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…松山支部第 1 地区会

松山支部第 1 地区会 8 月オンライン例会
しくじりタッキーが語る失敗談と今後の課題
～会社の成長と経営理念の共有～
■報告者 ： 滝口

貴士

氏

えひめ住販 代表取締役／
愛媛県中小企業家同友会 理事 ・ 環境経営委員会副委員長 松山支部第 1 地区会幹事
■日 時 ： 8 月 11 日㈬

■会 場 ： Zoom ミーティング
松山支部第 1 地区会 8 月例

滝口さん（左）と山本さん

■参加者 ： 23 名

例会づくりをしていく中で印象

会は、 「未来の経営理念」 を

的だったエピソードは、 滝口さ

テーマに 3 回シリーズの第 2 回

んとの最初の頃の打ち合わせ

目で、 「しくじりタッキーが語る

では、 滝口さんがつくった経営

失敗談と今後の課題〜会社の

理念を社員さんと共有していく

成長と経営理念の共有〜」 で

中で、 これは押し付けの経営

した。 報告者は、 えひめ住販

理念だと感じており、 来年は経営指針成文化セミナーに参加し

参加者の皆さん

代表取締役 滝口貴士さんでした。 座長は私、 山本康弘が務め

て経営理念を社員さんと作り直そうと考えていたそうです。 ただ、

させてもらいました。 我々、 例会報告は、 報告者としても座長と

打ち合わせを重ねていく中で、 経営理念について社員さんと話

してもはじめて経験でしたが、 例会づくりを通して改めて、 一番

す場を設け、 現在の経営理念でいいという結論に至ったと説明

学びがあるのは報告者と座長だなと感じました。

されました。 現在の経営理念を変えるのではなく、 社員さんとと

今回の報告では、 滝口さんは 4 期目となる時にこの会社を事

もに深掘りしていくことをこれからやっていくと言われました。 滝

業継承してから、 売上が上がり、 社員さんも増えていく成長の

口さんの中での大きな気付きが例会づくりを通してあったことを

過程で直面した課題を報告してくれました。 最初は良かったもの

側で感じました。

の案件が増える中で、 給料に対して歩合の割合が大きい営業と

私も昨年度に経営指針成分化セミナーに参加しましたが、 まさ

安定した仕事がしたい設計・工務との間で、 両者の思いが激突。

に自分だけで作った押し付け経営理念だと感じでいます。 今年

給与の体系を営業だけでなく、 完工ベースで全社員に分配す

度は社員さんと深掘りしていきたいと思いました。。

るようになるなど、 実体験を元に自社にあった形で常に改善をさ

寄稿 ： 山本康弘さん （㈱日の出都市開発／松山支部第 1 地区会）

れている経営を実践されていました。

松山支部第 1 地区会の例会づくり

10 月、 「未来の商売」 シリーズ第１回にぜひご参加を！

松山第 1 地区では例会報告を作り上げるにあたり、 より学びが

今回の報告で自社でも活かせるコツ

ある例会にするため、 座長 ・ 報告者 ・ 幹事でプレ報告を重ね、

や秘訣のようなモノに出会えるかも！？

報告内容を深堀りする作業を毎月行っています。 10 月の松山

自社の中で強みや価値作りにお困りの

第 1 地区単独例会から 「未来の商売」 シリーズということで、

企業や、 考えるきっかけにしたい方はぜ

今回は 1 回目の導入会！全３回で報告させていただきます。

ひご参加ください。

今回は座長の矢野宏道さん （㈲矢野商事） ・ 報告者の一色

報告の後、 仲間の参加者によるグルー

宣孝 （日興石油㈱） さんのコンビです！報告者の一色さんは

プ討論で自社と向き合う時間もあります。

世の中の情勢やコロナ禍で自社 （ガソリン業界） を取り巻く環

ぜひ参加して自社にお土産を持ち帰り、

境が激変していく中、 この時代を生き抜くためにはどうするか…

実践し活路を見出してみてください！多数のご参加お待ちして

について自社での取り組みや課題について考える機会となった

おります！

ようです。 「モノを売る」 のではなく 「コトを売る」 とはどういうこ

報告者の一色さん

例会に参加が久しぶりだ ・ ・ ・ 例会に参加したことないな ・ ・ ・

となのか？意識はどこに向けていくことが大切なのか？自社での

という企業様もぜひお待ちしております！経営者 ・ 幹部 ・ 社員

実践を踏まえた報告内容となっております。

様々な立場での学びにきっと出会えます！同友会の仲間同士

同友会の会員さんが日興石油のお客様という立場で利用をさ
れているのですが、 「いつも元気ハツラツで気持ちの良い対応
をしてくれているため、 ほっこりした気持ちにさせてくれる。」 「最
近車内を拭くタオルを渡してくれるスタンドって珍しいね。 嬉し
かった。」 等、 色々なお客様が喜ぶコメントを耳にします。

刺激し合い、 自社やお互いの会社をよりよい企業にしていきま
しょう☆
寄稿 ： 平岡裕矢さん
（NPO 法人家族支援フォーラム／松山支部第 1 地区会）
※ 10 月例会の詳細は、 同封の案内チラシをご確認ください。

松山支部第 3 地区会…
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松山支部第 3 地区会 8 月オンライン例会
2030 年までに杉本太一が目指すゴール
～ SVG's「未来予想図」へ向かう新たな改革～
■報告者 ： 杉本

太一

氏

社会福祉法人松山紅梅会 梅本の里 統括施設長／愛媛県中小企業家同友会 松山支部第 3 地区会会員
■日 時 ： 8 月 17 日㈫

■会 場 ： Zoom ミーティング

今回の例会は、 「ＳＶＧ ‘ｓ Sugimoto Vision Goals」。 すでに、

■参加者 ： 33 名

幸は人間を精神的

2030 年に引退することを決められており、 それまでに達成した

に成長させる学校」

いゴール （ビジョン） が明確な杉本さんにご報告いただきました。

という一節がありま

介護サービス事業から空間創造事業へ。 「ごちゃまぜ福祉」

す。 まさにこの一

へと方向性転換をされるに至った 「できごと」 や、「これでもか！」

節を思いだすような

というくらいに起きた創業からの 「事件」 の数々のお話。 涙ぐむ

生き方をされてきた

ところもあれば、 ご自身のお人柄もあって、 笑いが起きるところ

杉本さん。

もあり、 あっという間の時間でした。
『陶冶』 の Vol.86 に詩人ゲーテの言葉の引用として、 「自分

参加者の皆さん

コロナ禍にあって、 「変化に対応する」 ことが余儀なくされてい
る今、 目の前の問題や課題から逃げることなく、 「素直に」 「真

の身に起こったことは、 それが可能なら運命を変えるために行

摯に」 自分を諫め、 学んでいくことの大切さを改めて杉本さん

動せよ。 それが不可能なら進んで運命を引き受けよ。 運命や不

のお話から感じさせていただきました。
また、 一緒にご報告いただいた梅本の里のスタッフである野中
康志さんの現場からのお話では 「想いは目に見えないから常に
語り合うことが大切だ」 ということを教えていただきました。
例会までに実際に運営されている施設を見学させていただき
ましたが、 至るところで 「ワクワク！」 を感じて、 これが、 杉本さ
んが描かれている 「未来予想図」 のワクワク感につながってい
くのだと確信しました。
私も初めての座長で大変緊張していましたが、 杉本さんのお
人柄に触れ、 ビジョンに共感し、 今だからこそ 「変革を楽しむ」
という姿勢が大切だということを、 この例会において、 ご参加の
みなさまと共感させていただけたことに感謝しています。

上段左から杉本さん、野中さん
下段左から座長の川﨑さん、室長の中道 昇さん

寄稿 ： 川﨑暁子さん （㈱エルパティオ／松山支部第 3 地区会）

松山支部第 3 地区会会員紹介 ： 株式会社 MindUp まえふみさん
～「複業好事例集」をつくる資金と情報を得るためのクラウドファ

複業 （コーチングの勉強会グループ運

ウンディングに挑戦します！～

営 ・ 講師業他） を経て、 マインドが変

まえさん

松山支部第３地区会の まえ ふみで

わりました。 月給への感謝、 経営者へ

す。 「１人１人の能力発揮を応援する」

の尊敬を抱くようになりました。 見える

という使命のもと、 コーチング ・ キャリア

ものが変わり、 勤務先への改善提案が

コンサルティングの経験を活かし、 人材

増え、 プロジェクトマネジメントを担うよう

育成 ・ コミュニケーションに関する研修

にもなりました。 複業は、 視野の拡大、

や経営相談を実施しています。 複業 （8

発想力 ・ 実行力 ・ マネジメント力を高める効果があります。

MindUp の HP

年間）、 個人事業主 （5 年間） を経て、

企業で複業制度を導入する際は、 目的と枠組みを明確にし、

2021 年 7 月に法人を設立しました。 「複

状況を把握すること重要です。 個人の能力がフルに発揮できる

業」 を許可する企業を増やす活動を拡大させるためです。 企

社会を目指しており、 その１つが 「複業」 と考えています。

業と従業員の双方に価値のある 「複業好事例集」 をつくるため

※弊社では、 「複業」 ＝小規模個人事業としての仕事、 「副業」

クラウドファウンディングに挑戦すべく、 準備中です。

＝雇用型の仕事と定義し、 「複業」 を推奨しています。

文句の多い会社員（人材派遣業の営業担当）だった私ですが、

寄稿 ： まえふみさん （㈱ MindUp ／松山支部第 3 地区会）
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…今治支部

今治支部 8 月ハイブリッド例会
同友会の学びを経営に生かす
～同友会の大御所に聞いちゃいました。
。
。！！～
■報告者 ： 田中

正志

氏

義農味噌株式会社 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 代表理事
■日 時 ： 8 月 17 日㈫

■会 場 ： じばさんセンター ・ Zoom ミーティング
今年度、 今治支部は 『同友

田中さんと座長の井上千鶴さん

が混ざってしまったの

会の学びを経営に生かす』 と

が原因と考え、 6 年間

いうテーマのもと、 6 月 ・ 8 月 ・

徹底的に掃除に取り組

10 月の例会では、 同友会で学

まれたそうです。 その

んだことを自社の経営で実践さ

結果、 以前の美味しい

れている方に報告をして頂いて

お味噌を取り戻すこと

おります。8 月例会の報告者は、

が出来ました。 お父様
からは、 「お前のやろう

義農味噌㈱ 代表取締役の田中正志さんです。
報告冒頭、「今日は、様々な失敗をしてきた経験談を話します。

■参加者 ： 28 名

会場と Zoom を繋いで学びました

としたことはおうとったな」 と仰って頂けたとのことです。

失敗が多ければ多いほど上手くいく。 まるでオセロのように感じ

田中さんの報告を聴き、 仕事は、 結果を出すことが大事なん

ている」 と仰いました。 報告は創業者であるお父様の話から始

だと再認識させて頂きました。 また、 目の前のひとつひとつの取

まりました。 「親父は本業一筋 100％、 親父の作る味噌は美味

り組みが上手くいっていないと感じていても、 時間をかけることで

しかった」。 お父様は、 美味しい味噌を作ることが出来るが、 自

積み重っていき、 結果、 上手くいきだしたなぁ～と思える日が来

己資金がなく、 銀行はお金を貸してくれませんでした。 そこで、

るんだと、 私たちの背中を支えて下さる力強さを感じました。

土地を買い転売することで、 資金を作り設備投資をしていきまし

本例会は、 今治支部にとって初めてのハイブリッド例会となり

た。 自ら活路を切り開いていくという姿勢に、 「創業者は血反吐

ました。 声が聞き取り難かったり、 音声が出ていなかったりと問

を吐くようなことしたのだろう」 と田中さんは仰いました。

題が起きました。 今後も色々な問題が起きると思いますが、 ひと

そのようなお父様が社長をされている時に、 田中さんは入社さ
れました。 大学や勉強会で学んできたことを伝えると、 「それが
どしたんぞ ?!」 と言われ、 また、 社内を見て 「あれが出来てい

つひとつ解決していきながら、 誰もが参加できる学びの場にして
いきたいです。
最後に、 田中さん、 会員の皆さん、 参加して下さった皆さん、

ない、 これが出来ていない」 と伝えると、 「やってから言え！」

お疲れ様でした。 田中さんの報告は、 正月やお盆の時に会う

と言われたようです。 当時を振り返り、 「自分は口先だけの評論

親戚のおじさんと話しているのに似た感覚があり、 とても身近に

家になっていたのかな？」と仰いました。そんな中、お味噌が酸っ

感じました。 ありがとうございました。

ぱくなってしまう事件が起きました。 衛生管理が不十分で他の菌

寄稿 ： 宇佐裕次さん （㈲キャンパス／今治支部）

今治支部会員の経営指針 ： 株式会社維里 首藤元嘉さん
今回は西日本最高峰石鎚山の麓、 四国山脈と瀬戸内海に抱
い さ と

かれた西条市、 豊かな土地で運営する農業法人の㈱維里代表
す と う もとよし

取締役で今年 7 月に入会された首藤元嘉さんです。 おいしい

を実践するとともに推進
活動を行っています。
維里のすごいところ

なと思って食べていただけるような作物を心を米 （込め） て生産

は、 有機栽培で一反あ

しているそうです。

たりの売上を通常の 3

生産のこだわりとして、 全圃場自然栽培 （農薬・肥料不使用）、

倍まで持っていってい

自家採種この二つにこだわりを持って、 主にお米や大豆を育て

るところ。 今後は、 人

ています。 お米の販売の他、自然栽培米を使った玄米オートミー

を雇い大規模農業を確

ル・自然栽培こめ粉も販売しています。 認定資格は、 エコファー

立しようとしています。

マー 認定番号 E.F.1828・愛媛県 GAP 取得 （米、大豆、里芋）・
有機 JAS 認証取得。
経営理念は、 『農業を通じて食と暮らしを整える』。
繊維の「維」には衣類としての暮らしを。ふるさとを思わせる「里」

維里の HP には商品情報もたくさん

そこでの経営課題として、 採用や指針づくり、 組織経営など、
農家として不得意なところを同友会の仲間と学び合い、 進んで
いけると思い同友会に入会されたとのことでした。
寄稿 ： 今岡健一さん （( 同 ) 発達の木／今治支部）

には田と土があり食と住まいを。 「維里」 という言葉には、 衣食

※今回は新型コロナウイルス感染予防の観点から、 Zoom を活

住すべての意味が込められています。 農業に対する真摯な思

用したオンライン会員訪問を実施しました。 参加者は首藤さ

いをこの名前に込められ、 「農業を通じて食と暮らしをととのえる」

んと今岡さんのほか、 宇佐裕次さん、 杉原一史さん、 松田

ことをミッションとして地域の農業の担い手となり環境保全型農業

泰幸さんです。

松山支部第 2 地区会…
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松山支部第 2 地区会 8 月オンライン例会
経営者のあるべき姿を求めて
～逆境が人を強くする～
■報告者 ： 八束

和志

氏

株式会社ヤツヅカ 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 時 ： 8 月 18 日㈬

八束さんと座長の玉井さん

■会 場 ： Zoom ミーティング

■参加者 ： 20 名

松山第 2 地区 8 月例会は、

と指摘されました。 こ

自動車部品卸売業等を手掛け

の指摘にショックを受

る㈱ヤツヅカ 代表取締役の八

け、 すぐには素直に

束和志さんにご報告いただきま

対応する気持ちにな

した。 前半に八束さんに訪れ

れませんでした。 しか

た逆境。 後半は、 経営者とし

し、 経営者として 「社

ての責任 ・ 覚悟についての内容でした。
八束さんは、 アルバイト入社からスタートし、 2017 年に代表取
締役に就任。 就任時は自信にあふれていましたが、 自身と先

参加者の皆さん

員さん達が適正な環境で働けてないこの現状は、 果たして良い
事なのか？」 と考え、 2 年越しの今年 7 月、 ３つの店舗を一つ
にまとめ、 新天地で本社をスタートさせました。

代社長との期待値の差で挫折を経験。 自分は何をしたいのか、

八束さんは代表取締役に就任してから訪れた逆境から、 会社

分からなくなったそうです。 自分のふがいなさを実感し、 仕事へ

の方向性が示せていなかったこと、 決断力や判断力が無かった

の情熱をも失います。 そのため、 業績は悪化し、 社内の雰囲

こと、 社員さん達と真剣に向き合ってなかったこと、 自分の信念

気も悪くなりました。

が無く本気じゃなかったこと、 に気づきました。 逆境を経験した

さらに、勤続 10 年の信頼していた社員さんの退職。 退職の際、

ことで、 ディーセントワーク （働きがいのある人間らしい仕事） と

「もっと社員達の事を考えた方がいいですよ」 と言われた言葉が

いう考え方に出会います。 これは、 ＳＤＧｓのゴール８ 「働きが

今でも胸に残っているそうです。 それがきっかけで、 会社の方

いも経済成長も」 に関係します。

向性を本気で考えるようになります。 経営理念を変更し、 「100

また、 4 年間で起きた様々な逆境は、 ご自身や会社にとって

年企業を目指す」 「四国で一番大切にしたい会社」 などを社長

意味のある出来事だったと振り返ります。 「まずは現状を受け入

の夢とします。 さらに 「経営状況 まとめシート」 を使い、 全員

れる事が重要です」。 社員さん達に目を向け、 目的 ・ 目標の明

の日々の業務に生かしました。

確化をし、 それを踏まえて、 経営者として 【人が中心の個性溢

そんな中、 西日本豪雨被災地の手助けを依頼されました。 そ
の時期は、 7 月の暑い時期。 厳しい環境の中、 被災地に社員
さん達を向かわせるか悩んだそうです。 でも、 南予の方を助け

れる会社】 【お客様や地域社会が必要としてくれる会社】 【若者
が夢を持って入社してくれる会社】 にする覚悟を決めました。
座長の玉井幸江さんの 「八束さんのように、 同友会の学びを

たい思いで、 お手伝いをする事を決めました。 結果、 被災地の

通して逆境を乗り越えていきましょう」 とのまとめで、 例会を終了

皆さんに喜んでもらえ、 それがとても嬉しかったそうです。

しました。 八束さん、 ご報告ありがとうございました。

そして、 建築法 ・ 消防法の改正により、 各店舗が違法建築

寄稿 ： 辻内秀明さん （㈲つじうち／松山支部第 2 地区会）

松山支部第 2 地区会情報 ： 株式会社 K'smob 東晃一さん
以前の花咲爺屋三番町店が今年に

昨年から何度となく出された営

なって同友会事務局と同じビルの１階

業時間の自粛要請に 「心が折れ

に移転してオープンしたのが、 「一品

そうになった」 と嘆いておられまし

料理 爺屋 三番町店」 です。

たが、 「自分を慕ってついてきて

コロナ禍で職場での大人数での飲

くれているスタッフたちのためにも

み会が自粛の傾向にある中、 感染症

頑張らねば」 と今一度気合を入

対策をしっかり行い、 個室で少人数

れ直している東さんでした。

の会食を楽しんでいく形に切り替え、
最近リニューアルして再開しました。
旬な魚介類を中心とした食材にこだ

寄稿 ： 日野啓介さん
（日野啓介社会保険労務士事務所
／松山支部第 2 地区会）

わり、日本酒も百種類と豊富にそろえ、
東さん

店先にて

さらにグレードアップしています。

店内の様子
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…伊予 ・ 松前支部

伊予 ・ 松前支部 8 月オンラインワークショップ例会
コロナ禍で、会社経営をどうしますか？
■日 時 ： 8 月 20 日㈬
■実践報告者 ： 好永

■会 場 ： Zoom ミーティング

隆之

■参加者 ： 22 名

氏

株式会社昆布森 常務取締役／愛媛県中小企業家同友会 理事 ・ 求人教育委員会副委員長
８月例会は ： 参加者全員がグループ討論で 「自社の取組み」

ける本音の部分が共有できたことはとても価値が高かった」 「み

を発表する例会です。

なさんと交流できてよかった」 「情報共有は大切だなと思った」

内容 ： コロナで大きく周りの環境は変化しています。 この厳しい

「Zoom グループ討論参加しやすかった」 「インターンシップの参

環境下でも経営者は覚悟を持って経営に向き合い、 社

加だけでは業界の実態や企業さんの将来像などが分からない

員と一緒に乗り切って行かなければなりません。 5 年後、

が、 今回の例会では学生がいるいないに関わらず本当のことを

10 年後を見越して 「どのように考え、 なにを強化し取組

話して貰えて良かった （学生から）」 などの沢山の意見を頂きま

みを進めていますか？」

した。
コロナ禍の状況は各社様々でしたが、 今日の例会をきっかけ

まず最初に、 好永隆之さんの実践事例の報告があり 「コロナ
禍の時期、 社員研修に多くの時間を割き、 そして人材育成を進
め、 採用活動にも積極的に取組みました。 HACCP 認証取得し

に決めた戦略を実行する事、 また他社の実践事例を参考にし、
お互いに成長する企業づくりに取り組んでいきましょう。
寄稿 ： 堀内章さん （Social ・ Connect ／伊予松前支部）

社内整備など、 社内業務品質の向上にも取り組みました」 と報
告がありました。 やはり社員研修 ・ 教育を通じて会社全体の質
の向上、 会社を整えて行くことは大切なことだと思いました。
その後、参加者全員が 「自社の取組み内容シート」 に記入し、
各グループに分かれ発表し、 質問を受けるスタイルで、 グルー
プ討論を２回、 メンバーを変更して実施しました。
参加者から 「コロナ禍における皆さんの取組みを参考に頭の
整理ができた」 「異業種の悩みやコロナにおける考え方をより聴
くことができた」 「いろんな企業さんの事業内容や、 コロナにお
参加者の皆さん

伊予 ・ 松前支部会員情報 ： 月心グループ 大政裕志さん
今年 6 月にオープンした 「リアン久米はなれ」 に副幹事長の
山崎 剛さんと訪問しました。 月心グループが家族想ホールリア
ン事業として、 道後に続いて来住と同時オープンした施設です。
お話をしてもらったの
は、 伊予松前支部幹事
の大政裕志さんと入社
4 年目の葬祭部の山岡
め ぐ み

愛実さん。 入り口は数寄
屋造りの和風旅館のよう
な風情があり、 会場の横

広く明るい内部の様子

にはご遺族が共に最後の

部に 3 ホールあることで面として展開できるようになった」 と、 認

数日を過ごせる広く明る

知度も高まってきているようです。

いリビングが広がっていて

山岡さん（左）と大政さん

また 1 度入会すると永久会員になるシステムや、 LINE 会員へ

モデル住宅のようです。

の定期的な情報発信など、 新しい取り組みにも意欲的です。 コ

リアンとはフランス語で

ロナの影響もあり世の中のニーズが家族葬になっていますが 「故

「絆 ： きずな」。 自宅で大

人の生きてきた道を常に意識して、 その方にとって何が一番大

切な人を送るように送りた

事だろう」 ということを大切にしているとのこと。 多様化する葬祭

いというコンセプトで運営

に信念をもって活動している様子を感じました。

されています。 「松山東

寄稿 ： 玉野聖子さん （㈱エンカレッジ／伊予松前支部）

四国中央支部 ・ 南予支部…
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四国中央支部会員情報 ： ㈱美寿寿 長野禎毅さん
今回の会員訪問は、 ギフトショップみすず （㈱美寿寿 長野
禎毅さん） が新しい事業として今年７月にオープンした 「シャト
レーゼ新居浜東店」 にお邪魔してまいりました。
店内に入って真っ先に感じた印
象は、 お客さんが若い方からご年
配の方、 そして一人で来られてい
る男性のお客さんもいて、 幅広い
層のお客さんがいらっしゃるなと感
じました。
オシャレな店内で、 ひときわ目を

オシャレな店内にたくさんのお菓子が並ぶ

引くのが厨房にある大きなオーブ

この店舗を作るにあたり長野さんが掲げた理念があります。 ス

ンです。 このオーブンで焼きたて

タッフの方々が笑顔の素敵な方ばっかりだったのは、 この理念

の菓子を提供してくれます。 特に

「みんな仲良く楽しいお店を目指しましょう。」 がスタッフの皆さん

焼きたてのプレミアムアップルパイ

に伝わっているからなんだろうなと強く感じました。
皆さん、 新居浜に来られた際はぜひシャトレーゼ新居浜東店

は大人気だそうです。
その他にも、 ケーキやアイス、
和菓子やチルドスイーツ、 そして
糖質カットのスイーツなど書き切れ
ないほどの沢山の商品があり、 ど

にお立ち寄りください。
場所は新居浜市桜木町２番地 62 号、 ペットショップアミーゴの
お隣になります。
年中無休 営業時間 9:00 ～ 20:00 （時短営業）

れもとても美味しそうなお菓子ばか

※通常営業は 21:00 が閉店です。

りでした。

寄稿 ： 大村英幸さん （㈱パレット／四国中央支部）

南予支部の活動報告 いざ合宿へ！
南予支部では、 新型コロナウイルスの流行状況が収まりつつ
ある隙を縫って、 初の合宿を開催すべく準備を進めています。
毎月の三役会の中で、 「設立直前からのコロナ禍で、 リアルで

です。 宿泊が難しい方やフル参加が難しい方は、 部分参加も
できるように調整中。 「こういう交流の仕方が、南予の気質に合っ
ているね」と支部長の原田 浩さんも太鼓判。 会場が会場だけに、

一堂に会することができていない。 このやるせない気持ちを一

22 時に消灯ということで、 これまでにない健全 （？） な合宿に

気に挽回できる妙案はないか」 と話し合いをするうち、 副支部

なりそうで気持ちが引き締まります。

長の河野 優さんから提案されたのが合宿。 学習塾経営という仕

南予支部会員の皆さんには、 支部三役で手分けして個別に

事柄、 合宿慣れ （？） している河野さんのアドバイスを受けな

お声掛けをしていきます。 ぜひ、 “第 1 回” 南予支部合宿にご

がら、 トントン拍子に企画が進みました。

参加ください！

会場は、 国立大洲青少年交流の家 （大洲市）。 学校の集団
宿泊訓練で泊まったことがある方もいるのではないでしょうか。
10 月 23 日㈯ ・ 24 日㈮の 1 泊 2 日で、 同じ釜の飯を食いな
がらワイワイガヤガヤと会員同士の相互理解を深めることが目的

文責 ： 大北雅浩 （愛媛同友会事務局）
※今回は南予支部会員限定の合宿ですが、 いずれは他支部
の皆さんもお招きしたいと考えています。 その時には、 どうぞ
よろしくお願いします。

合宿の企画で盛り上がる、上段左から原田 浩さん、内藤昌典さん、河野 優さん 下段左から塩崎道太さん、大北
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…経営フォーラムのご案内

第 10 回 経営フォーラム迫る！！
今月 27 日が一次締切です。 お早目の参加申込み、 分科会登録をお願いします！

第 10 回 経営フォーラム

激変 を克ち抜く
時代の変化を乗り越えた教訓に学び、
後世に残り続ける企業づくりを考える

経営 とは

2021 年 11 ⽉ 12 ⽇ (⾦)
タイムテーブル
:~ 受付予定
:~ 開会‧第1部 基調講演
:~ 第2部 分科会

13:00~18:15

場所
松⼭市総合コミテ
〒790-0012 松⼭市湊町7丁⽬5

※ZOOM併⽤にるハ

参加費

登録料1名 : 4,000 円 (第1)2部含む)

新型コロナ感染の状況によりzoomミーティングによるオンライン開催
切り替わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※事前振込 11⽉7⽇まで 振込⼝座は本チラシ下部をご確認下さい。

今こそ経営者は理念を語
報告者：

〜社員を守るため、会社を存続させるため、
逆境の今こそ変⾰を〜

眞鍋 明 ⽒

株式会社マルブン代表取締役

愛媛県中⼩企業家同友会 松⼭⽀部第3 地区会会員
i 振込⼝座、お申込みに関して

10/27 以降の分科会未定者は実⾏委員会で分科会を決めさせて頂きます。
11/8 以降は全額キャンセル料が発⽣します。了承ください。
伊予銀⾏ ⼤街道⽀店（普通）1931602 愛媛県中⼩企業家同友会 事務局⻑ 安丸雄介
愛媛銀⾏ ⼤街道⽀店（普通）6442337 愛媛県中⼩企業家同友会 安丸雄介
愛媛信⽤⾦庫 本店営業部（普通）1224435 愛媛県中⼩企業家同友会 安丸雄介

申込期限

QRコーからの
本フォーラムの
お申込みも可能です Webサイトはこちら

1次 : 10⽉27⽇
2次 : 11⽉7⽇
主催：愛媛県中⼩企業家同友会
〒790-0003 松⼭市三番町1 丁⽬11 番10 号 Issei 号室
TEL -- FAX--
E-mail 担当：安丸 yasumaru@ehime.doyu.jp

経営フォーラムのご案内…

基調講演

眞鍋 明 ⽒

株式会社マルブン
代表取締役
愛媛県中⼩企業家同友会
松⼭⽀部第3 地区会会員

＜プロフィール＞
⼤正12 年5 ⽉24 ⽇、眞鍋⽂吉⽒により料理旅館として創業。
創業99 年⽬。2001 年2 ⽉、愛媛県中⼩企業家同友会⼊会。松⼭⽀部⻑を
歴任し、現在は愛媛⼤学‧松⼭⼤学提供講座担当。地域の若者を育てる
キャリア教育活動に尽⼒して 。

9

今こそ経営者は理念を語れ！

〜社員を守るため、会社を存続させるため、逆境の今こそ変⾰を〜
創業より99年⽬を迎える株式会社マルブン。今回、ご講演いただく眞鍋明代表は20歳の時に双⼦の兄が亡くなら
れたことをきっかけに4代⽬跡取りとして承継します。「⾷堂の息⼦として⽣まれたために世の中で⼀番嫌いな仕
事だった飲⾷業だったが、両親の悲し4姿を⾒て跡取りを決意した」と眞鍋代表。マルブンは戦争やオイルショッ
ク、リーマンショックなど、世界経済の低迷により、⼤きく外部環境が変化する中、変化し、存続し続けてきまし
た。これまで想像を絶するほどの危機を幾度となく乗り越え、地域から愛される飲⾷店へと成⻑してきました。し
かし、今現在、皆様も苦しまされている新型コロナウイルスの影響で飲⾷店は⼤きな打撃を受けています。その状
況下で、存続し続ける企業づくりに尽⼒する眞鍋代表より、コロナ禍をどう捉え、どんなことを実践しているのか
ご講演いただきます。本講演ではコロナ禍が与える影響や経営者として今何が求められているのか、事業再構築の
ヒントがたくさんちりばめられています。コロナ禍で苦しんでいる⽅、Withコロナ時代を不安視されている⽅、企
業発展のヒントを得たい⽅、必⾒です！

どんな環境でも、決して繋いだ⼿を離さない

分科会1 経営⽅針

河野 通洋 ⽒

〜東⽇本⼤震災から陸前⾼⽥市の10年の軌跡〜

株式会社⼋⽊澤商店
代表取締役
岩⼿県中⼩企業家同友会
理事 気仙⽀部副⽀部⻑
＜プロフィール＞
創業：1 07 年、資本⾦：1,000 万円、社員数：35 名、事業内容：味噌醤
油製造業、URL：https://www.yagisawa-s.co.jp/

分科会２ 共同求⼈‧社員教育

佐藤 全 ⽒

株式会社ヴィ‧クルー代表取締役
宮城県中⼩企業家同友会
⽩⽯蔵王⽀部理事
中⼩企業家同友会全国協議会
共同求⼈委員会副委員⻑
＜プロフィール＞
会社設⽴：2006 年10 ⽉3 ⽇、資本⾦：2,400 万円、社員数：37 名、事業
内容：⾞体の整備‧製造‧販売‧解体、URL：http://vi-crew.co.jp/

分科会３ 地域共⽣（LGBTQ）

エディ ⽒

当社は200年続く⽼舗の味噌‧醬油醸造業。⽇経スペシャル「カンブリア宮殿」やマン『美味しんぼ』にも登
場した名⾼い企業です。河野さんは９代⽬として⼊社し、同友会と出合い経営指針セミナーでの同期の⾔葉をきっ
かけに、社員と共に成⻑する会社を⽬指し歩みだします。その⽮先に起きた東⽇本⼤震災では、社屋⼯場、そして
街並みをもすべて失いました。そんな絶望の淵でも歩みを⽌め、前進することが出来たのはなか？「繋いだ⼿
を決して離さない」。経営者として、そして⼀⼈の⼈間としての関わり合いの姿を学びます。

ビジョンに基づく三位⼀体経営が未来を開くカギ！

〜現状とその対極にある未来を捉え、激動の中でも発展し続ける企業の採⽤‧共育に学ぶ〜
数多の困難を社員と共に乗り越えてきたのが(株)ヴィ‧クルー。経営者の佐藤さんは「良い会社じゃないから良
い社員が集まらない」との⼀⾔からビジョン経営を始めます。「バスの板⾦‧塗装業」から「バスを作る会社」へ
と転換し、国外企業と連携、国内初のEVバスの開発‧製造を⼿掛けられるなど、会社を進化させてきました。そん
な企業の変化‧成⻑を社員さんと実現してきた⼟台には、新卒採⽤や社員教育など、三位⼀体の経営の実践があり
ました。企業を存続させる為に、経営者として必要な⾏動を佐藤さんの実践報告に学びまし9う。

「あなたの会社の誰もが⽣き⽣きと働ける職場に！」
近年、注⽬を集め、働き⽅⾰の柱の,とつとしても推進されているダイバーシティ。今回の分科会では、その
中でもＬＧＢＴＱ＋と⾔われる性的マイ"リティの⼈たちに焦点をあてています。性的マイ"リティの⼈は１０⼈
に１⼈の割合でいると⾔われていますが、皆様の会社の中にいてもカミンアウトでき、社内の何気ない会話で
傷ついているかもしれません。多様な価値観に触れながら、なカミンアウトできないのかを⼀緒に考え、ダイ
バーシティ経営への⼀歩を踏み出しまし9う！

NPO法⼈
レインボープライド愛媛
代表
＜プロフィール＞
団体設⽴：2007年 03⽉
UTL：https://www.rainbowpride-ehime.org/

時代が)っと追いいた！？「ママたの”あったらいいな！”」で&っしぐら！

分科会４ ⼥性経営者

川﨑 暁⼦ ⽒

〜共感‧共創を⼤切に⼗⼈⼗⾊に寄り添う経営が⽣んだダイバーシティ〜

株式会社エルパティオ
代表取締役
愛媛県中⼩企業家同友会
松⼭⽀部第３地区会 副地区会⻑
＜プロフィール＞
会社設⽴：2011年11⽉、資本⾦：1,550万円、社員数：27名、事業内
容：ママ＆地域サポート事業等、URL：https://www.aroma-elpatio.com

ベビーマッサージの⼩さなお教室からスートしたエルパティオ。「ママがHappyならあかちゃんもHappy」を
コンセ(トに「ダイバーシティも多様性も受け⼊れられ、変化を楽し4⽣き⽅ができる⼥性を増やしたい！」そん
な想いのもと、次第に仲間が増え、私たちの「あたりまえ」はママコミ.!ティから⽣まれていきました。ママが
⼦育てを楽しめる機会と場所を創り、「ママたちのあったらいいな！」をカにする事だけを追い求めてきまし
た。私が挑戦‧実現してきた事を、社会情勢の変化と⼦育て環境の変化なども交えながらお話させて頂きます。

現状、 ハイブリッド開催を予定しています。
お申し込み時に、 希望分科会と合わせて 「会場参加」 か 「Zoom 参加」 かもお知らせください！
※新型コロナ感染の状況により、 フルオンライン開催に切り替わる可能性があります。
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組織強化 ・ 会員増強全国交流会／青年経営者全国交流会

組織強化 ・ 会員増強全国交流会
8 月 24 日、全国から約 350 名の参加にて、『①コロナ禍 ( 中略 )
同友会づくりを学びあう。 ② 5 万名に向け ( 中略 ) 全国的な教
訓とする。 ③ ( 前略 ) 仲間を増やす組織力をつける』 の 3 つを
目的に 『2021 組織強化 ・ 会員増強全国交流会』 がフルオンラ
イにて開催されました。愛媛からは平岡裕矢さん、佐藤慎輔さん、
桑波田 健さん、 今村暢秀さん、 米田順哉さん、 安丸雄介さん
と私の 7 名が参加し各地同友会の支部役員、 事務局員と活発
な意見交換や議論が執り行われました。
全体会での事例報告では見事 18 年連続で会員増を達成 (129
名→ 472 名 ) の徳島同友会から、 会長理事の山城真一氏と現・
代表理事の島 隆寛氏が報告。 「入会 2 年以内の方に入って良
かったと言ってもらえる組織とシステムはありますか？」 との問い
かけが参加者に投げられました。 徳島同友会においては 「経
営指針実践塾」 がその答えであり、 新しい会員さんのニーズで
ある 「自身の成長と会社の発展」 に繋がっていることが増強の
成果に表れていると結論付けていました。
また兵庫同友会からは、 設立から 15 年間 200 名程度だった
低迷期、 バブル時代の 8 年で一気に 1000 人を超えた躍進期
とその後の存立危機、 2000 年以降の支部分割などの組織転換
で 1800 名に届く増強を達成したことの分析と現在の兵庫での組

オンライン参加に挑戦し続ける杉原さんの PC 周り
織構成などを副代表理事有本哲也氏が報告。 中はりま支部の
前 ・ 支部長である大島久宣氏より支部ブロック分割制 (20 名程
度の小グループ制度 ) による出欠連絡の回答率 100％実践事
例の 「幽霊会員さんに声かけるとやめてしまうのかと躊躇すると
思いますが、 実際そんなことはありませんよ」 との言葉は非常に
胸を打たれました。 中はりま支部は 2003 年の支部設立から 76
名→ 241 名 ( 直近 4 年は 70 名の増強 ) と 3 倍強の会員増強を
達成されています。 大島氏の幹事長 - 支部長時代 4 年間の熱
意が生んだ賜物であると有本氏は讃えていましたが、 青年部会
員が組織運営を習得するまで支部役員を兼任しないように配慮
する取り組みなど目からウロコの実践事例ばかりでした。
やはり自分の周りだけで悩むのではなく、 外にどんどん出るべ
きです。 この鬱憤としたコロナ禍だからこそ全国交流会に参加を
オススメします。
寄稿 ： 杉原一史さん （㈲周桑電機工業所／今治支部）

青年経営者全国交流会ｆｒｏｍ岐阜
９月９日、 青年経営者全国交流会 （青全交） ｆｒｏｍ岐阜にオ

の気持ちを持って関わっていく大事さを田村さんの実践事例を

ンライン参加しました。 オンラインいう事もあってか、 ２, ０００人を

伺って思いました。 田村さん、 ご報告ありがとうございました。

超える参加が全国からありました。
今回、 私は石川同友会担当の第９分科会 「人が輝く企業づく

その後のグループ討論でも他県の会員の皆さんと盛り上がりま
した。 オンラインだからこそ、 全国行事も参加しやすくなり、 他

り～社員が輝くのは会社だけですか？～」 に参加しました。 報

県の方とも顔を見て、 話をしての交流がしやすくなりました。 ま

告者である株式会社タムラテントの田村裕之さんは、 私が５年前

た機会があれば参加してみようと思います。

に石川県で行なわれた青全交の分科会で報告させていただい

寄稿 ： 武田正輝さん （恭栄自動車㈱／伊予松前支部）

た時の室長で、 そのご縁もあり、 参加する事を決めました。 報
告内容をより深く理解しようと、 事前に岐阜同友会さんで行なわ
れた田村さんのプレ報告支部例会にも参加しました。
田村さんの報告から学んだ事は、 「社員さんへの関心と感謝」、
「お客様の期待にどう最大限応えるか」、 「今の会社があるのは、
これまで関わってくれた人のおかげである」、 「理想と現実の
ギャップは何か？それをどう埋めるか？」、 「相手を思う気持ちを
無理せずどう行動に移すか」 です。
常に自分に関わる人 （社員さんや家族、 顧客や協力先、 同
業者） や地域、 地球環境に至るまで、 当たり前ではなく感謝
全国 47 都道府県と中同協から過去最高の 2,500 名が参加

坊っちゃん劇場のコロナ対策…
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坊っちゃん劇場 感染対策万全で新作スタート！
東温市、 愛媛県が誇る 「坊っちゃん劇場」、 待望の第 16 作

ました。 久しぶりに再開して幕が上がった瞬間、 客席に

目のミュージカル 「ジョン マイ ラブ ―ジョン万次郎と鉄の 7 年

いるお客様の姿を見ただけで涙がこぼれそうになったと

―」 の公演が、 このほどスタート。 新型コロナウイルスの感染対

いう話も聞きました。

策も万全の状態で運営しているとのことで、 小林喜弘さん （㈱レ

隣接する 「利楽」 の入浴や食事と共に、 総合的に魅力

スパスコーポレーション 取締役 常務執行役員／松山支部第 2

を発信して、 多くの方に安心して観劇を楽しんでいただ

地区会） にお話を伺いました。

くことが私たちの使命であると考えています。
聞き手 ： 大北雅浩 （愛媛同友会事務局）

大北 ： 「ジョン」 って、 あの漂流したジョン万次郎ですよね？
小林 ： そうそう。 あのジョン万次郎の漂流 180 周年を記念した

※広報情報化委員会では、 会員の皆さんが会社や店舗等で実
践されている新型コロナウイルス感染対策の情報を募集して

作品でね。 そのご縁で、 濵田省司 ・ 高知県知事からも

います。 取材の上、 会報誌で紹介させていただきますので、

激励のメッセージをいただいています。

ぜひ事務局まで情報をお寄せください。

大北 ： 前に高知を取り上げた 「龍馬！」 （第 3 作） は観に行き
ましたよ。 面白かったなあ。
小林 ： 今回の作品も幕末が舞台ですが、 通訳等として活躍した
姿だけではなく、 妻である鉄から見た万次郎の姿を描い
ています。 鉄は若くして亡くなるので、 わずか 7 年間と
いう結婚生活でしたが、 2 人を中心とする若者たちの心

坊っちゃん劇場 HP

の交流は、 きっと胸を打つと思います。
ま
 た、今回は新たな試みとして、鉄役を AKB48 のメンバー
が 1 年間、 交代で演じます。 坊っちゃん劇場ファンの皆
さんに加えて、 新たな層のお客様にも足を運んでいただ
けているようです。 座ったまま参加いただけるちょっとした
ダンスもあり、 お子さんにも喜んでいただいています。
大北 ： 新型コロナの影響はいかがですか？
小林 ： 実は劇場は、 入場定員削減の対象にはなっていないの
ですが、 坊っちゃん劇場では自主的に定員を設けて、
密にならないようにしています。 また、 客席をはじめとす
る劇場内の殺菌消毒や換気など、 感染予防策を徹底し
ていますので、 安全に観劇いただけます。
大北 ： お客さんも安心ですね。
小林 ： でも、 その徹底した取り組みがなかなかお客様に伝わら
ず、 客足は伸び悩んでいます。 坊っちゃん劇場は広告
収入ではなく入場料収入がメインですので、 正直なとこ
ろ苦しいです。 安全を徹底するとともに、 お客様に安心
を伝えられるよう、 活動していかねばなりません。
大北 ： 「劇場を残す」 という観点からいうと、 広告収入増も考え
ないといけないのでしょうか。
小林 ： それももちろんです。 ですが、 演じている役者さんにとっ
ては、 やはり観に来ていただくことが一番、 嬉しいそうで
す。 前作 「鬼の鎮魂歌」 が上演中止を余儀なくされて
いた期間も、 役者たちはフル装備で練習に取り組んでい

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
十月になりました。秋も深まり、ホットコーヒーを愉しむ機会が増え
てきました。カフェのテラスで、秋の空気を感じながら一句詠んでみる
のも素敵ですね。

最優 秀 賞
アマビエをぶら下げ祈る秋遍路
武田正輝さん（恭栄自動車㈱）
コロナ禍に俄かに脚光を浴びだした妖怪アマビエ。疫病退散の象徴と
して、人々に広く知れ渡ることになりました。最近ではアマビエのイラ
ストやマスコットも目にします。
白衣をまとい金剛杖をつくお遍路さんの山谷袋に、アマビエのマスコッ

悩むもよかろうと赤蜻蛉笑う

弓立公司さん（㈲ユアーズ・ケア）
話しかけてきたり、笑ったりするはずもない赤蜻蛉。作者は、健やか
に飛ぶその様から「悩むもよかろう」と笑いかけているように感じました。
五七五を崩した破調が効いています。

レジ並ぶコーヒー二本秋遍路

大北雅浩さん（愛媛同友会事務局）
歩き遍路のコンビニでのワンシーンでしょうか。秋も深まり、缶コー
ヒーの温かさが身に沁みます。

ＵＲＬ

: http://www.ninomiya-jyozo.jp/

○二宮醸造の商品詰め合わせ
明治三十六年創業、美しい久万高原の自然に囲ま
れて変わらぬ場所で変わらぬ味を守り続けている当
社のおいしい逸品を是非ご賞味ください。
今回お届けするのは、
基本の味 久万山醤油（濃口・
淡口）
、万能の久万山かけ醤油、コクとうまみのさ
しみ醤油、おかずみそのひしお、愛媛県産真鯛の風
味がきいた鯛だし醤油の六品です。

最優秀賞の武田正輝さんには、表彰状と二宮醸造
㈱（二宮悟郎さん、伊予松前支部）のステキな商品
を贈呈します。

講評：髙橋 大輔さん （広報情報化委員）

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。

ト が ぶ ら 下 が っ て い ま す。 遍 路 装 束 に ど こ か 異 質 な マ ス コ ッ ト で す が、 十 一 月 号
世の平安を願っての巡礼であることが伝わってきます。
兼 題 「秋深し」「新蕎麦」「新米」「猪」「林檎」
中七の「祈る」との措辞に、遍路の道中ではなく、札所でお参りして
締め切り 十月十五日
いる様子が伺えます。秋遍路のワンシーンを見事に切り取りました。
十二月号
み そ か そ ば
わびすけ
ふ ぐ
兼 題 「晦日蕎麦」「年惜しむ」「侘助」「河豚」「日向ぼこ」
締め切り 十一月十五日
以下なるべく沢山の俳句を紹介します。

激動のアフガンの空秋高し
石川義和さん（㈲石川工作所）
アフガニスタンの乾期と雨期の間に短い秋があります。東京とほぼ同
じ 緯 度 の カ ブ ー ル の 秋 空 が、 高 く 澄 み 渡 っ て い ま す。 日 本 で 仰 ぐ 空 は、
地球上のどの国の空ともつながっています。

スイスイとわが世の天下赤トンボ
串﨑慶子さん（㈲ユアーズ・ケア）
赤トンボの群れる野に出ました。憂いなくスイスイと飛ぶ赤トンボは、
わが世を謳歌しているように見えます。

秋遍路一足ごとの旅日記
杉原一史さん（㈲周桑電機工業所）
遍路宿で毎夜に記す日記帳。道中何を思い感じたかの記録です。納経
帳とは違った宝物になります。

（やまにし りょうへい）

山西 亮平さん

会員掲示板
（1 名） （8 月 27 日～ 9 月 22 日） ・

新入会員のご紹介

○会員情報変更

○会員情報変更
会員／藤田 一郎 （松山支部第 2 地区会）
企業名／㈱トータル ・ ビル ・ サービス
役職／代表取締役
新住所／〒 791-8042 松山市南吉田町 2845-1-101
新 TEL ／ 089-995-8865 新 FAX ／ 089-995-8818

会員／鴻海 智彦 （松山支部第 1 地区会）
企業名／㈱アイディエーション
役職／松山オペレーションセンター センター長
新住所／〒 790-0062 松山市南江戸 2-9-17
せとかんビル 301 豪
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会員掲示板／経営相談室コラム…

1984 年 1 月 30 日生まれ 松山支部第 1 地区会
サンワサポート㈱ 取締役
土木業、 建設業、 保険鑑定業
〒 790-0833 松山市祝谷 2-10-23
TEL ： 089-993-7991 FAX ： 089-993-7992
紹介者／㈲阿部木工 阿部祥太

生涯客を増やすことが繁盛の原点です。

氏

紹介してくれる客です。一人一人のお客様を大切にし、

者 客 は自 分 だけでなく友 人 にもその店 のす ばらしさ を

通 りす がりの客、 知 人 客 は遠 くても来 てくれる客、 信

人 客 」「友 人 客 」「信 者 客 」 に分 かれます。 一 般 客 は

売は自ずから儲かります。商店のお客様も「一般客」「知

る」という字から構成されています。信者をつくれば商

よく引用される話ですが、「儲け」という字は、「信じ

業こそ、最強の企業だと思います。

人一人が、その使命に気づき誇りを持って働いている企

人は何らかの使命、役割を持って生まれています。一

んだ」と答えました。

ち続けるんだ。この仕事は本当に楽しいし、報酬もいい

讃え、人間の善の象徴として、ここに大聖堂は永遠に立

に答えました。「俺は大聖堂を立てるんだ。神の栄光を

旅人が三番目の男に同じ質問をすると、男は楽しそう

るのさ。面白くはないが、この仕事で食っていけるのさ」。

とを尋ねました。二番目の男は 「家族のために働いてい

と最初の男は答えました。旅人は二番目の男にも同じこ

男に尋ねました。「石を切っているんだ。惨めな仕事さ」

がや ってきました。 旅 人 は 「何 をしているの」 と最 初 の

三人の男が石切り場で働いているところへ、一人の旅人

ヨーロッパに次のような逸話があります。

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長

秋 川 保 親

誇りと使命感を持とう

経営相談室からアドバイス

“平成の赤ひげ”の
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…理事会議事録

2021 年度

愛媛同友会

第４回理事会

議事録

【日時】 2021 年 8 月 26 日㈭ 18 時 30 分～ 20 時 30 分 【会場】 Zoom ミーティング
【出席者】 理事 27 名 委任状 7 通 事務局 3 名 【議長 ・ 議事録】 安丸雄介
開会挨拶：米田順哉代表理事
協議事項

（１） 2022 年度企業づくり ・ 同友会づくり ・ 地域づくり県方針の
策定の体制とスケジュール案について、 米田順哉代表理
事より下記①～③が提起され、 内容について協議された。
①新たに各方針を対応する各委員会 ・ 本部が主体となって方針
案を作成する （ゼロから理事会で協議しない）
②方針作成の観点は、 2021 年度中同協方針と、 21 年度の愛
媛同友会方針。可能な限り県全体をみる理事の見識でもって、
中同協方針に対する到達度レーダーチャートと、 愛媛同友会
全体のチェックシートを記入。
③ 8/26 理事会をキックオフとして、 担当副代表理事がリーダー
役となり進めて頂く。

・ 分科会 ：
経営労働：㈱八木澤商店 代表取締役 河野 通洋氏 （岩手）
求人教育：㈱ヴィ・クルー 代表取締役社長 佐藤 全氏 ( 宮城 )
地域共生：レインボープライド愛媛 代表 エディ氏（会員外）
女性経営者 ： ㈱エルパティオ 代表取締役 川﨑 暁子氏
○テーマ 「激変を克ち抜く経営とは－時代の変化を乗り越えた
教訓に学び、 後世に残り続ける企業づくりを考える」 （承認）
○参加登録料 1 人 4,000 円。 学生は無料とする。 （承認）
○参加目標案 ： 187 名…会員 140 名、 ゲスト 47 名、 相談目
標案として各支部 ・ 地区会で主体的に論議し、 次回理事会
で最終承認。 （承認）
（４） 広報情報化委員会 「句会ライブ」 企画への予算補助が承
認された。 収支見通しに基づき 15,000 円相当。
（５） 一般社団法人お城下松山 「新型コロナワクチン職域接種」

○従来の愛媛同友会運動方針はいわゆるトップダウンの策定で
あり、 各支部 ・ 委員会としても県全体の方針が決まらなけれ
ば方針は策定できないという受け止めもあった。 今回の県方
針策定の体制の提起は、 中同協の運動方針議案書が各地同
友会の活動実態からボトムアップで作り上げているのと同様の
動きとなり、 各支部 ・ 地区会からボトムアップの方針策定する
体制へと転換させる意味で意義深い。
○ボトムアップ体制にするのは良いが、 提案されたスケジュール
案では方針策定の論議が早すぎて総括しにくい点と、 策定そ
れ自体に時間や労力を集中しすぎて今年度方針の実践が出
来なくなる懸念があり、 来年度の方針案策定の議論や成文化
のスケジュールは各セクションの裁量とするのが適当ではない
か。
承認事項

（１） 2022 年度企業づくり ・ 同友会づくり ・ 地域づくり県方針の
策定の体制と工程について承認された （上記、 協議事項
の①～③を承認）。 また、 策定工程は今回提起されたスケ
ジュール案を参照しながら、 企業づくり ・ 同友会づくり ・ 地
域づくりの各セクションの裁量でスケジューリングして進め
て頂くこととした。
（２） 入会 ・ 退会承認
（３） 第 10 回経営フォーラムに関して企画概要が阿部祥太実行
委員長から報告され、 またテーマと参加登録料、 参加目
標の各支部 ・ 地区会への相談目標案が承認された。
○企画概要 （報告）
・ 基調講演 ： ㈱マルブン 代表取締役 眞鍋明氏

への同友会の参加について承認された。
報告事項

（１） 前回理事会報告
（２） 正副代表理事会議、 各支部 ・ 委員会等からの報告
（３） 全国 ・ 他団体行事について
○ 2021.9.9 （木） 13 ： 00-19 ： 30 青年経営者全国交流会 現
在参加申し込み 5 名。
○ 2021.10/7 のみへ変更第 37 回中同協役員研修 from 福岡（オ
ンラインへ変更）
○ 2021.10.21-22 障害者問題全国研究集会 from 埼玉 （オンラ
イン） 9 月幹事会で参加目標を決めて頂く。
○ 2021.11.18-19 共同求人社員教育全国交流会 in 宮城 （委員・
役員中心の開催）
○ 2022.2.17-18 中小企業問題全国研究集会 in 大分
閉会挨拶：今村暢秀副代表理事

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～

