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…松山支部第 1 地区会

松山支部第 1 地区会 9 月オンライン例会
三好大助の、
「作るだけじゃない経営理念」の話
～未来を創る経営理念の活用～
■報告者 ： 三好

大助

氏

株式会社フェローシステム 代表取締役／ 愛媛県中小企業家同友会 副代表理事 ・ 国際化担当理事
■日 時 ： 9 月 8 日㈬

■会 場 ： Zoom ミーティング
「未来を創る経営理念シリーズ」 の

三好さん

■参加者 ： 51 名

状況では、 理念やそれを活かすための人財育成に目を向けら

3 回目 （最終回） となった今回の 「活

れない」 ということ。 確かに、 経営しているとそのような時期はあ

用編」。 フェローシステムの三好さん

り得ます。 しかし三好さんは言っていました。 「売上を減らしてで

に、 会社の経営理念を中心として、

も人財育成のための時間を作る」 と。 なるべく会社の状態を極

その変遷と時々の想い、 またその結

端にせず、 中庸を保つこと。 理念の活用を考えると、 このあたり

果社内で起こった変化などについて

も本質的な学びであった気がします。

ご報告いただきました。
その中で特に感じたことは 2 つ。 まず、 「経営者として幹部社

経営理念も、 最初から完璧なものを作るのは難しいでしょう。
フェローシステムの経営理念も、 今のものが 3 つ目とのことです。

員さんと徹底的にコミュニケーションを取った」 ということ。 その

「共有」や「活用」の段階において、必要とあらば躊躇なく変える。

結果、 幹部社員さんから社内に理念がジワジワと共有されてい

作り方そのものも見直す。 この柔軟性もまた大切なことですね。

き、 今の社風を創る大きな要因となったのだと思います。 理念

運営を含めてご参加いただいた方々、 ありがとうございました。

が上手く活用できていなかった時期には、 経営者である三好さ

寄稿：大石一浩さん （㈱ネッツトヨタ瀬戸内／松山支部第 1 地区会）

ん自ら社内に大号令をかけるような形で一方的に発信していたと
のことでしたが、これでは効果がなかっ
たようです。 経営者が幹部社員さんと
関わるように、 幹部社員さんがその他
の社員さんと関わる。 その中で理念が
活用できはじめ、 良い社風を創る。 こ
の方法に効果があるということは、 経
営者から直接伝えられるより、 上司や
先輩にあたる人から伝えられる方が吸
収しやすい人がたくさんいるのだと考
えられます。 このあたりが本質に近い
ところなのではないかと。
また、 「会社が経営危機にあったり
受ける仕事が多すぎて大忙しといった

松山支部第 1 地区会会員紹介 ： サンワサポート株式会社 山西亮平さん
今回は松山支部第１地区

建築工事も手掛けています。 前職は医療機器の営業マンだっ

会に新たに入会されたサンワ

た山西さん。 お会いする時の対応はとても親切丁寧で、 それが

サポート㈱の山西亮平さんを

仕事の受注にも繋がっているように感じました。

ご訪問させていただきました。

地区会長の山口さんとも同友会の仕組みについて話し合いま

サンワサポートは香川を拠

した。 会内での仲間づくりをはじめ、 理念経営に繋がるような学

点とし、 土木建築を主体とし
会心の笑みの山西さん

びを得たいと意気込みを語っていただきました。

たインフラ整備事業の会社で

今はまだ少人数で活動していますが、 行く行くは社員さん達と

す。 本社は香川ですが、 山

共に 「１日１日が少しでも自身の成長に繋がっていくような企業」

西さんは愛媛で事業を展開すべく祝谷に営業所を構え精力的
に活動しています。 愛媛での事業内容は、 交通事故などで破
損した道路付属物等の修繕依頼を保険会社から受け、 鑑定か
ら提案、 施工までを一貫体制で行っています。 その他、 土木

を目指して進んでいきたいと熱く語っていただきました。
これから同友会で共に学び、コミュニティを広げていきましょう！
色々と貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。
寄稿 ： 須﨑明良さん （㈱石材振興会／松山支部第 1 地区会）

四国中央支部…
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四国中央支部 9 月ハイブリッド例会
中小企業経営に活かす各種補助金活用法
～補助金獲得への事例とノウハウをおしえます～
■講師 ： 大平

真弘

氏

観音寺信用金庫 経営支援課 課長 （元 ・ 四国中央支店 支店長）
■日 時 ： 9 月 15 日㈬

■会 場 ： ホテルグランフォーレ ・ Zoom ミーティング

今回の四国中央支部例会は、 観音

コロナ禍の経験を受け私が

寺信用金庫 経営支援課 大平真弘

思っているのは、 本業の今のや

氏にご講演いただきました。

り方だけの経営では、 自分の思

現役の信用金庫の職員が経営者に

大平氏

■参加者 ： 23 名

いもよらない外部環境の変化が

効果的な計画策定の手法を伝えてく

訪れた時に対応できるのだろうか

れる例会です。 絶対に外せない次の

ということ。 その様な時でも必要

一手の設備投資や、 今はまだ見えな

とされる企業でなければならない

Zoom とのハイブリッド開催

い将来の需要、そして環境の変化に対応するための計画などを、

し、 別の事業なども作っておく事の重要性があることを強く感じ

ご自身の経験をベースにお話しいただきました。

ました。

大平さんの話を聞かせていただいたことで、 各企業の設備投
資に使える物が多くあると知ることができました。

グループ討論で、 国や地方自治体が描く未来へ自社の未来
を想像できているかを話し合い、 自社のデジタル化や SDG ｓへ

また、 観音寺信用金庫の取り組み実例で、 2011 年から課題

の取り組みについて意見を交わしましたが、 そこに自社の今後

解決型金融を始められ、 補助金支援やコンサル業務、 地方創

の発展の要素が沢山あるのだと気づかせていただき大変参考に

生の取り組みをされ実際に業績を伸ばされたお話は、 企業経営

なる討論、 講演でした。 大平さん、 ありがとうございました。

の戦略作りの参考になりました。

寄稿 ： 大村英幸さん （㈱パレット／四国中央支部）

四国中央支部会員紹介 ： 泉製紙株式会社 宇高将仁さん
「2022 年 コロナによる弱肉強食サバイバル時代への突入」

一気に社内環境を変化させると変化についてこられない社員

弊社は 8 月で期が終わり、9 月から 66 期目がスタートしました。

さんも出てくるかもしれません。 しかし今は働く場所を維持継続

65 期は 1 年間通してコロナの影響を受けた期となり、 コロナ前

していく事に集中していこうと思います。 ついてこられなくなる社

と比較して約 10％の売り上げ減少となりました。 実質は 15％の

員さんを減らす為にも 「会社から給与を貰っている」 から 「自

売り上げの消失に対し 5％の売り上げ増を行い 90％までで抑え

分で給与を生み出している」 へ意識改革を進めて行こうと思っ

たという内容です。 消失した売り上げは交通機関やオフィス向け

ています。 2022 年は中小企業にとって生存力と企業活動の変

の販売及びイベント等の集客を目的としたルートです。

化の真価が問われる年度だと思っています。

皆様も様々な変動があり対策を行ってきたと思いますが、 弊社
においては①既存商品の強化、 ②生産していなかった商品ジャ
ンルへの参入、 ③アフターコロナのデフレ対策商品の開発等対

最後に写真は新商品の 「すみっコぐらし」 と 「柔らかさ追求の
業務用ロール」 です。
寄稿 ： 宇高将仁さん （泉製紙㈱／四国中央支部）

策―を行ってまいりました。 おかげさまで①②においては数字
に表れてきており今後も更に強化していく予定です。
ただ、 世の中の変動スピードは思った以上に上がっており、 イ
メージとしては 10 年後の環境が一気にきた感があります。 残念
ながら弊社の業界及びお客様の業界においては弱肉強食のサ
バイバル時代に突入した感があります。
そのような環境に対応する為に昨年からは 「A. 他地区の同業
者とのタイアップ」 「B. 弊社の強みである品質力の異なる次元
への転換」 を進めています。 その 2 点だけで良いとは思いませ
んが、 いきなり現れた 10 年先の環境への対応を行うにはポイン
トを絞って推進力とスピードをアップする必要性があると思ってい
ます。

左 ： すみっコぐらし
上 ： 柔らかさ追求の業務用ロール
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…伊予 ・ 松前支部

伊予 ・ 松前支部 9 月オンライン例会
コロナ禍でおしぼりの売上半減。下を向く社員。
その時、経営者が判断したこととは…
～売上より社員の健康経営を選んだ理由～
■報告者 ： 上田

剛士

氏

有限会社キホク 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 ・ 松山支部第 3 地区会地区会長
■日 時 ： 9 月 17 日㈮

■会 場 ： Zoom ミーティング
今、 流行の 「健康経営」 につ

いての報告でした。 Zoom 開催と
なりましたが、 参加者 :49 名 ( 地

上田さん

■参加者 ： 49 名

と熱く語った時、 上田さんは、 健康経営で、 良い会社を作る仲
間作りの輪を広げたいのだと感じたのは、 私だけでしょうか。
グループ討論では、 「自主的に発言する人が多かったので、

区会 :19 名、 他支部 ・ 地区会 :18

ワイワイガヤガヤ盛り上がりました」 という感想を頂きましたが、

名、 オブザーバー :7 名、 ゲスト :1

私のグループでも自主的な質問が飛び交い、 健康経営に関す

名、 他県同友会 :4 名 ) が参加す

る認識を深め合うことができました。 同友会は、 社員と向き合う

る例会となりました。

経営者の集まりなんだと再認識できました。 同友会の仲間には

「健康経営」 は、 従業員の健康を考えた 「人を生かす経営」
を行う同友会の方向に合致しているので、 同友会で学んだこと

健康経営に取り組んでいる方も多くいることも知りました。
コロナ禍で受注が激減したことで起きた逆境を、 目先の利益を

を実践している上田さんの会社では、 土台がしっかりとできてお

追うのではなく、 逆に機会と捉え、 信念を持って、 良い会社に

り、 社内に直ぐに浸透していることが感じられました。 例えば、

導こうと努力し続ける松山北高の後輩に誇りを感じました。
寄稿 ： 木本康聖さん

今回、 上田さん自らがインタビュアーとなり、 社員のインタビュー
動画を撮っています。 このことで、 社内にも健康経営を根付か

（木本経営コンサルタント事務所／伊予 ・ 松前支部）

せるなど、 一貫した戦略をとっていることが伺えました。 まだ、 1
年だけの取組なのに、 奥深い内容となっていました。
上田さんは、 常に新しい取組みをして新しい風を起こし続けて
います。 今回、 従業員が健康で安心して長く働ける環境を作る
ことで、 安定雇用も見据えています。 この持続可能な状態を目
指す経営は、 我々中小企業家の手本となります。
2020 年度には全国で 500 社しか選ばれない 「健康経営優良
法人 （ブライト 500）」 に認定されたのも頷けます。 目を輝かせ
ながら、 「次回の健康経営の認証取得に挑戦してみませんか」

参加者の皆さん

伊予 ・ 松前支部会員情報 ： 木本経営コンサルタント事務所 木本康聖さん
東京で銀行員をしていたそうです
が、 経営破綻することになり経営に

１． 顧問コンサルティングに入り、 社長の頭の中を纏めたり、

関する学校に通っていると、 銀行員

２． 認定経営革新等支援機関として、 ものづくり補助金 ・ 事業

時代のお客様から、 「何やってるの」

木本さん

現在は、 愛媛と東京 23 区のみで、

再構築補助金などを構築し、 書類にしたり、

と声をかけられ、 経営コンサルタント

３． 講演を行ったり、

が始まったそうです。 元々、 経営の

４． 企業研修を行ったりしているそうです。

アドバイスができる銀行員としてお客

今年 1 月には㈱朗読を立ち上げ、 壤晴彦さんの朗読法をリ

様との信頼関係が構築できていたこ

モートや動画で全国に発信し 「日本のこころを後世に残す」 「日

とが功を奏したそうです。

本語の美しい響きを後世に残す」 という経営理念を軸にいかに

経営理念は、 「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」 です。 経営理念を軸として、
経営戦略 ・ 人材育成 ・ 売上増大などの助言を行っています。

経営して行くか見ていて下さいと熱く語りました。
寄稿 ： 今村暢秀さん （㈱世起／伊予 ・ 松前支部）

今治支部…
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今治支部 9 月ハイブリッド例会
社内構造改革と新規ビジネス展開
～非常識な男が会社を変える！～
■報告者 ： 阿部

祥太

氏

有限会社阿部木工 代表取締役／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 ： 9 月 21 日㈫

■会 場 ： テクスポート今治 ・ Zoom ミーティング
今治支部 9 月例会は、 ㈲阿
部木工の阿部祥太さんに報告
していただきハイブリッドで開

■参加者 ： 39 名

年間休日が増え、 男女比は 5 ： 5 になり、 平均年齢も 20 歳若
返りました。
課題が明確になっている今、 それを 「解決したい！」 という想

催しました。 開会挨拶の中で、

いが今の阿部さんの原動力になっているとのこと。 うまく行かな

最近ご結婚された阿部さんに

い事も多くあったそうですが、 トップの意思決定とそれをやり抜く

支部幹事と担当事務局から
座長の井上千鶴さん （左） と 「Flower & Purple Wine」 を贈り
ました （支部会員である 「季節の花 花心」 の越智幸雄さんの
作品です）。 阿部さんおめでとう！！

力が特にコロナ禍では重要だと感じました。
ミニ家具の組立てを通して誰でも活躍できる仕組みを体験する
など、 新しい例会つくりも支部として取り組んでいます。
阿部さん、 座長の井上さん有難うございました。
寄稿 ： 越智堅太郎さん （オチ工業㈱／今治支部）

さて例会報告ですが、
コロナ禍で売り上げが激
減した阿部木工。 阿部さ
んはこれを逆にチャンスと
捉え経営指針の見直し、
事業の見直しに取り組み
ます。 ゼネコンメインから

今治支部からの結婚祝い

個人向けへとシフトするべ
く HP や EC サイトを立ち上げます。
また、 入社以来 5 年間で取り組んできた社内の構造改革も進
み、 積極的な機械化と作業の細分化で、 属人化しがちな技術
を子育て中の女性が活躍できる仕組みへと進化させています。
木工体験 （手前の箱） も交えてグループ討論を行ないました

今治支部会員の経営指針 ： 株式会社レッドエイト 野本武司さん
10 月の会員訪問は今年 6 月入会の野本武司さん （㈱レッド
エイト）。 支部幹事の今岡健一さん、 宇佐裕次さん、 越智堅太
郎さんの 3 名と一緒に訪問しました。

長の頼もしい夢を聞いて、 参加者一同、 「素晴らしい、 ぜひ経
営指針書の実践を通じて達成しましょう」 と大共感しました。
寄稿 ： 杉原一史さん （㈲周桑電機工業所／今治支部）

事業内容は広島県三次市が拠点の介護用品のレンタル業と
今治市を中心に展開する不動産業で、 現在の社員数は３名。
創業は 2019 年 3 月と新しい会社です。 広島県で不動産業を開
業したところ、 縁あって地元三次市の社会福祉協議会が撤退す
る際に顧客を引き継ぎ、 介護用品レンタル業を開始、 現在の事
業体制に至っているとのこと。 直近の売上は約 3,900 万円。
同友会への入会のきっかけは、 かつて勤務していた、 えひめ
住販の滝口貴士さん ( 松山支部第 1 地区会 ) の勧め。 経営指
針についてお尋ねすると、 「開業時に独学で理念と経営計画書
は作ったがそれっきりで、 社内共有や PDCA を回す仕組みなど
はまだこれから」 とのことでした。
今の悩みは一人で事務 ・ 営業 ・ 経理を回しており、 社員も少
ないため仕事の複数同時進行がしづらいこと。 将来の会社の姿
は 「100 万円 / 月の利益を出せる会社」 という 33 歳の若手社

左から、 宇佐さん、 今岡さん、 野本さん、 越智さん。
社名の由来でもある 「広島カープ」 を模した車の前で。
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…松山支部×地域共生委員会合同例会

松山支部×地域共生委員会合同 9 月オンライン例会
LGBTQ についてより深く知ろう。
～もし身近な人からカミングアウトされたら～
■日 時 ： 9 月 24 日㈮

■会 場 ： Zoom ミーティング

■参加者 ： 41 名

■講師 ： エディ 氏

レインボープライド愛媛 代表
9 月 24 日㈮ 18 時 30 分からオンラインにて、 松山支部×地

ないと分からず自信もない、 それとＬＧＢＴＱに対して理解がな

域共生委員会合同 9 月例会が、 「ＬＧＢＴＱについて深く知ろう。

い社員にどのような形で啓発していけばいいのだろうか？」

～もし身近な人からカミングアウトされたら～」 題し、 講師にレイ

と言った意見が出されました 。

ンボープライド愛媛の代表エディ氏を迎えて行われました。
性的マイノリティーの人たちは、 全人口の 5％を占めているそ
うで、 その数は決して軽んじていい数字ではありせん。
自身もゲイで物心ついた時からそのことに悩み傷ついてきたエ

最後は座長の櫻田直也さんが、 もし社員からカミングアウトさ
れた場合、 「『いいんじゃない』 だけでは無関心と受け取られか
ねない。 『全面的にバックアップしてあげる』。 これが大切です」
とまとめられていました。

ディさんの赤裸々な講演内容は、 強い印象を参加者に残したは

エディーさん、 櫻田さん、 ありがとうございました。

ずです。 中でも 21 歳の時、 カミングアウトされた母親が半狂乱

エディーさんのお話はこれに終わることなく、 11 月 12 日㈮の

になったという話は、 会社や友達より親にカミングアウトすること

第 10 回経営フォーラムでも、 第 3 分科会でより深い内容で話し

がいかに大変か、 改めて知ることができました。

ていただけますので、 そちらの方も多くの皆様のご参加をお待
ちしてます。

講演後は
１． 家族のことだと考えた時どう思うか、 一人ひとりの思いを話し

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）

てみよう
２． 社員さんの当事者の方がいるとして、 一人ひとりの思いを話
してみよう
といった討論テーマでグループ討論が行われました。
討論後のグループ発表では、 「自身は家族、 社員さんからカ
ミングアウトされても、 そのことでマイナスな見方をしたり差別をし
たりすることはないけれど、 世間の偏見や圧力にさらされた時、
果たしてそのような姿勢を堅持していけるかはその時になってみ

これまで愛媛同友会では取り上げたことのなかったテーマですが、 多くの方が関心を持って参加しました

松山支部第 2 地区会会員情報 ・ 松山支部第 3 地区会会員情報…
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松山支部第 2 地区会会員情報 ： ㈲セイフティーテクノス 三宅孝房さん
今期より松山第 2 地区に転籍した、 ㈲セイフティーテクノスの

お仕事量が増えている一方で、 足場材料費の高騰や職人さ

三宅孝房さんを、 地区会長の桑波田 健さんと副地区会長の金

ん探しといった採用で苦労されているとのこと。 「足場材料費が

子司郎さんと共に訪問しました。

上がった分を売価に反映するのは、 難しい」 「スタッフさんの平

セイフティーテクノスの事業内容は、 作業のしやすさや安全性

均年齢が上がっている」 と真摯に課題に向き合っています。

などにおいて優れた特性を持つ 「ビケ足場」 を用いた建設現

ダーツがとてもお好きな三宅さん。 新たに松山第 2 地区会員

場用の足場を設置 ・ 撤去。 ㈱日晃機械商会の一部門としてス

さんとして、 例会等の勉強会を通して、 ぜひ課題解決の糸口を

タートし、 2003 年に独立、 現在に至ります。

掴んでいただきたいと、 桑波田さん ・ 金子さんと気持ちを一つ

お仕事の状況はいかがですか？とお伺いしたところ、 「例年、
7 月 ・ 8 月は多忙なのですが、 今年の 7 月 ・ 8 月は閑散として

にした会社訪問でした。
寄稿 ： 辻内秀明さん （㈲つじうち／松山支部第 2 地区会）

いました。 でも、 9 月から動き出しているので、 ホッとしています」
と笑顔でご回答。 閑散の要因としては 「コロナがきっかけとなっ
たウッドショック （木材価格の高騰） が大きいですね」 と業界な
らではの現状を教えていただきました。 セイフティーテクノスの現
場は、 住宅建築時の足場設置。 住宅の注文数は減ってはいま
せんが、 ウッドショックによる木材仕入れの遅れが、 着工の遅れ
に繋がり、 結果、 三宅さんのお仕事に影響を及ぼしているそう
です。
ところで、 同社の元スタッフが任されている 「博多中洲 ぢどり
屋 松山店」 を三番町にお持ちです。 同友会事務局のすぐそば
ですので、今後の懇親会会場にも活用していけたらいいですね、
と場が盛り上がりました。

左から、 金子さん、 三宅さん、 桑波田さん

松山支部第 3 地区会会員情報 ： 認定 NPO 法人ラ ・ ファミリエ 西 朋子さん
10 月の会員訪問は、 認定 NPO 法人ラ ・ ファミリエの西 朋子
さん。 ラ ・ ファミリエでは、 小児がんや慢性心疾患等の病気の

います。 その活動は、 様々な方々に協力していただきながら現
在では全国的にも注目されている活動となっています。

ある子どもとその家族を支援しています。 そのような病気のある

さらに西さんは、 「障害 ・ 病気のある子、 個性ありあまる子を

子どもたちが、 どんな状態にあるか皆さんは知っていますか？

地域の宝に」 を理念に 「志リレーション Lab」 という団体の統括

上記のような病気のある子どもは教育や、 やりたいことよりも治
療が最優先です。 命を守る選択をするために、 当たり前にでき
る多くの機会を失っている状態にあります。 また、病気により、「ど
うして自分だけが ・ ・ ・ 」 という孤独感を感じています。
そんな子どもやその家族に対し、 ラ ・ ファミリエでは、 ピアカウ

マネージャーとして 35 名の仲間と共に、 さらに多くの子どもたち
の個性や生きる力を育む居場所作りにも挑戦されています。
西さんの熱い想いと共に、 知っているつもりで、 知らなかった
子どもたちのリアルな “生きる姿” を知り、 ダイバーシティという
言葉の重みと重要性を学ばせていただきました。

ンセリング事業、 同じ悩みを持つ仲間と出会う交流活動、 学校

ぜひみなさんも、 西さんのお話を聞き、 経営者として考えるべ

と病院の間をつなぐ学習支援、 就職支援等を実施し、 子どもた

き地域のあり方を熟考いただきたいと強く思う会員訪問となりまし

ちが地域の中で活き活きと生活できるよう自立支援事業を行って

た。 西さんの活動を知りたい方は、 「子どもたちとのキャンプに
ボランティアでご参加ください！」 と西さんよりメッセージをいた
だいています。
文責：重松大介さん （㈱ Future Select ／松山支部第 3 地区会）
※ラ ・ ファミリエが運営する 「ファミリーハウスあい」 （自宅から
離れた病院で治療する子どもと家族が過ごすための滞在施設）
をはじめとする活動の紹介と寄付のお願い。

活動の様子
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…南予支部合宿

初の南予支部合宿、 予想以上の大盛況！
南予支部は 10 月 23 日㈯ ・ 24 日㈰の 1 泊 2 日で、 国立大

になっていたのでし

洲青少年交流の家において初の合宿を開催しました。 予想を

た。 その後、 第 2 部

はるかに上回る盛り上がりでしたので、 ご報告します。

を経て、 一滴の酒類
も飲まないまま消灯時

今年 4 月に設立となった南予支部ですが、 コロナ禍の真っ只

間 （22 時半） を迎え

中だったため、 設立総会を開催することも叶わず、 オンラインで

ましたが、 消灯後も使

の会合を重ねるにとどまっていました。 この鬱憤の溜まる状況を

える部屋に会場を移

一気に打破すべく三役会が打ち出したのが、 合宿です。

し、 白熱した議論が続

何かを決めるための合宿ではなく、 飽くまでも 「直接、 顔を合

きました。

同じ釜の飯を食う貴重な時間

わせられる機会が極端に少なかった南予支部会員同士の親睦

何度も出てきたのは 「今は生き残ることに集中する時期。 売

を深め、 お互いを知る」 ことに重点を置いて開催。 8 名が参加

上を増やすのではなく、 利益率を上げるための努力を惜しまな

の名乗りを上げ、 大洲青少年交流の家に集まったのでした。

いように」 「南予の基幹産業は、 やはり一次産業」 「放っておい

初日の午後から早速、 改めての自己紹介と意見交流会がス

たら人口が減っていく地域を、 いかにして守るか」 「人の “居場

タート。 最初は 「1 人 40 分も持ち時間があったら余るだろう」 く

所” を作ることが大切」 といった話題です。 日が変わる直前に

らいに考えていましたが、 蓋を開けてみたらスケジュールが押す

至り、 田中文章さん （愛媛たいき農業協同組合） から紹介され

押す。 かなり中身の濃い自己開示と問題提起、 投げかけられる

たキーワードが 「農村デザイン」。 「農業だけでなく、 農業を取

疑問 ・ 質問に、 気がついたら夕食の時間 （と言っても 17 時半）

り巻く商工業をも網羅しながら、 地域＝農村の自立に貢献する」
という考え方は同友会とも親和性の高いものであり、 これまでの
議論がストンと腹に落ちたのでした。
昨夜の熱も冷めやらぬまま 2 日目の議論も盛り上がり、 あっと
いう間に終了時間に。 「一人ひとりの想いと人生があることを再
認識できた。 地域でどう生きていくのが皆の幸せなのかを考えて
いきたい。 広がっていく 『村』 を皆で作っていこう」 という支部
長の原田 浩さんの言葉に、第 2 回を誓いつつ解散となりました。

深夜まで白熱する議論…南予の活性化のカギは 「農村」 ？

文責 ： 大北雅浩 （愛媛同友会事務局）

左から土居克久さん、 内藤昌典さん、 塩﨑道太さん、 児玉武志さん、 田中文章さん、 原田 浩さん、 大北 （河野 優さんは来客のた
め途中退出） ※写真撮影時のみ、 マスクを外しています。

経営 とは

2021 年 11 ⽉ 12 ⽇ (⾦)

13:00~18:15

経営フォーラム直前！…
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第 10 回経営フォーラム、 開催迫る！

タイムテーブル
場所
松⼭市総合コミティンー
:~ 受付予定
開会‧第1部
基調講演
〒790-0012 松⼭市湊町7丁⽬5番地
:~
～お早目の参加申し込みを！！～
:~ 第2部 分科会
※ZOOM併⽤にるハイブリッド開催

年に 1 度の全県行事、 「第 10 回 経営フォーラム」 の開催が

参加費

今月 12 日に迫ってきました。

登録料1名 : 4,000 円 (第1)2部含む)

実行委員会では、 少しでも良い、 少しでも深い学びの場を創
ろうと奮闘中です。

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に
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。 初の試み PR 動画の撮影に臨む阿部

ぜひ、 ご参加ください。

【実行委員長メッセージ （PR 動画より）】

さん（製作協力は石田クリーニング㈱）

今こそ経営者は理念を語れ！

皆さんこんにちは。 愛媛県中小企
業家同友会第 10 回経営フォーラム

〜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〜

実行委員長の阿部祥太です。

眞鍋 明 ⽒

今回、 記念すべき第 10 回目とな

報告者：

る一方で、 コロナ禍という経営環境

株式会社マルブン代表取締役

激変の中での開催となります。

愛媛県中⼩企業家同友会 松⼭⽀部第3 地区会会員
方、 現状は何とかなっているけれどｗｉｔｈコロナの未来を不安視

第 2 分科会打合せのため、 宮城へ！

新型コロナウイルスのために大きく業績に影響を受けている

※最終申込期限は 11 月 7 日㈰！今すぐ、 お申し込みください。

されている方、 様々な方がいらっしゃるかと思います。

i 振込⼝座、お申込みに関して

経営フォーラムは、 改めて事業を見直し、 理念やビジョン、 ミッ

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。
ションを見つめ直す良い学びの機会ではないでしょうか？ぜひ、
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。
ご参加いただき、 経営哲学や新たな知識に触れ、 一緒に学ぶ
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
仲間となって、
共に発展していきましょう！
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
皆さんのご参加、
お待ちしております。
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
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新入社員フォローアップ研修

合同入社式から半年、 新入社員フォローアップ開催！
今回の新入社員フォローアップ研修は、 9 月 15 日 （水） 9 時
からオンライン開催されました。 玉井幸江さんが講師となり、 入

【アンケートの結果～抜粋～】

社半年の新人たちを中心に、 ビジネスマナーを学んでいただき

１． 3 つの 「きく」 （聞く ・ 聴く ・ 訊く） ： 自分は 「訊く」 が出来
ていないなと感じ、 今後意識していこうと思いました。

ました。
グループメンバー同士で共通点を探すアイスブレイクでは、 緊

２． 行動特徴分析の結果を元に、 自分の弱みが周りに及ぼ

張を取るだけでなく、 普段接点のない方とコミュニケーションを

す影響と自分の強みを生かしてできることを考えたことで

図るには、 「主体的に関わる意識が重要」 だと言うことが学べた

す。・ ・ ・ 今回のようにその結果を元に自分について考え

ようです。

て文章に起こしたのは初めてでした。 自分や一緒に働く人

4 月の新入社員研修で行ったビジネスマナーを振り返った時、
参加者の皆さんは、 社外の目上の方とのコミュニケーションに不
安を感じていたそうです。 敬語がスムーズに使えるようになるに

たちのことを理解して、 補い合いながら働いていきたいという
気持ちが芽生えました。
３． 社会人としての基礎やビジネスマナー ： 自分では、 把握し

は、 意識して敬語を口にする、 そして、 何度も繰り返し言って

ているつもりでしたが、 研修を受けることで自分も間違ってい

みることが重要だと言うことです。 社内でも是非、 共有した頂き、

た知識や知らなかったことがあり、 改めて学習することができ

相手を敬う心を育てて欲しいと思います。

ました。 社会に出ると研修のように学べる場が減ってしまうの

コミュニケーションスキルでは、 「相手が何を知りたいか」 とい
う視点で報連相をするスキルにまだまだ課題があるとのことでし
た。 今後の育成の参考にしてください。
携帯電話の普及により、 子供の頃から電話を取ったことが無い
世代に電話の応対方法を教えるのは難しくなっています。 今回
は、 一般的な取次ぎをスムーズに行えることを目標に取り組んで
貰いました。 しかし、 本当に身に付けるには、 日常で電話に出
ることの繰り返しが必要です。
アンケート結果から、 今回の研修で、 多くの学びを得たと考え

で、 有意義なものになりました。
４． 上司への分かりやすい報告の仕方 ： 今までは話の要点をま
とめて話すまでに時間がかかっていたため、 伝え方のポイン
トを教えて頂けたのはとても良かったです。
５． 電話応対の練習は何度もやりたいくらい苦手なので、フォロー
アップ研修で改めて学び直すことができました。
６． グループ討論にてグループ内の共通点を見つけ出すのに
一つしか出なかったですが柔軟な考えをしていればかなりた
くさんあるなと気づかされました。

ます。 学んだことは、 日々の業務で実践しすることで、 早く身に

寄稿 ： 木本康聖さん

付けて頂きたいと思います。 経営者の皆さん、 是非、 実践の場

（木本経営コンサルタント事務所／求人教育委員会）

を与えてあげて下さい。 よろしくお願いいたします。

合同入社式 ・ 新入社員研修以来、 半年ぶりに再会した参加者の皆さん。 各社でのご活躍をお祈りしています！

愛媛県よろず支援拠点との連係協定…
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愛媛県よろず支援拠点との連係協定を締結！
2021 年 9 月 14 日、 愛媛同友会は県下における中小企業 ・
小規模事業者の支援等を目的として、 「愛媛県よろず支援拠点」
の業務に関する協力について、 実施団体の公益財団法人えひ
め産業振興財団様と連携協定を結びました。
その模様は翌 15 日の愛媛新聞でも報じられました （「セミナー
共催や出張相談会など協力 よろず支援拠点と県中小企業家
同友会が連携協定」） 。

調印式の様子
なお、9 月 14 日は愛媛同友会の創立 36 年（1985 年 9 月 14 日）
の記念日であり、 愛媛経済 ・ 地域の発展のために互いに協力
していくことを話し合えた、 記念すべき日になりました。
※よろず支援拠点は全国に設置されている国のワンストップの無
料経営相談所です。
調印式の様子

どんな経営課題についても無料で何回でも専門家に経営相談

連携内容は、

できるのが特徴です。 ぜひご利用ください。

①中小企業 ・ 小規模事業者の支援策に関する情報共有

https://yorozu-ehime.com/

②セミナー ・ 研修会等の共催、 集客協力、 講師の派遣 ・ 紹介

文責 ： 安丸雄介 （愛媛同友会事務局）

③支援が必要とされる中小企業 ・ 小規模事業者の紹介
④よろず支援拠点出張相談会 ・ オンライン相談会の開催
当日は同財団から、 俊野健治専務理事、 轟浩二常務理事、
県よろず支援拠点チーフコーディネーターの岡本陽氏が出席。
愛媛同友会からは田中正志代表理事 （義農味噌㈱ 代表取締
役）、 米田順哉代表理事 （NPO 法人家族支援フォーラム 理
事長）、 安丸雄介事務局長が出席しました。
「よろず相談としてなんでも無料で経営相談ができるので、 ぜ
ひ利用してほしい」 と呼びかけられ、 田中代表理事からは 「同
友会は異業種の経営者の会なので、 経営課題は多様で無限大
にありますから、 ぜひ利用させていただきたい」 と応じ、 米田代
表理事からは 「1 社 1 社が良い会社になることが、 良い地域づ
くりにつながる。 経営者基礎力を学ばなくてはならないうえでも
専門家のセミナーのニーズはある」 と話されました。

左から、 米田さん、 田中さん、 佐野氏

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
十一月になりました。立冬を過ぎると暦の上では冬になります。十月
に真夏日が続いた今年は、
「秋」という季節が一瞬のように感じます。短
い秋を楽しみましょう。

最優 秀 賞
赤りんご何があろうと唄うのよ

秋深しなやみはつきず生きる日々

串﨑慶子さん（㈲ユアーズ・ケア）
生きていれば悩み事が尽きることはありません。晩秋になると一層の
こと悩みが増幅されます。下五を「日々」とまとめたことで、それでも
前を向いて進んでいこうという気持ちが感じられます。

ＵＲＬ

: https://poemehonpo.co.jp/

特別なベビー母恵夢「愛媛の純栗」
。

栗の最も美味しいこの時期だけしか味わえない、

味わい。

美しい自然にはぐくまれた、愛媛の栗そのものの

愛媛県は全国でも有数の栗の産地です。

○母恵夢本舗の「ベビー母恵夢 愛媛の純栗」 個入

贈呈します。

本舗（岡田弥栄さん、今治支部）のステキな商品を

最優秀賞の上甲洋子さんには、表彰状と㈱母恵夢

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。

上甲洋子さん（イシイ産業） 十 二 月 号
み そ か そ ば
わびすけ
ふ ぐ
掲句は、上五の「赤りんご」と中七下五のフレーズ「なにがあろうと
兼
題
「
晦
日
蕎
麦
」
「
年
惜
し
む
」
「
侘
助
」
「
河豚」「日向ぼこ」
唄うのよ」との取り合わせです。どんなことがあっても歌を唄えば元気
締め切り 十一月十五日
になります。唄うからこそ乗り越えられる壁もあります。そんな思いを 一 月 号
か る た
季語「赤りんご」が支えてくれます。
兼 題 「元日」「お元日」「歌留多」「門松」「松飾」「初笑」
戦後の名曲「リンゴの唄」ともかすかに響きあいます。
締め切り 十二月十五日
以下なるべく沢山の俳句を紹介します。

秋深し三重奏の虫の声
津田雅士さん（㈱三福綜合不動産）
秋の夜、色々な虫の声が重なって聞こえてきます。まるで三重奏のよ
うです。
「虫の声」が秋の季語ですので、上五の「秋深し」と季重なりに
なります。上五に別の言葉を入れると一層情景を描写できます。
つま
（例）夫の背や三重奏の虫の声 ※「夫」と書いて「つま」と読みます

かたまりで野から飛び出す猪おやこ
杉原一史さん（㈲周桑電機工業所）
猪が突然草むらから飛び出してきました。しかも親子です。まるで一
かたまり
つの「塊」のようでした。

猪鍋の肉噛みちぎりこりゃオスだ
弓立公司さん（㈲ユアーズ・ケア）
上五中七にとても迫力があります。この迫力を生かして、下五に猪鍋
とは関係のない言葉を取り合わせてみるのも面白いかもしれません。ち
なみに猪鍋は冬の季語になります。
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会員掲示板…

新入会員のご紹介
村山 直さん

（2 名） （9 月 23 日～ 10 月 28 日） ・

（むらやま ただし）

1973 年 4 月 6 日生まれ 伊予 ・ 松前支部
㈱ヤマキ観光 常務取締役
飲食業 （めん処 矢磨樹）
〒 799-3120 伊予郡松前町筒井 1597-8
TEL ： 089-984-2312
紹介者／ NPO 法人家族支援フォーラム 米田順哉

松田 栞さん
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会員掲示板

桑波田 みかさん

（くわはた みか）

1960 年 10 月 12 日生まれ 松山支部第 2 地区会
社会福祉法人エリム会 さくら幼児園 園長
保育所
〒 799-3113 伊予市米湊 856-2
TEL ： 089-962-4903 FAX ： 089-908-9250
紹介者／岡田印刷㈱ 桑波田 健

（まつだ しおり）

1992 年 11 月 26 日生まれ 松山支部第 2 地区会
住友生命保険相互会社 営業員 （個人事業主）
保険業
〒 791-1104 松山市北土居 3-2-27
TEL ： 089-956-6360 FAX ： 089-958-4010
紹介者／㈲福助珍味 内藤成博
※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 8 月 24 日 ・ 愛媛新聞 ： ㈱アイディエーション 「新商品欠かさず確認」 （「東京えひめ人」 にて）
◇ 2021 年 9 月 3 日 ・ 愛媛新聞 ： 坊っちゃん劇場 「熱いステージ ファン魅了 ロングラン公演開幕」
◆ 2021 年 9 月 7 日 ・ 愛媛新聞 ： ㈱門屋組 「完工後の 『見守り』 に力」 （「わが社の首脳陣」 にて）
◇ 2021 年 9 月 15 日・愛媛新聞：愛媛県中小企業家同友会「愛媛産業振興財団・県中小企業家同友会 事業者支援へ連係協定」
◆ 2021 年 9 月 23 日 ・ 愛媛新聞 ： ㈱岩本商会 「発行手数料の一部で松山東高校に防災用品一式を寄付」 （私募債）
◇ 2021 年 9 月 29 日 ・ 愛媛新聞 ： えひめ住販 「ゼロエネ 耐震の家造り」 （「愛媛経済人 次代を拓く」 にて）
～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。

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からのご紹介が欠かせません。
「会員は辞書の 1 ページ」。 コロナ禍のこんな時代だからこそ、 百人百様
の異なる経営体験を互いに学び合うことで、 「良い会社」 を目指しましょう。
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！
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…理事会議事録

2021 年度

愛媛同友会

第５回理事会

議事録

【日時】 2021 年 9 月 22 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 6 通 事務局 3 名 【議長 ・ 議事録】 安丸雄介
開会挨拶：田中正志代表理事
協議事項

（１） 理事および理事会運営のあり方について渡部伸哉副代表
理事より下記の通り提起があり、 基本事項の徹底と理事
会運営の仕組みとして協議承認事項を取り入れていくこと
で確認された。
○今年度の重点課題としては、 基本事項の徹底を図ること （事
前資料の通読などの準備をしっかりする。 出欠連絡、 議事の
時間厳守などの基本ルールを守っていく）。 また、 理事会の
仕組みとして協議承認事項を導入する。
（２） 次期経営フォーラム実行委員長の選出の仕組みについて
協議された。 第 5 回経営フォーラムの際に理事会で確認さ
れた 「次期実行委員長については現実行委員長が推薦し、
今期の副実行委員長を担って引き継ぐという仕組み」 が現
状困難であることが阿部祥太実行委員長より報告され、 新
しい方法について意見が求められた。
○米田順哉 ： 新型コロナの影響により実現しなかったが青年組
織と経営フォーラムを合同開催が企図されていたので、 新た
な仕組みとして立ち上げ予定の青年組織にフォーラムを担うの
は一案としてよいのではないか。
○渡部伸哉 ： 次期実行委員長の適任を現実行委員長で判断が
難しいとの意見のようだが、 現実行委員長が次に一緒にした
いという思いを基準として決めることでは難しいのだろうか。 ま
た今後、 理事の方々からも選任に関わるご意見を挙げて頂く
のもよいではないか。
承認事項

（１） 入会 ・ 退会承認
（２） 経営フォーラムについて阿部祥太実行委員長から進捗報
告され、 参加目標について承認された。
（３） 愛媛大学社会連携推進機構から医学部コーホート研究に
ついて、 協力が承認された。
報告事項

（１） 前回理事会報告 （文書報告）
（２） 正副代表理事会議、 各支部 ・ 委員会等からの報告
○愛媛県よろず支援拠点 （実施団体 ： えひめ産業振興財団）
と 9 月 14 日に連携協定を締結した （文書報告）。
○ 「同友会名簿アプリ」 の試用期間 （12 月まで） と勉強会に
ついて
○堀内章 ・ 伊予 ・ 松前支部長より、 10 月 15 日の伊予 ・ 松前
支部例会を環境経営委員会と合同で SDGs 例会と銘打ち、

伊予市長をお呼びすると報告され、 他支部からの参加を呼び
かけられた。
○宇佐裕次経営労働委員会副委員長より 10 月 11 日開講の経
営指針成文化セミナーの参加が呼びかけられた。
○今村暢秀求人教育委員長より、 2021 年 3 月 12 日に松山市
総合コミュニティセンターにて合同企業説明会を開催予定と
報告された。 河原学園との企業業界研究会を介護 ・ 福祉系、
IT ・ 情報系、 製造系、 建設 ・ 建築系、 デザイン系を学内開
催予定で採用計画あるなしに関わらず参加募集しており、 参
加を呼びかけられた。
○今岡健一地域共生委員長より LGBTQ ＋学習会の第 2 回目
として松山支部と合同例会で行い、 第 3 回目に経営フォーラ
ムでも分科会を行う予定であると報告された。
○米岡一嘉政策委員長より、 新型コロナ対策資本性劣後ローン
学習会について報告され制度利用について紹介された。また、
9 月 12 日に愛媛経営研究会の有志会員と西条市長 ・ 国会議
員候補らと中小企業政策に関する意見交換会があり、 米田順
哉代表理事より参加された様子や、 また今後委員会として国
へ要望を届けられる関係性づくりが広く必要だと報告された。
○環境経営委員会太陽光発電設置アンケート （文書報告）
（３） 全国 ・ 他団体行事について安丸雄介事務局長より説明が
あった。
○ 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）
○ 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） 新たにチラシ配布があった。
○ 2022.2.17-18 中小企業問題全国研究集会 in 大分
○ 2021.10.29 徳島同友会経営フォーラム
○ 2021.11.20 香川経営研究集会 （フォーラム）
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～

