(有)大西塗装

常務取締役

伊予松前支部 支部長

堀内 章

Social・Connect

代表

伊予松前支部 副支部長

武田 正輝

恭栄自動車（株）

代表取締役

伊予松前支部 幹事長

木本 康聖

木本経営コンサルタント事務所

所長

南予支部 支部長

原田 浩

(株)誠実村

代表取締役

南予支部 幹事長

内藤 昌典

(有)内藤鋼業

代表取締役

地域共生委員会 委員長

今岡 健一

(同)発達の木

代表社員

求人教育委員会 委員長

今村 暢秀

(株)世起

代表取締役

求人教育委員会 副委員長

堀内 章

Social・Connect

代表

求人教育委員会 副委員長

好永 隆之

（株）昆布森

常務取締役

経営労働委員会 委員長

中 周作

（株）ナカフードサービス

代表取締役

経営労働委員会 副委員長

宇佐 裕次

（有）キャンパス

代表取締役

環境経営委員会 委員長

平野 啓三

（株）平野

取締役会長

環境経営委員会 副委員長

滝口 貴士

えひめ住販

代表取締役

政策委員会 委員長

米岡 一嘉

（有）オーガスト

社長

政策委員会 副委員長

山川 光男

生活協同組合コープえひめ

専務理事

広報情報化委員会 委員長

武田 正輝

恭栄自動車（株）

代表取締役

広報情報化委員会 副委員長

本田 美紀

(有)オルソ本田

取締役

次世代経営者委員会（仮称） 委員長

中 周作

（株）ナカフードサービス

代表取締役

国際化担当理事

三好 大助

（株）フェローシステム

代表取締役

事務局長

安丸 雄介

愛媛県中小企業家同友会

事務局長
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…松山支部第 1 地区会

松山支部第 1 地区会 5 月オンライン例会
「仕事が楽しくなる」
～答えを求める仕事から自分で考える仕事へ～
■報告者 ： 平岡

裕矢

氏

NPO 法人家族支援フォーラム 児童事業部 理事マネージャー／
愛媛県中小企業家同友会 理事 ・ 松山支部第 1 地区会幹事長
■日 時 ： 5 月 12 日㈬

■会 場 ： Zoom ミーティング

■参加者 ： 40 名

今回の例会は、 報
告者が松山支部第１
地区のムードメーカー
平岡さん、 座長はと
てもクールな経営者
の重松洋平さんという
平岡さんと座長の重松さん （左）

注目のコンビに加え、

家族支援フォーラムからは東寛子さんも参加し、 ４０名もの参加
者と共に終始熱気に満ちた例会となりました。

報告の様子 「平岡流 若手が伸びるポイント６か条」
悩みを引き出してあげられるかという点で、 上司という立場であ
る自分がこの６か条を実践できているか。 仲間を想い、 日々の

報告の内容は、 一時期は退社も考え、 ずっと伸び悩んでいた
仲間を 「平岡流 ・ 若手が伸びる 6 か条」 という独自の取り組み
を実践しながら成長していくというものでした。

関わりを大切にしていなければ悩みすら引き出せない、 実践で
きないということを改めて気付かさせてくれました。
平岡さんは終盤 「仲間から自分への感謝の言葉が全くなかっ

その６カ条とは、

た」 と参加者を笑わせてくれました。 しかし、 サプライズ参加し

①何のために仕事をしているか確認

ていた仲間からは 「今の自分があるのは平岡さんのおかげ」 と

②安心して働ける仕事環境の提供

何よりも嬉しい言葉を贈っていました。 社名の通り、 まさに家族

③自分の意見が出せる

の関係が築けているその光景に心が温かくなりました。 ６カ条を

④責任のある仕事

通じて上司が成長し施すことで、 仲間はしっかりと成長していく。

⑤成果に対しての評価

それを確信させてくれるような最高の例会でした。 本当にありが

⑥お互いに思ったことが言える関係

とうございました。

というもの。

例会後は松山第１地区初の ZOOM 懇親会も開催し大盛況で

仲間が抱える問題や課題、 悩みを解決するために、 この６か

した！また開催する際は是非参加してくださいね！

条を適用し解決していきます。 しかし、 言うは易し。 まず、 この

参加者の皆さん

寄稿 ： 須﨑明良さん （㈱石材振興会／松山支部第 1 地区会）

今治支部総会／ 2021 春の褒章…
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今治支部オンライン総会
スローガン：意識を変え、本質を学び、確実な実践で
With コロナ時代を乗り越えよう
■日 時 ： 5 月 31 日㈪ ■会 場 ： Zoom ミーティング ■参加者 ： 21 名
今治支部は 「１回でも例
会の学びの機会を多く作り
たい」 と、 他支部に先駆け、
5 月 31 日に初めてのフルオ
ンライン支部総会を開催しま
した。
渡部伸哉 ・ 前支部長の
初のオンライン支部総会で
開会挨拶を皮切りに、 新支
2021 年度方針を発表する杉原さん
部長である私が 2020 年度

「第 17 期 今治支部指針書」 に基づき、 各カテゴリーに分かれ
てグループ討論。 外部発信カテゴリーでは、 「簡単にできる、 誰
もができる、 学びがある」 という基本方針に沿って、 意見交流と
情報交換を行ないました。

の報告、 2021 年度の支部スローガンとビジョンを提案し、 幹事
会、 例会、 外部発信、 スキルアップ、 広報誌、 会員増強のカ
テゴリー担当者が基本方針を発表。 その後、 グループ討論形
式で各カテゴリーでの実行計画やスケジューリングなどを討議し
ました。 初めてのフルオンラインでドキドキでしたが、 事前リハー
サルの効果もあり、 まずまずの進行であったかと手ごたえを感じ
ました。
司会の中倉さん、 議長の越智さん、 そして積極的にご参加い
ただいた支部会員のみなさまありがとうございました。
寄稿 ： 杉原一史さん （㈲周桑電機工業所／今治支部）
参加者全員で記念撮影

２０２１春の褒章で藍綬褒章を受章！

横本恭弘さん

横本 恭弘さん

今年春の褒章で、 藍綬

はしっかりと言うとの事。

褒章を受章された社会保

「たまに言い過ぎて怒ら

険労務士法人横本事務

れるんですよ」 と笑って

所の横本恭弘さんを事務

話す横本さん。 人を生か

局の大北雅浩さん、 藤原

す経営を大事にされてい

里穂さんと一緒に訪問し

ると感じました。

ました。 事務所内はお祝

今後の課題は後継者問

いのお花でいっぱいでし

題。 現在、 娘さん （次女）

た。

が産業医と社労士の資格を取るために入所して頑張っておられ

賞状と褒章

今回の受章は、 長らく県社会保険労務士会会長と全国社労

ます。 産業医と社労士のダブル資格は全国的にもなかなかない

士連合会副会長を務められたことによるものです。 県内の社会

との事。 「テレワークなどで自身の仕事の仕方を変えていきたい

保険労務士さんでの受章は約３０年ぶりだとか。

んだけど、 どうしても出社してしまうんです」。 娘さんと一緒に仕

訪問した日は６月１１日。 ちょうど愛媛新聞に受章をお祝いす

事をする、 継承していく楽しみからくる発言かなと思いました。

る１面広告が掲載された日でした。 経営理念や将来展望などを

“人” を大切にする思いを次の世代へ継承していく事で、 人

伺おうと思っていましたが、 横本さんからは 「この広告に全部書

が大切にされる会社 ・ 社会が続いていく事を横本さんは望んで

いてあるよ」 と一言。 予定していた質問事項より、 雑談を交えな

いるようにお話を聞いていて思いました。

がら横本さんの経営に対する考え方などを伺っていきました。
横本さんの考え方の基本は “人”。 人を大切にする会社、 社
会となるために企業と関わっていくという理念があります。 そのた
めに、 顧客とのコミュニケーションは大切にしつつ、 言うべき事

横本さん、 この度は受章、 本当におめでとうございました。
寄稿 ： 武田正輝さん （恭栄自動車㈱／広報情報化委員長）
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…合同企業説明会

松山市コミセン＆ Zoom で合同企業説明会を開催！
愛媛のキラリと光る中小企業のありのままを知れる！

愛媛の人を大切にする企業で働きたい学生のための合同企業説明会
■日 時 ： 5 月 22 日㈯
■出展企業 ： 10 社

■会 場 ： 松山市総合コミュニティセンター ・ Zoom ミーティング

■参加学生 ： 30 名 （会場 ・ オンライン含む）

5 月 22 日、 松山市総合コミュニティセンターの企画展示ホー
ルにおいて、 2021 年度合同企業説明会を開催しました。 会場

生のフォローをする学生スタッフを配置。 どの企業を訪問するか
迷っている学生の相談に乗り、 ブースまで案内してくれました。

の様子を写した写真を中心に、 お伝えします。
新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶまれた時期もありまし
たが、 会場の換気や来場者の検温と手指消毒、 各企業ブース
の消毒といった感染対策を徹底して、 開催することができました。

学生さんの相談に乗る西村氏

会場設営から自分たちで行なうのも、 同友会らしさ

また、 会場の一角に配信ブースを設置し、 感染拡大予防等の
ため会場に来られない学生向けに、 オンライン企業説明の時間
も設けました。
こういった新たな取り組みと、 「経営者をはじめとする企業の担
当者が親身になって話をし、 話を聞いてくれる」 「NG 質問なし、
何でも聞ける」 という愛媛同友会合同企業説明会の特色により、
参加学生の満足度も高かったようです。 参加企業からは、 後日
の会社訪問に繋がったとの報告もありました。

オンライン配信で学生と双方向コミュニケーションができました
今村暢秀 ・ 求人教育委員長の挨拶で開会

厳しい状況の中、 合同企業説明会を企画し、 実現させた共同
求人委員会の皆さん、 出展いただいた会員企業の皆さん、 協
力いただいた EIS の皆さん、 そして会場 ・ オンラインで参加い
ただいた学生の皆さん、 ありがとうございました。
地域を支えるのは中小企業であるということを、 改めて実感で
きた一日でした。
文責 ： 大北雅浩 （愛媛同友会事務局）

多くの学生に来場いただきました。 ブースでは衝立を設置し、 椅
子を互い違いに配置するなど、 感染予防策を講じています。
今回は新たな取り組みとして、 愛媛の学生の就職支援等を手
がける ( 同 ) ＥＩＳ （西村友祐代表） の協力を得て、 来場した学

じっくり学生さんと話し込むのも、 同友会らしさ

理事紹介①…
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2021 年度 愛媛県中小企業家同友会 理事紹介
会員の皆さんから、「自分たちに関わってくれる理事の皆さんのことを、もっと知りたい」 というお声をいただき、
今年は新たな試みとして、 会報誌に理事紹介コーナーをつくりました。
総勢 36 名の理事の皆さんから、 お写真と氏名、 会社名・役職、 会内役職に加え、 意気込みや自己紹介、
座右の銘などの一言をいただいています。
ぜひ、 ご覧ください。
2021 年度、 よろしくお願いします。
※理事名簿は 3 ページにを掲載しています。 併せてご確認ください。

義農味噌㈱

NPO 法人
家族支援フォーラム

代表取締役

理事長
「積小為大」 二宮尊徳翁

代表理事
仲間づくり本部長

田中 正志

の言葉。 「小さな努力の

「人生は決して自分の思う

積み重ねが、 大きな発展

通りにはならない。 それで

に結びつく」。 代表理事
としてコツコツ活動してい
きます。

代表理事

米田 順哉

㈱世起

も何とかなる」。企業づくり・
同友会づくり ・ 地域づくり、
愚直にやり抜きましょう。

サトー産業㈱

代表取締役

代表取締役

「異体同心」 ＝同じ思い

他の会で役を受けていた

になること団結すること。

ので、 1 年理事を休ませ
てもらっていました。 誠意

副代表理事
求人教育委員会 委員長

副代表理事

佐藤 慎輔

の ぶ ひ で

今村 暢秀

㈱フェローシステム

三好 大助

よろしくお願いします。

㈲三和興産

代表取締役

副代表理事
国際化担当理事

を持って関わりますので

代表取締役

YouTube 始めました！

まだまだ道半ば。 重責

チャンネル登録お願いし

ある役割のもと一歩ずつ

ます！ FGCAMP Channel

学び実践していきたいで

副代表理事
仲間づくり副本部長

渡部 伸哉

す。
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…理事紹介②

㈱ナカフードサービス

岡田印刷㈱

代表取締役

仲間づくり副本部長
経営労働委員会 委員長
次世代経営者委員会 委員長

代表取締役

経営指針を作成し、 業績

愛媛同友会は勢いがあり

と良い社風を創っていく

ます。 自分の責務を丁寧

ため、 年間を通して学ぶ

に果たしたいと思います。

場を設けています。ぜひ、
経営指針成文化セミナー
にご参加ください。

中 周作

松山支部 支部長
松山支部第 2 地区会 地区会長
たけし

桑波田 健

二幸送風機㈱

山口 光俊

良い物も、 バランスを欠
いたら台無しになります。

㈲キホク

代表取締役

松山支部 副支部長
松山支部第 1 地区会 地区会長

座右の銘は 「バランス」。

代表取締役

「人間万事塞翁が馬」 「人

【経営理念】 感謝と奉仕

事を尽くして天命を待つ」

【2021 年度経営目標】

産業用送風機製造、 風

真の健康経営をしよう

の匠の棟梁として現場と
経営者の 2 足のワラジを
履いて頑張っています。

松山支部 幹事長
松山支部第 3 地区会 地区会長
つ

よ

し

上田 剛士

NPO 法人
家族支援フォーラム

㈲阿部木工
代表取締役

理事マネージャー
不撓不屈の精神で、 何

松山支部第 1 地区会 副地区会長

平岡 裕矢

中小企業家同友会で、 最

事にも前向きに挑戦しま

も価値があることと感じて

す！

いるのは、 「人との出会
い」。 刺激を受け、 新たな
自分を見つけていきたい。

松山支部第 1 地区会 幹事長

阿部 祥太

㈲つじうち

（同） テクノロジー
プロダクツ

後継者

ゼネラルマネージャー
愛媛県中小企業家同友

松山支部第 2 地区会 副地区会長

金子 司郎

今と、 これから未来へ繋げ

会のお役にたてられるよう

るため 「一期一会」 を大

に頑張ります。

切に、 「堅忍不抜」 の志
をもって企業経営と同友会
運動を実践しています。

松山支部第 2 地区会 幹事長

辻内 秀明

理事紹介③…

㈲モンド

㈱コピー愛媛

代表取締役

松山支部第 3 地区会 副地区会長
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代表取締役

第 3 地区会、 松山支部、

松山支部第 3 地区会で

愛媛県同友会での様々

の学びと実践を通して、

な学びを自社の発展に繋

愛媛同友会の運営に少

げます。

松山支部第 3 地区会 幹事長
つよし

中道 昇

中村 剛

㈲石川工作所

しでもお役に立てるよう頑
張ります。

泉製紙㈱

代表取締役

取締役常務

今までの様々な困難に挑
戦してきたことを振り返る
機会がありました。 明日

四国中央支部 支部長

石川 義和

からも挑戦の精神、 大切
にしようと思います。

四国中央支部 副支部長

宇高 将仁

㈱パレット

㈲周桑電機工業所

代表取締役

四国中央支部 幹事長

大村 英幸

代表取締役

四国中央市で家と空をつ

コロナ禍で苦しむ会員さ

ないでます ‼ ( 庭を作る

んに寄り添う活動を、 支

仕事です )

部指針の実践にて展開

お役に立てるように頑張り
ます、 よろしくお願いしま
す。

今治支部 支部長
か ず ふ み

杉原 一史

㈱平野

松田 泰幸

何をすべきかを考え、 行
動していきます。

㈲大西塗装

代表取締役

今治支部 副支部長

します。 愛媛同友会が今

常務取締役

健康で環境にやさしい暮

先輩経営者の皆さんから

らしの実現を目指し、 地

貪欲に学ばせていただき

域の皆様の QOL の向上

ます！また平成世代とし

に貢献します！

今治支部 幹事長

中倉 浩明

て新たな価値を創造でき
るよう、 失敗を恐れず挑
戦します！
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…理事紹介④

Ｓｏｃｉａｌ ･ Ｃｏｎｎｅｃｔ

恭栄自動車㈱

代表

伊予 ･ 松前支部 支部長
求人教育委員会 副委員長

堀内 章

代表取締役

同友会理念に沿った経

「とりあえずビール のよう

営を推し進める努力をす

な 委員長」

る事が、 会社と自らの成

誰が委員長でも成り立つ

長に繋がりました。 やり続
ける事の大切さを感じま
す。

伊予 ･ 松前支部 副支部長
広報情報化委員会 委員長
ま

さ

き

武田 正輝

木本経営コンサル
タント事務所

程、 活発な委員会です。
皆さんに役立つ広報とし
て頑張ります！

㈱誠実村
代表取締役

所長
皆様のお力添えで南予

伊予 ･ 松前支部 幹事長
こ

う

せ

い

木本 康聖

天命 ： 『日本の良さを後
世に残す』。 経営理念 ：
常に向上心を持ち、 楽し
く充実した 『経営のアド
バイス』 を皆様のために
行う。

支部を立ち上げることが
できました。

南予支部 支部長

原田 浩

㈲内藤鋼業

南予らしい支部を目指し
頑張ります。

( 同 ) 発達の木

代表取締役

代表社員

木質バイオマス発電を立ち

「誰一人取り残さない」

上げて 3 年目。 来年には

No one will be left behind!

第二発電所も稼働します。

南予支部 幹事長

内藤 昌典

再生可能エネルギー企業
として頑張ります。 座右の
銘 ： 人は接すると優しい

地域共生委員会 委員長

今岡 健一

㈲キャンパス

㈱昆布森

代表取締役

常務取締役
「こだわることにこだわりす

やりきれる自分になりた

ぎない」

い！

求人教育委員会 副委員長

経営労働委員会 副委員長

好永 隆之

宇佐 裕次

理事紹介⑤…

㈱平野
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えひめ住販

取締役会長

代表取締役

次世代に青い国四国を

前向きに何事も取り組み

残すため、 地域の中小

ます。

企業家としての使命を果

環境経営委員会 委員長

たす覚悟です。

平野 啓三

環境経営委員会 副委員長

滝口 貴士

㈲オーガスト

生活協同組合
コープえひめ

社長

専務理事
コロナ禍 1 年３か月ぶり
にスーツを着てみました。
昨年春に夏スーツを買い

政策委員会 委員長

米岡 一嘉

替えて初めて袖を通しま
した。

政策委員会 副委員長

山川 光男

㈲オルソ本田

「愛語よく廻天の力あり」
思いやりのある言葉には、
運命を好転させる力があ
るという道元禅師の名言。
感謝と思いやりの心で過
ごしたいと思います。

愛媛県中小企業家
同友会

取締役

事務局長
愛媛県中小企業家同友
会も、 せめて理事の４分
の１に女性が増えると理

広報情報化委員会 副委員長

本田 美紀

事会も大きく変わってくる
でしょう ・ ・ それを夢見て
おります。

事務局長

安丸 雄介

同友会会員は 「人生の
達人」 で良識ある経営者
集団です。 皆様と共に学
ぶ喜びを分かち合い、 時
代を切り拓く一員として頑
張ります。

こだわりのじゃこ天
その一、
宇和海 ・ 瀬戸の新鮮な魚を使用
その二、
添加物を使用していません。 無添加！
その三、
天然岩塩使用
〒 790-0004
愛媛県松山市大街道 3 丁目 7-4
（松山城ロープウェイ乗り場斜め前）
TEL ・ FAX ： 089-935-8622
HP アドレス ： http://umajaco.jp

…同友会で俳友会
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同友会で俳友会
七月になりました。七月は文月といいます。コロナ禍でなかなか会え
ない友人に、文をしたためてみてはいかがでしょうか。気の利いた俳句
を添えて。

最優 秀 賞
重そうに玉虫やっと飛び立てり
大北雅浩さん（愛媛同友会事務局）
玉虫のあの美しい様は、確かに「飛ぶ」ことに関しては重たい雰囲気
で確認してみると、
なるほど、「やっ
があります。実際の飛ぶ様子を YouTube
と飛び立てり」との措辞がぴったりとはまります。
近年、玉虫を見ることはほとんどなくなりました。作者がこの俳句を
作るために昨日今日玉虫を観察したとは考えづらいです。おそらく、幼
少の頃の記憶を辿り詠んだものと思われます。兼題の「玉虫」に対して
記憶を呼び起こして俳句に仕上げた作者の表現力に脱帽です。
以下なるべく沢山の俳句を紹介します。

夏の空草に混じりて山仕事
杉原一史さん（㈲周桑電機工業所）
夏の草はよく伸びます。
「草に混じりて」との措辞から背丈ほどの草を
思い浮かべます。背丈ほどの草の中で、汗をかきかき山仕事をしている
様子が目に浮かびます。作業の手を休めて見上げると、真っ青な夏の空
が気持ちよく広がっています。

貸しテント笑顔集まるキャンプ場
平岡裕矢さん（ＮＰＯ法人家族支援フォーラム）
キャンプ場であれば「テント」はつきものですので、俳句という十七
音の中で三音費やしてしまうのはいささかもったいない表現と考えられ
ます。しかし、作者が敢えて「テント」の単語いれたかったのは、その
上の二音「貸し」が重要であるのではないかと考えました。自前のテン
トやキャンプ道具を揃えなくても、気軽にキャンプを楽しめるそんな様
（重松洋平さん）
子 を 俳 句 に 詠 ん だ も の だ と 思 い ま す。 会 員 企 業 Allest
（キャンプ用品レンタル）への応援句として鑑賞しました。
の新事業 DKDC

川向こうせんだんの花そこかしこ

大野智加子さん（㈱コピー愛媛）
川 の 向 こ う 岸 の 栴 檀 の 花 が 美 し く 咲 き 誇 っ て い ま す。
「そこかしこ」と
の 措 辞 か ら 栴 檀 の 木 は 一 本 で は な く 複 数 あ る の で し ょ う。 近 く で み る の
も美しいのですが、対岸から見るからこその美しさが感じられます。

八 月 号
「青林檎」「空蝉（うつせみ）
」※蝉
兼 題 「熱帯夜」「夕焼」「梅干」
の抜け殻のことです。
締め切り 七月十五日
九 月 号
「きりぎりす」
「秋茄子」
「鳥威し（とりおどし）」※実っ
兼 題 「残暑」
た稲などの穀物を荒らしにくる鳥をおどす仕掛け。金銀のテープや目玉
風船などいろいろなものがあります。
締め切り 八月十七日
いずれの兼題で投句下さっても構いません。また、兼題にかかわらず
自由に詠んでいただいても構いません。
講評：髙橋 大輔さん （広報情報化委員）

最優秀賞の大北雅浩さんには、表彰状と㈱こもだ

寝装（菰田晃伸さん、今治支部）のステキな商品を

○ヒンヤリとタオルの両面敷きパッド

贈呈いたします。

持続冷感シート入りでヒンヤリとした接触冷感の

クール面と、柔らかなパイルでサラッと爽やかなタ

オル面の両方を使うことができる敷きパッドです。

寝苦しい夜が続くこれからの季節におすすめ。快

適な眠りで健やかな日々をお過ごしください。四国

中央店（本店）とフジグラン今治店で販売中です。

新入会員のご紹介／会員掲示板…

新入会員のご紹介
明日 雅樹

会員掲示板

（3 名） （5 月 14 日～ 6 月 24 日） ・

（あけひ まさき）

野本 武司
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（のもと たけし）

1996 年 12 月 26 日生まれ 今治支部
㈲明日工業 常務取締役

1988 年 9 月 9 日生まれ 今治支部
㈱レッドエイト 代表取締役

鉄骨建設、 製缶、 施工設計

不動産業、 プチリフォーム工事、 福祉用具貸与事業 （広島県）

〒 793-0046 西条市港 84-3
TEL ： (0897)-56-5009
紹介者／㈱トラスト ・ イン今治店 井上千鶴

〒 794-0081 今治市阿方 276 ヴィラポコロコ 306
TEL ： (0898)-34-8881
紹介者／えひめ住販 滝口貴士

押方 教秀

（おしかた のりひで）

1991 年 10 月 2 日生まれ 松山支部第 1 地区会
行政書士押方教秀事務所 代表
遺言、 相続、 農地転用、 遊休地 ・ 休耕地の利活用促進

〒 791-8055 松山市清住 2-1126-5 M's Garage E 棟
TEL ： (070)-8992-6294
紹介者／二幸送風機㈱ 山口光俊

○会員情報変更
会員／両田 晃 （松山支部第 2 地区会）
企業名／㈲コープサービスしこく
新電話／ 089-987-7880

○会員交代
企業名／生活協同組合コープえひめ
旧会員名／竹村 義則 役職／常勤監事
新会員名／尾崎 敬介 役職／人事教育部長

共に学ぶ仲間をご紹介ください！！
愛媛同友会は “仲間づくり運動” を推進しています。
共に学ぶ仲間を増やすには会員の皆さんのご紹介が欠かせません。
「会員は辞書の 1 ページ」 です。 百人百様の異なる経営体験を学び合う
ことで生きた学びになります。
お知り合いに同友会で共に学びたい方はいらっしゃいませんか？ぜひ、
愛媛同友会事務局まで、 ご紹介ください！

※会員企業さんの取り組みが主体となって掲載されていた記事を紹介しています。
◆ 2021 年 4 月 28 日・愛媛新聞：横本恭弘会員 「信念強く 社会に貢献 労働者と企業に寄り添う」 （春の褒章 藍綬褒章受章）
◇ 2021 年 5 月 22 日 ・ 愛媛新聞 ： 生活協同組合コープえひめ 「コロナ下学生生活支援 食料品など 2500 人分贈る」
◆ 2021 年 5 月 28 日 ・ 愛媛新聞 ： ㈲脇製茶場 「ブレンド茶後味すっきり 3 事業所共同商品化」
◇ 2021 年 5 月 31 日 ・ 愛媛新聞 ： 三福グループ 「共用オフィス新需要 整備に県補助 松山など施設増」
◆ 2021 年 6 月 8 日 ・ 愛媛新聞 ： 愛媛大学 「中予を元気に 議論活発 政策立案へ PT」
～お知らせとお願い～
事務局では、 愛媛新聞を購読しており、 愛媛新聞紙面上の記事につきましては掲載情報をお知らせするとと
もに保存をしております。 他紙につきましても、 報道 ・ 掲載がございましたら、 ぜひスキャンデータやコピーをお
送りください。
なお、 出版物や発行物のコピーや写真を SNS 含め無断転載すると、 著作権法違反となる場合がございます
のでご注意ください。
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…理事会議事録

2020 年度

愛媛同友会

第 13 回理事会

議事録

【日時】 2021 年 5 月 13 日㈭ 18 時 30 分～ 20 時 00 分 【会場】 Zoom ミーティング
【出席者】 理事 22 名 委任状 0 通 オブザーバー （来期理事予定者） 4 名 事務局 3 名
開会挨拶：田中正志代表理事
協議事項
（１） 「中小企業家の見地から展望する日本経済ビジョン」 について
安丸雄介事務局長より概要が説明された。
○平野啓三：コロナ禍の激変や気候変動の問題などより今日的
な課題の情勢を踏まえたビジョンにする必要がある。
○米田順哉：政策委員会で学習会を具体化していく。
（２） 中同協定時総会議案書への意見について 5 月 26 日までを目途
に事務局へ寄せて頂くようお伝えした。
○武田正輝：SDG ｓだけでなく、政策委員会の政策提言、広報
情報化委員会のオンライン報道懇談会、南予支部設立がない
のは残念。中同協は把握しているのか。
○米田順哉：各地同友会の実践事例等については事務局からも
発信をより意識していく必要がある。
○平野啓三：自社では例年中同協議案書をもとに議論している
が、以前は SDGs を経営指針書に盛り込むきっかけとなった。
ぜひ議案書を自社に生かしてほしい。
承認事項
（１） 入会 ・ 退会承認
（２） 愛媛同友会定時総会の企画 ・ 役割分担について承認された。
○日時：5 月 21 日（金）15：00 ～ 17：00 zoom オンライン
○参加目標 100 名／現在 75 名、委任 164 名〔5 月 13 日 11 時現在〕
○議長推薦：中道昇会員（会場参加）。司会進行：好永隆之会員。
（３） 理事立候補について推薦にもとづき承認された。
○平岡裕矢会員（NPO 法人家族支援フォーラム 理事マネー
ジャー／松山支部第１地区会 幹事〔次期副地区会長〕
）
推薦：山口光俊会員、阿部祥太会員
（４） 第 24 回女性経営者全国交流会の参加目標について 2 名で承
認された。
○ 2021.6.29（火）9：45-18：30 女性経営者全国交流会
参加費：\8,000（『報告集』・1 年間全 8 分科会アーカイブ視
聴サービス付）
○中周作：全国行事の参加目標については、理事会で協議して
確認するか、全国行事に対応する委員会等組織で協議して提
案・確認していくかは、今後あり方をあらかじめ決めておく
必要があるのではないか。
○田中正志：女性理事人数は少なく成長の意味合いで、各支部
で女性の参加を促してほしい。今後は各支部には全国行事目
標があるため支部で何名目標か決め全体目標に足りない時は
理事会からおろすのもよいのではないか。
報告事項
（１） 前回理事会報告 （文書報告）
（２） 中同協 ・ 正副代表理事会議、 各支部 ・ 委員会等からの報告
○宇佐裕次・経営労働副委員長より企業変革支援プログラム学
習会を 7 月 27 日、9 月 28 日いずれも 18：30 に開催予定で講
師に徳島同友会副代表理事の吉武恭介氏を招くと報告され、
参加について呼びかけられた。
○今村暢秀・求人教育委員長より、リーダーシップ研修と同友
会経営者大学について参加が呼びかけられた。

【議長 ・ 議事録】 安丸雄介

○武田正輝・広報情報化委員長より会報誌 7 月号に新理事を顔
写真・コメント付きで掲載予定と報告された。
○グループ長研修について
○安丸雄介事務局長より、中同協情報化推進本部で実践事例と
して紹介された広島同友会・同友会名簿アプリについて文書
報告された、次回理事会にてプレゼンを受けることで報告さ
れた。
（３） 全国 ・ 他団体行事について （文書報告）
○ 2021.5.20( 木 )13：00-18：00 中同協役員研修会（オンライン）
新理事・幹事役員の方は特にご参加ください。
○ 2021.7.6（火）13：00-17：00 中同協主催「中小企業魅力
発信月間」キックオフ集会（オンライン）
全国 1000 名規模、会員以外の方にも広く各地同友会で周知し
ていただく。
○ 2021.9.9（木）13：00-19：30 青年経営者全国交流会（オ
ンライン）
○ 2021.10/7-8 第 37 回中同協役員研修 in 福岡
○ 2021.10.21-22 障害者問題全国研究集会 from 埼玉（オンライ
ン）
○ 2022.2.17-18 中小企業問題全国研究集会 in 大分（資料なし）
閉会挨拶：米田順哉代表理事

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 ０９０- １１７０- １８６０
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企業の未来を築くのは、人
人事を核としたトータルな経営支援サービスを通じ
職場の安心（労務管理）と企業の未来を支えます

社会保険労務士法人 横本事務所
〒791－3120 愛媛県伊予郡松前町 1350-6
TEL 089-984-2078 FAX 089-984-8533
URL http://www.humanity.co.jp

～人の一生を支えられる企業になりたい～
社団法人 日本義肢協会会員
＝義肢・補装具・車椅子・補助杖・その他福祉関連商品＝

有限会社 オルソ本田
〠７９０－０９４７
松山市市坪南丁目４番２４号
ＴＥＬ ( ０８９) ９５８－６６１７
ＦＡＸ ( ０８９) ９５８－６６４１
E-mail:ortho@abelia.ocn.ne.jp
http://ortho-honda.com/

～災害に強いまちづくりをお手伝いします～
家庭用からプロ仕様まで / 消防・防災の専門商社

本社

松山市大手町一丁目 10 番地 1

TEL 089(947)2111・FAX 089(947)2116

高松支店 / 宇和島営業所 / 姫原倉庫

https://www.iwamotosyoukai.co.jp

ENEOS 株式会社特約店
～灯油 ・ 軽油 ・ A 重油の配達もお任せください～

