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…松山支部第 1 地区会

松山支部第 1 地区会 12 月ハイブリッド例会
理念実現への行動こそが真実
～コロナ禍だからこそできる理念ブランディング～
■報告者 ： 影浦

一夫

氏

株式会社リーサン 代表取締役／ 愛媛県中小企業家同友会 伊予 ・ 松前支部会員
■日 時 ： 12 月 8 日㈬

■会 場 ： 一番町ホール ・ Zoom ミーティング
今回は理念実現への行

自分たちが必要とさ

動こそが真実～コロナ禍だ

れている理由は何な

からこそできる理念ブラン

のか。 それを平時の

ディング～をテーマに、 ㈱

時から社員さんに伝

リーサン代表取締役の影浦

えられているか。 お

一夫さんにご報告していた

客様の声を聞けてい

■参加者 ： 43 名

影浦さん （左） と座長の中田さん だきました。
2004 年に創業し、 2011

るのか。 改めて自分

年 9 月に法人化。 創業から経営に悩みながらも、 徐々に業績

させられました。 二

を伸ばし利益が出せる体質へ改善していく中、 時代は新型コロ

つは、 哲学を持って

ナの影響により先行きの見えない経営環境に移ります。 一気に

行動することの大切さです。 影浦さんはこの逆境の中でも数々

業績は落ち込み、 逆風が吹く経営環境の中で、 自分たちの存

の取り組みを実行されてきました。 不安な事が沢山ある中、 「自

在意義を考えるキッカケになったそうです。 新型コロナが影響を

分たちは何のために事業をやっているのか」 その哲学を持つこ

与える社会情勢は飲食業界を 「不要不急」 のモノと定義付け

とで迷いなく進むことができたのではないかと感じます。 三つは、

ました。 「自分たちの事業は本当に不要なモノなのだろうか」 そ

同友会での関わりを活かすということです。 影浦さんが新しい取

う言ったことを考えさせられる中、 ヒントはお客様の声にありまし

り組みをされる中、それをサポートしたのが同友会の仲間でした。

た。 「自分が職場でコロナにかかり、 絶望感もありましたが、 李

この会活動を通じて、 私たちには頼れる仲間がいるということ、

さんとアッパの会話にどれだけ癒されたかわかりません。 感謝で

それを改めて実感させて頂ける報告でした。

す。」 自分たちの事業は決して不要不急なモノではない。 そう

自身の在り方を考え
会場の様子

年の瀬のお忙しい中、 ご報告いただきました影浦さん、 本当

確信を得た影浦さんは理念に立ち返り、 新たな戦略を立案して

にありがとうございました。 大変貴重な学びの機会となりました。

いきます。 この報告の中で、 私は３点の気づきを得ました。 一

寄稿 ： 中田琢磨さん （㈱フェローシステム／松山支部第 1 地区会）

つは、 経営者は理念やビジョンを語る必要があるということです。

松山支部第 1 地区会会員紹介 ： 株式会社ドリーム 谷野宮英利さん
㈱ドリームはラベル印刷事業を手掛けています。
ラベル印刷の肝はなんといっても色目です。 ラベル印刷の業
界では色見本やＰＣモニターで提案をするため、 刷り上がったも

チャレンジ精神旺盛な若き経営者が率いるドリームさんの今後
の発展に目が離せません。
寄稿：髙橋大輔さん（ソニー生命保険㈱／松山支部第 1 地区会）

のの色目が、 お客様のニュアンスと違っているということが起こる
そうです。 ドリームでは、 必要であれば実物のラベルで提案をし
たり、 お客様立会いのもとで印刷することもできるので、 お客様
の思った通りの色目に近づけることができます。 他社ではしてい
ない印刷や加工に柔軟な発想で取り組むことで、 お客様の想像
を超える付加価値の高いラベル印刷を提案できると谷野宮さん
は胸を張ります。
谷野宮さんは３年前に先代のお父様から事業を承継し代表取
締役社長となりました。 承継後間もなくコロナ禍の社会となり、
経営手腕が問われる状況に直面します。 谷野宮さんは 「コロナ
禍自体は自分でどうにかできるものではない。 今、 自分にでき
ることに最大限集中しよう」 と状況を前向きにとらえます。 谷野
宮さんは工場がフル稼働のときにはなかなか手掛けられなかっ
た社内改革に乗り出します。 あらゆる社内業務やお客様との取
引を再点検し、 コロナ禍以前よりも利益を上げやすい筋肉質な
体質の会社作りに取り組んでいます。

一緒に訪問した山口光俊さんと谷野宮さん （右）

松山支部第 2 地区会…
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松山支部第 2 地区会 12 月ハイブリッド例会
チャレンジこそ我が人生
～コロナ禍で行っている新規事業の展開について語る～
■報告者 ： 奥江

英記

氏

㈲ビー ・ レビュー 麺屋十銭 代表取締役／愛媛県中小企業家同友会 松山支部第 1 地区会幹事
■日 時 ： 12 月 15 日㈬

■会 場 ： 一番町ホール ・ Zoom ミーティング
松山支部第 2 地区会 12

「究極の挑戦者」 という

月例会は 「チャレンジこそ

企業理念にたどり着いた

我が人生」 というテーマ通り

のではないでしょうか。

今の時代に合った奥江さん
の商社時代のノウハウ ・ 人

“音を聞きながら外で食
べている様な屋台の臨

脈を生かしたビジネス展開、
奥江さん （左） と座長の日野啓介さん 屋台を引いて借金返済、 21

場感を味わいながらラー

年間の不撓不屈の精神、 いろいろなビジネスヒントを得ることので

味わっていただく”。 現

きた例会報告でした。

在の店舗でも屋台スタイ

前職の輸入商社時代は主に英国のクラシックカー ・ バイク ・ ア

■参加者 ： 27 名

メンを食べられる喜びを
会場と Zoom のハイブリッド開催

ルにこだわっている所にも 「挑戦」 がうかがえます。

ンティーク家具を取り扱い、 商品については自分の目で見ていい

新規事業の展開については商社時代の人脈 ・ ノウハウを活か

ものを売り込む、 納得のいく商品を求めて何度も外国に渡る。 数

して大型自動車用の安全パーツの輸入総代理店、 電動バイクの

字は右肩上がりでしたが、 バブル崩壊により天国から地獄への転

輸入総代理店、古着輸出事業。 動物性エキスを使わないスープ、

落。 連帯保証人となっていたため 39 歳で身の回りの物を全てを

ラーメン開発とされており、 ここにも商社時代の精神 ・ 挑戦を見る

失う。 好調時に調子の良い事を言う人の話を真に受けて、 深く考

ことができます。

えなかったのが命取りとなった。 電気、 ガス、 水道も止められ何

奥江さんから皆さんへのメッセージでは、 「常に現状に甘んじる

をして借金を返済していくか。 どん底を経験して考え方が変わり、

ことなく挑戦を続けてください大きな挑戦もしかり、 小さな挑戦一

21 年の借金返済へと前進し続ける。

歩踏み出す事の勇気を持ってください」。 その言葉で報告を終え

マイナスからの出発で裸一貫で何ができるか考え屋台のラーメ
ンを思いつく。 子どもの頃に地元の尾道で毎週父親と一緒に食

られました。
コロナ禍で変革の時、課題は宝と考え、さらに上を目指して、チャ

べていたラーメン屋の味が記憶に残っており、 誰かに弟子入りす

レンジ。 前進し続けるからこそビジネスヒントが見えてくる例会報

るなど特別な修行はされませんでしたが、 独学で研究をし味の再

告でした。

現ができお店をしながら日々修業を重ねていく。

寄稿 ： 武井得誠さん （㈲Ｅｌｙｓｉｏｎ／松山支部第 2 地区会）

その結果、 利益が上がっていく。 このような経験があるからこそ

松山支部第 2 地区会会員紹介 ： 社会福祉法人エリム会さくら幼児園 桑波田みかさん
社会福祉法人エリム会さ

ましたが、 政府が主導する以前から 「働き方改革」 に取り組ん

くら幼児園 （園長 桑波田

でいて、 1 週間に 2 日は必ず休日とし、 年次有給休暇の取得

みかさん） は、 ＪＲ伊予市

率は 99%、 事務作業も保育士ではなく事務員を雇って負担を減

駅から徒歩数分のところに

らしているとのことです。

ある今年開園 70 周年を迎
える歴史のあるプロテスタ

減委員会を立ち上げ、 電気代を減らす工夫や、 園内の菜園の

ント系保育園です。

プランターはプラスチックではなく、 不織布を使うなど環境に配

保育園にも関わらず 「幼
児園」 という名称を残して
正門前にて、 桑波田さん

ＳＤＧｓにも積極的に取り組んでいて、 ＣＯ₂ＣＯ₂ （コツコツ） 削

いるのは、 戦後間もない

慮した工夫をしているそうです。
理想の保育園作りに対する熱い思いを時間を忘れて語る理事
長と桑波田さんに、 私は仕事柄多くの労務問題等を抱えている

頃、 徴兵等で青壮年の男性が足りない中、 働きに出ざるを得な

保育園を見てきたのですが、 さくら幼児園はその対極にあるよう

かった女性や高齢者に変わって子どもたちを預かり育て、 地域

に思え、 心が晴れ晴れした事業所訪問でした。

の人に親しまれた名前に愛着があるからだということでした。
訪問した日は、 桑波田さん以外に池内理事長にもお話を伺い

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）

4

…松山支部第 3 地区会

松山支部第 3 地区会 12 月ハイブリッド例会
人間形成の基礎は幼児期にあり！
～「人間力」を高める 21 世紀型保育を
どのようにすれば社員人財共育に応用できるのか？！～
■報告者 ： 門屋

晃二

氏

社会福祉法人双星会 高木保育園 園長／愛媛県中小企業家同友会 松山支部第 3 地区会会員
■日 時 ： 12 月 21 日㈫

■会 場 ： 一番町ホール ・ Zoom ミーティング
門屋さんの報告では、 門

門屋さん （左） と座長のまえさん

■参加者 ： 31 名

を高める保育」 に対し、 保育園

屋さんが保育園に勤務す

の全員が当初から賛同していた

ることになった当時の状況、

訳ではないそうです。 そんな中、

保育に従事する中で抱え

自分の思いに共感する保育士を

るようになった様々な思い、

１人確保し、 ２人確保し、 徐々に

その思いを実践するため

全体を巻き込む手法を取ったそう

の試行錯誤、 そして、 手

です。 園児を預けている保護者の

グループ討論の様子

探りながらに取り組んだ 「非認知能力」 を高める保育について、

理解を得るために、 保護者を巻き込んで数年がかかりでともに園

ご報告いただきました。

庭を創り上げたとのこと。

「非認知能力」 とは、点数では測れない 「人としての基礎力」。

門屋さんのお話で最も印象的だったのは、 園児に対し創造性

「人間力」 を８つの項目に分け、より具体的に説明したものです。

や自己肯定感の高まる保育を実施すると、 保育士も同じくそれ

例えば、 コミュニケーション力 ・ 自己管理能力 ・ 自己肯定感 ・

らの能力が高まり、 自然とその教育方針に共感する保育士が増

創造性 ・ 探求心 ・ 実行力などなど。 門屋さんから、 「私がこの

えたという実績です。 就業意欲が高まり、 離職率が下がり、 保

例会の準備のために自分が活用した非認知能力はこれとこれで

育士の成長も促すことになったということでした。 業者に園庭づ

す」 という説明があり、 みな 「分かる、 分かる！」 と聞いていま

くりを依頼する短期手法を取らず、 保育園の関係者全員で作り

した。 どれも生きていくために必要な基本的な能力であり、 社

上げる方法を選んだ門屋さんの長期目線での戦略。 それこそが

会人として欠かすことのできない能力です。 そして、 なんと、 高

「非認知能力」 の発揮そのものです。

木保育園では、 保育園行事に田んぼでの活動を取り入れたり、

非認知能力を高めるためには、 経験 ・ 実践が重要であり、 同

野山で遊んでいるかのような園庭をつくったり、 「子どもの発達

友会会員企業の社員の皆様の非認知能力を高める方法を考える

段階で非認知能力を身につけること」 を目指した仕組みづくりを

きっかけとなる例会であり、 学びと気づきの多い報告でした。 門

していらっしゃるのです。

屋さん、 引き続き、 社会で活躍している人材、 および、 将来の

みなさま、 ご想像の通り、 保育士という職業は定着率が高いと

社会を支える人材の能力向上に向けて、 ご尽力をお願いします。

は言えず、 企業としての運営は複雑な業界です。 「非認知能力

寄稿 ： まえふみさん （㈱ Mind Up ／松山支部第 3 地区会）

松山支部第 3 地区会会員情報 ： 株式会社ダイオーズ四国 OCS えひめ 鎌田大輔さん
「コミュニケーションは一杯のコーヒーから」

「コーヒー」 をご提供するお仕事につかれたのは必然だったの

コーヒーを通して職場のコミュニケーションを活性化するお手伝

だと思います。

いがしたい！
2021 年 12 月に入会されたばかりの鎌田さんからは、 この想い
が強く伝わってきました。

コーヒーそのものはもちろん、 コーヒーがある時間や空間を大
切にする。
一杯のコーヒーで、ふっと心が緩んで、コミュニケーションのきっ

もともと、 カフェの経営をしたいと思われていたほど、 コーヒー

かけを創ることができるのだということを、もっともっと伝えたい！

が大好きという鎌田さんですが、 転職で今のお仕事に就かれて

そんな想いが、 ダイオーズ四国さんのＳＮＳのコンテンツにも表

から今年の 3 月で丸 3 年。

れています。 「ほっと一息、 ふっと心がゆるむ」 いろんな情報を

同友会に入会された大きな理由は、 社員さんとの関わりや、

発信されているので、

教育や育成など、 「所長」 という立場での 「学びを深めること」。

是非ご欄になってみて

初めてお会いした時から、 一貫して感じる 「学びの姿勢」 「真

くださいね。

摯さ」。 鎌田さんに、 ふと、 なんでもお話したくなるようなお人柄
はきっとここにあるのではないかと感じました。
アドラー心理学やメンタルトレーナーの資格をもたれているくら

「勝負は赤！」
会員訪問の際のネク

い 「コミュニケーション」 の大切さを学ばれていますが、 職場

タイが素敵で、 お伺い

のコミュニケーションを活性化するためのひとつのアイテムとして

したら、 「ここぞ！」 ⇗

赤のネクタイが似合う鎌田さん

四国中央支部…
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⇘というときには、 「赤のネクタイ」 で気合いをいれられるんだと
か！たまたま、 ダイオーズ四国さんのカップホルダーのカラーと
同じで、 これも何かのご縁！ とってもお似合いでした！！
今回の訪問では、 なにごとも 「真摯に」 「謙虚に」 学ぶ姿勢
が大切だということを改めて気づかせていただきました。 河野社
長もご同席くださり、 美味しいコーヒーと美味しいお菓子でとても
居心地よくお話を伺いました。 弊社においても毎日、 ダイオー
ズさんのコーヒーを職場でいただいていますが、 美味しいコー
ヒーは緊張を瞬時にほぐしてくれる大きな力がありますね！
コーヒーで緩んでいこう！！ （笑）
鎌田さん、 この度はありがとうございました！
これから共に学び、 そして実践していきましょう！！
寄稿 ： 川﨑暁子さん （㈱エルパティオ／松山支部第３地区会）

左から上田剛士さん、 鎌田さん、 小川照美さん、 川﨑さん
※松山支部第 3 地区会では、 会員訪問動画
を YouTube で共有しています。 ぜひ、 Ｑ
Ｒコードからご覧ください。 →

→

→

四国中央支部忘年例会
飲んで語って 忘年例会！！
～同友会の仲間は、互いの辞書の１ページ～
■日 時 ： 12 月 15 日㈬

■会 場 ： 和琉酒場ひろまる

■参加者 ： 12 名

四国中央支部では、 12 月例会を忘年例会として開催しました。
最近は新型コロナの流行で集まっての会食ができなかったので
すが、 新規感染者数が落ち着いていたので実現できました。
久しぶりに支部会員さんと集まり、 美味しい肴とお酒を楽しみ
ながら、 近況報告や情報交換に、 マスターの三線ライブで大盛
り上がりでした。 以前は当たり前だったのですが、 集まって話せ
ることの価値を改めて感じた 2021 年の締めくくりの例会でした。
この様な形で年内最後の例会を行うことができ、 2022 年はみ
んなで良いスタートが切れるのではないかと感じています。
寄稿 ： 大村英幸さん （㈱パレット／四国中央支部）

久し振りに集まって乾杯！ （撮影用にマスクを外しています）

四国中央支部会員紹介 ： 有限会社土岐家具店 土岐泰弘さん
今回ご紹介するのは、

家具を買うのではなく、 修理やメンテナンス、 リノベーションをし

㈲土岐家具店 代表取締

て家具を大切に長く使ってもらいたいとの思いで、 事業を販売

役の土岐泰弘さんです。

から修理やメンテナンスにシフトされたそうです。

同社は 1926 年 4 月の

木工房で作業する土岐さん

まさに今の時代に合った戦略を取られているのですが、 この取

創業で 100 年近い歴史

り組みを始めたのが 10 年以上前のことだと聞き土岐さんの先を見

のある家具屋さんです

る力の凄さを感じました。

（1968 年 8 月法人化）。

◇ TOKI 家具店は 11 号

私が知っている家具屋

線から市街地へアクセス

は店内すべてに商品が

する幹線道路が交わる東

展示されているイメージなのですが、 土岐家具店の店内には木

城交差点のすぐ横 （新

工房 （工場） があります。 40 ～ 50 年前はどこの家具屋にも工

居浜市西喜光地町 9-25

場があるのが当たり前だったそうなのですが、 なぜ今でも木工

TEL0897-43-6371） に

房が残っているのかというと、 土岐さんは “21 世紀はメンテナン

あります。

スの時代” とお考えで、 古くなった家具を簡単に捨てて新しい

TOKI 家具店の外観

寄稿 ： 大村英幸さん （㈱パレット／四国中央支部）
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…今治支部

今治支部 12 月ハイブリッド例会
ADHD 脳で人生楽しんでます！
～誰もが自分らしく働くヒント～
■講師 ： あーさ 氏

ADHD 当事者

特別支援教育士

■日 時 ： 12 月 20 日㈪

あーさ氏

漫画家

隠岐の島町地域おこし協力隊

■会 場 ： 今治地域地場産業振興センター ・ Zoom ミーティング

■参加者 ： 58 名

今治支部１２月例会は、 従来とは少

です。 「こうであればこう」 というように明確に指示をする （明示

し違った新形式での例会開催となりま

する） ことは、 我々の普段の業務の中でも、 意思の相違を減ら

した。 講演は、 ADHD の当事者で、

すという意味では重要ではないでしょうか。

漫画家であり特別支援教育士でもあ

グループワークでは 「どうしたら個性を活かして皆一緒に生き

る 「あーさ」 さんに、 隠岐の島よりＺ

ていけますか？」 のテーマで、グループメンバーを変更しながら、

ｏｏｍで行なっていただきました。

熱心なディスカッションが行われました。

あーささんは、 高校生の頃から、 全

あーささんのお言葉の中に、 「障がいの程度が軽ければ生き

く勉強に集中できない、 周りと話が合

づらさが軽減されるわけではない」 とありました。 個々の性格、

わない等の違和感を感じながら、 ２１

周りの環境等に配慮して思いやりを持ち、 皆が当たり前に個性

歳の時にご自身が ADHD であること

を活かして共存できる社会にするために、 一人一人ができること

を知ることになります。 その後、 自分のような大変な思いをする
人を出さない為、 非 ADHD の方の理解を広めるために様々な
活動をされています。
講演では、 ADHD 当事者としての心の持ちよう、 また、 非
ADHD としての配慮の仕方を教えていただきました。
当事者としては、 自分のできないことを悲観せず、 ①自分を

から実行していくべきだと思います。
最後に、 あーささんの著書 『ＡＤＨＤ脳で人生楽しんでます！
～走って、 転んでまた走る～』 を拝読しました。 とても面白い
ギャグエッセイ本ですのでぜひ！あーささん、 ありがとうございま
した！
寄稿 ： 稲井信太郎さん （㈱稲井信太郎／今治支部）

責めるのではなくやり方を変える、 ②自己肯定感を上げる、 ③
成長マインドハックを持つ―この３つがカギであると教えてくださ
いました。 特に印象に残ったのは、 プチ成功体験を積み重ね
て自信を持とうという言葉でした。
ADHD の方に対する周りの配慮の仕方として主な方法は、 ①
生産性を上げるための話し合いの場を設ける、 ②困ったときに
誰に相談するのかを決める、 ③ルールを明文化する―の 3 つ

いつもの例会と違い、 経営者以外にも色々な方が参加しました

今治支部会員の経営指針 ： かしまや 河上顕一さん
今治市内にある事業所や学校 ・ 幼稚園向けのお弁当仕出し

ざいました！

をされている 「かしまや」 をハイブリッド訪問させていただきまし

参加者：越智堅太郎さん、 今岡健一さん、 加藤美沙季さん （今

た。 代表である河上さんは、 1971 年７月創業の会社を約３０年

岡さんの会社の社員さん）、 大北雅浩さん （Zoom にて）

前に引き継がれ、 現在 2 代目です。

寄稿 ： 稲井信太郎さん （㈱稲井製作所／今治支部）

経営理念や指針は未だ作成していないとのことですが、 しっか
りとした将来のビジョンや危機感を持たれており、 これから会社
をよりよくしていくために成文化していきたいと、 必要性は強く感
じておられました。 業界内で商機を見つけ、 さらに会社を発展
させていくために、 会社の強みであるとおっしゃっていた固定客
以外にも、 ＳＮＳを利用したネットでの販売なども真剣に考てお
られます。
河上さんの生活サイクルは過酷です。 １８時前後に就寝、 0 時
起床で会社に向かい、 それから仕込みが始まります。 大変だと
おっしゃっていましたが、 その表情からは、 生活の基盤であり、
楽しみの一つでもあるである 「食」 をよりよく提供していきたいと
いう意気込みや自信が感じられました。 河上さん、 ありがとうご

左から、 越智さん、 加藤さん、 河上さん、 稲井さん

伊予 ・ 松前支部…

7

伊予 ・ 松前支部 12 月ハイブリッド例会
経営理念を作成している会社がこんなに強いとは
～変化を乗り越える会社はここが違う～
■報告者 ： 木本

康聖

氏

木本経営コンサルタント事務所 所長／愛媛県中小企業家同友会 理事 ・ 伊予 ・ 松前支部幹事長
■日 時 ： 12 月 17 日㈮

■会 場 ： 一番町ホール ・ Zoom ミーティング

木本さん （左） と座長の今村暢秀さん

■参加者 ： 19 名

今回は、 木本経営コン

様々な経験を積ん

サルタント事務所の木本

でこられました。 そ

康聖さんに、 「経営理念

の中のご縁から、

を作成している会社がこ

演劇倶楽部 「座」

んなに強いとは」 という

の壤晴彦さんと出

テーマでご報告いただき

会い、お互いの 「日

ました。 木本さんは、 認

本の良さを後世に残す」 という理念が合致したことから、 共に活

定 NPO 法人演劇倶楽部 「座」 顧問、日本中小企業・ベンチャー
ビジネスコンソーシアム理事、 東京中小企業家同友会等、 様々

Zoom 参加者の皆さん

動をするようになられたそうです。
現在、 経営コンサルタント、 研修講師、 講演、 認定経営革新
等支援機関として補助金の作成指導等でご活躍されています

な場でご活躍されています。
木本さんが最初に経営理念の大切さに気付いたのは、 当初

が、 今まで多数の企業のコンサルをしてきた中で、 良い会社と

働いていた銀行 （東京 駒込支店勤務） での経験からでした。

うまくいかなかった会社の事例から、 経営理念とは会社の根の

ご自身のことを悲観的に見るご老人のお客様へ、 「駒込支店は

部分であり、 長期的視野、 俯瞰的視野、 決断力、 ５S、 従業員

ご老人を大切にしています、 経営理念にもこのように掲げてあり

教育に繋がると報告していただきました。 理念には 「言霊」 を、

ますから」 と理念の意味、 目的を伝えることで、 涙を流して感

夢をのせることで社員に伝わり、 社員と経営者はパートナーであ

動してもらった経験があるそうです。 経営理念がいかに大切か、

るという考え方は、 理念を掲げてお互いが理解しているからこそ

人の心を動かすかに気付いた瞬間でした。 営業成績が優秀で、

成り立つものであります。 経営の根底の部分である理念の大切

当時重要なポストに任命されていた木本さんですが、 その後困

さに改めて気付き、 会社が誰の為に、 何のために経営をするの

難が続きます。 交通事故により 1 年半の入院、 勤務していた銀

か、 目的について改めて考えるきっかけとなった例会でした。

行の経営破綻。 ところが木本さんは新たな挑戦の機会と捉え、

寄稿 ： 今村優作さん （㈱世起／伊予 ・ 松前支部）

伊予 ・ 松前支部会員情報 ： 合同会社 EIS 西村友祐さん
“愛媛の大学生をアップデートして、 大学生の充実した生活をサ

愛媛の大学生と知り合い、 相談を受ける機会が多く、 大学生の

ポートしたい！”

サポートをしたいと思うようになりました。

その想いから ・ ・ ・ 2019 年 10 月採用 ・ 教育のべンチャー企

＜ＥＩＳで学生は何を学ぶ？＞私が今までに蓄積したキャリア 、

業を立ち上げた。

“YouTube 動画の撮影 ・ 編集、 ＨＰ作成など、 デジタル制作に

西村さん

西村友祐さんをご紹介

関すること” や “ 次世代オンライン塾、 大学生と企業が共に考

します。 いろいろお話を

える、 教育 ・ 研修に関すること” などを、 学生は実践を通じて

お聞きして来ました。

学びます。 現在 35 人の意識の高い大学生のインターン生がい

＜西村さんについて＞

ます。 社会に出て活躍できる人材に育っています。

1989 年生まれ 32 才、 出

＜ EIS と企業との関わりは？＞企業が困っていることの相談、

身は高知 （梼原町）。 北

例えば “ＳＮＳを始めたいが社内に出来る人がいない “や” 社

九州市立大学で電気工

内のマニュアルがない “などを受けて弊社のインターン生が企

学を学び、 上場企業に

業と一緒に関わり解決します。 企業から良い人材が欲しいなど

就職。 その後、 退職して

の依頼もあります。

梼原町で塾を開業、 2019 年に松山へ移住しました。

＜これからは？＞現在 600 人を超える愛媛の大学生と繋がって

＜なぜ、 松山へ移住？＞塾をしながら自分の人生を振り返り、

います。 これを 1000 人、 2000 人と増やしたい。 愛媛の大学生

自分が学生の時に学んできた事はなんだったんだろう？大学へ

の充実した生活のサポートと愛媛企業の困りごと解決のお役に

行く為に成績をあげるためのものになってしまっている現状に疑

立ちたいです！と熱く語る西村さんでした！

問を持ってました。 松山へプログラミングを学びに来て、 そこで

寄稿 ： 堀内 章さん （SOCIAL ・ CONNECT ／伊予 ・ 松前支部）
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…松山支部第 2 地区会の名刺交換会

2 年振り！松山支部第 2 地区会が名刺交換会を開催！
11 月 26 日㈮に行なわれた名刺交換会は、 約 2 年振りの開
催にもかかわらず、 盛大でにぎやかな会合となりました。 会場
はチャーリーズベジタブルウィズプチスリーズ （内藤成博さん）。
新型コロナの感染が落ち着いてきたとはいえ、 気になるのは
感染対策。 会場では、 アクリルパーテーション、 窓半開の換気、
入口での消毒、 空気清浄機設置、 テーブルに消毒液配置、 体
温測定、 さらにはマスク会食等を徹底されていました。 そのお
かげで、 参加者の皆様が安心して会食することが出来ました。
ゲストさんの参加は 5 名。 男女がテーブル毎に分かれた配置
で、 どのテーブルもすぐに和んで、 久しぶりの会食を楽しんで
おられました。 盛り上がったところで挨拶をされた金子司郎さん、
同友会の説明をした事務局の大北雅浩さん、 12 月例会を案内
した日野啓介さん、 司会進行の辻内秀明さん、 準備していただ
いた内藤成博さん、 担当事務局の藤原里穂さん、 ありがとうご
ざいました。 次回開催が楽しみです。
寄稿：津田雅士（㈱ SANPUKU フューチャー／松山支部第 2 地区会）

アクリルパーテーションと手指消毒で予防策は万全

【タイムスケジュール】
19 ： 00
開会挨拶 ・ 乾杯
桑波田 健さん （地区会長）
20 ： 00
同友会の案内
大北雅浩さん（事務局 組織担当責任者）
12 月例会の案内
日野啓介さん （幹事）
参加者自己紹介
ゲスト ・ 会員 ・ 事務局員
21 ： 00
閉会挨拶
米田順哉さん （代表理事）

久し振りの会食は大盛況。 この後、 ゲストの入会も相次ぎました

開会挨拶＆乾杯の発声をする桑波田さん

特別鼎談…
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「企業変革支援プログラム」 特別鼎談記録
「企業変革支援プログラム」の
愛媛同友会における活用と普及の現状と課題
■日 時 ： 2021 年 9 月 8 日㈬

■会 場 ： Zoom ミーティング

■参加者 ： 山本

尚史 氏 拓殖大学政経学部 経済学科教授
米田 順哉 氏 NPO 法人家族支援フォーラム 理事長／愛媛同友会 代表理事
中 周作 氏 ㈱ナカフードサービス 代表取締役／愛媛同友会 理事 ・ 経営労働委員会委員長
（9 月 8 日当時）

1 月 9 日、 中 周作さんが急逝されました。
愛媛同友会において、 経営労働委員長としても活躍されていた中さん。 昨年 9 月には山本尚史氏の呼び掛けで
開催した、 『企業変革支援プログラム』 の活用に関する鼎談に参加しました。 その記録を掲載します。 「人を生か
す経営」 の実践や中小企業の存在意義など、 示唆に富む内容ですので、 ぜひご通読ください。
愛媛同友会での活用の現状
～どう位置付けるか～

い経営環境について、

山本尚史 （以下、 山本） ： 時代が変わったと言われるが、 コロ

組んでいくことが大切。

陳情して行政と共に取り

ナによって変わったのではなく、 コロナによって変化が明ら

何でもかんでも困ったか

かになったのだと考えている。

ら助けてくれというのは

 新たな危機が生じている一方、 新たなチャンスも明確に

違う。 まず自社をよく知

なってきた。 危機とチャンスを認識するためには、 自社

ることが大事だと考えて

の現状を把握できる 『企業変革支援プログラム』 （以下、

いる。

PG） が重要になってくる。
中 周作 （以下、 中） ： 愛媛同友会では、 なかなか運動として
取り組めていない。 現在、 進んでいる徳島同友会から学

山本： それが、 同友会会員
の尊敬できるところ。
米田： 中小企業は、 矛盾や

山本尚史氏

んでいるところ。

“不都合な真実” を抱えている。 このままいけば 10 ～ 20

 愛媛ではこれまで、 自社分析と経営指針成文化が結び

年は隠し通せそうだったものを、コロナが一気に表出させた。

ついていなかった。 徳島同友会の事例から、 「何のために

こうなった以上、 PG を活用し、 その矛盾や不都合な真実

PG をやるのか」 「経営指針を成文化する上で PG をどう活

にしっかり目を向けることが大切。

用するか」 をしっかり学べる。 特に経営資源の強み・弱み。
そして、 それをどう強化 ・ 克服していくか。
山本： これまでは条例制定運動の中に PG が殆ど出てこなかっ
た。 地域の企業の取組として、 PG の活用は良いことだと
思うのだが。
米田順哉 （以下、 米田） ： 「PG は上級者が取り組むもの」 とい

山本： 矛盾や不都合な真実が白日の下にさらされたのはショッ
クであり、 嫌な見え方かもしれないが、 いずれ直視しなけ
ればいけないものだった。
中 ： 「ピンチはチャンス」 と言うが、 それは平時に自社を分析し
ているからこそ言えること。 ピンチになって手段だけ変えて
みても根本的な解決にはならないのに、 そういう支援や助

う誤ったイメージが染みついている。 本来、 PG に取り組む

成があるのが怖いところ。

目的は、 「自社の現状 ・ 問題を知る＝不都合な真実を明

 同友会で 「ピンチはある」 ということを学んで、 BCP を含

確にしていく」 ということ。 自社のブラックボックスを無くす

めて考えておかねば。

ための最初のツール。
山本： たしかに、 これまではハードルが高いイメージ。 健康診
断 （自主診断） と捉えてはどうか。 自分の健康状態を判断
することは難しい部分もあるが、 決して無理なことではない。
米田： 「健康診断」 がとっつきやすくてよさそう。
山本： エコノミックガーデニング等で行政とやり取りをしていると、
企業側に PG があるのは良いことだと気づく。 行政は陳情

米田： 考えていないところはつぶれてもいいのかというとそれは
違うが、 支援 ・ 助成を活用しながらも深く内省する必要は
あると思う。
まずは自社のブラックボックスを無くしていくところから。

自社の価値を知る ・ 創るために
～課題の把握と解決が鍵～
山本： デービット ・ アトキンソン氏の 「生産性の低い中小企業

があって初めて動ける。 陳情をするためには企業側は自社

は不要」 という説は、 大都市においては間違いとも言えな

の特徴や現状を知る必要があり、 それには PG が最適の

いかもしれない。

ツール。

 だが、 地域経済の中には、 無くなったら困る企業が存在

米田： 企業が自助努力の末、 自分たちだけではどうにもならな

する。 自社の生産性は低くても、 その企業があることで他
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社や地域の生産性が高

うにし、 管理職の人事評価に反映している。

まっていることがある。

 こういう細かい部分に至るまで、 自社にブラックボックスが

 生態学に 「キーストー

あることに気づき、 取り組むことで経費が下がった。 数値を

ン種」 （中枢種） という

把握することで手を入れるべきところが見えてくる。 やって

言葉がある。 これは生

みて 「財務の把握とはこういうことか」 と分かった。
中 ： 弊社のような製造業は管理会計を作るのが当たり前だが、

態系のバランスを守るた
めに重要な種のこと。

業種によってはザルになっているようだ。 管理をきちんとし

 「キーストーン種」 の

ていく上では、 業種を問わず管理会計は必須。

ような企業がたくさんあ

山本： どの部分がザルになっているかを知ることが大切。

るのではないか。 だが、
自社のそのような価値に

米田順哉さん

気づいていないところもある。
中 ： キーストーン種がたくさんあるのが、日本の強みかも知れない。
山本： アトキンソン氏は、 地域の中におけるその企業の価値に
ついては触れていない。
 PG がもっと普及していけば、 中小企業が自社の価値を
知るために活用できるのではないか。 言わば基礎的な健康
診断として。
米田： 健康診断で課題が分かれば解決していくためのヒントも

まず、 現状がどうなっているかを知る。 日々のちょっとした
ことを把握するために役立つのが PG だと伝われば、 活用
したいと思う人が増えるのではないか。
中 ： 中小企業経営者はプレイングマネージャーである場合も多
いので、 なかなか自分で PG に取り組む時間をつくるのが
難しいのではないか。 同友会として企画し、 一緒に取り組
む時間を作る必要があるのではないか。
米田： 私のように、 最初の一歩を取り組めば面白くなる。 戦う相手
が見えていない間は、 漠然とした不安があるだけで動けない。
中 ： 課題解決ほど面白いものはない。 潜在的な課題を顕在化

満載なのが PG。

させるのが PG。

 書籍の体裁をとっているが、 1 ページ目から順に読んで

 取り組む人が少ないのは、 見たくないものが見えてくるこ

いくのではなく、 まずは自社の不味いところから手を付けて

とを嫌だと感じてしまうからかもしれない。 見えたら大変なこ

いき、 結果的に全部やりました、 というのが実践していく上

とになりそうだから、 見ないようにしてしまう。 私だって、 で

ではいいのではないか。
山本： 同友会会員の皆さんは真面目だから、 どうしても最初か
ら通してやろうとしてしまう （笑）。 あえてハードトレーニング
から入ってしまうから、 ハードルが高いと感じるのかも。
米田： 徳島同友会はその弊害を取り除くため、 ワークシートを
作成している。 書籍という形が、 とっつきにくくしているのか
もしれない。
山本：PG 活用を学生にアピールしていくこともできるのではないか。

きれば現状と変わらず、 変化せずにいきたい ( 笑 )。
 だが、 当然そういうわけにはいかないのだから、 腹を括っ
て見えるようにした方がいい。

事業承継に向けて
～経営理念を承継し、 実践する～
米田：事業承継までに不都合な真実を片付けておきたいと考え、
10 年かけて事業承継することも明示して取り組んでいる。
10 年かけるのは、 職員さんの中から後継者を出すため。

大
 企業よりも中小企業に関心があるという学生が、 大学に

福祉業界で働く人の意識は一般的に、 経営やマネジメント

は意外といる。 人間関係を重視したいが、 大丈夫な企業

からは遠い。 10 年かけてこれを叩き込むため、 同友会にも

だろうかと心配している学生も多い。
 そういった学生に対して、 「わが社では経営者と社員さん

入会してもらって一緒に勉強している。
中 ： 自分は 29 歳で父から事業承継した。 自分のミッションは会

が一緒に PG に取り組んでいる」 というアピールは有効で

社を持続させること。 父が弁当屋をやっていたからこの仕

はないだろうか。

事をしているのであり、 自分でこの仕事を始めたわけでは

米田： 弊社は元々、 残業時間の長い “やりがいブラック” で、
社員さんのやる気に甘えて見ないようにしていた。 だが、
同友会の先輩に 「残業代を支払っていないのは不味い、
過去 5 年まで遡って請求されるようになる」 と指摘され、 残
業時間を減らすための取り組みを 3 年にわたって続けてき

ない。 仕事の価値を理解しないと、 事業承継はできないと
感じている。
米田： 第三者から見て魅力がないと、 家族以外への承継は難
しいかもしれない。
中 ： 社員さんのビジョンの中から新事業に繋がった事例も出て

た。 その成果で、 10 ～ 12 時間あった平均就業時間が、 9

きている。 仕事の価値を理解し、 お客様のどんなお役に立

時間を切るまでに短縮できた。

てるか、 やりがいを持って考えてくれているようだ。

 不都合な真実を突き付けられたから、 一気に動くことがで
きた。 それを知るためのツールが PG だと思う。
山本： これがまさに 「ピンチはチャンス」 ということ。 ピンチを改
善して、 アピールポイントに変えられている。
米田： PG の中で、 財務の把握ができているかを問われるのだ

山本： 誰かの役に立ちたいという想いが大切。 そういう中から出
てくる 「あの会社は評判がいい」 というのも評価になる。
中 ： 事業承継で難しいのは、 経営理念をどうやって引き継ぐか
ということ。
 自分は先代から引き継ぐ時に言われたのはただ、 「障が

が、 日常の細かい把握ができていないことに気づいた。 こ

い者雇用と少年少女のスポーツ文化振興の予算を取れなく

れも 3 年前から、 水道光熱費をはじめ、 すべて把握するよ

なるなら、 会社を畳んでいい」 ということ。 後になって考え

特別鼎談…
ると、 これこそが経営理念の承継だった。
米田： 中さんは今でも、 ナカフード杯という地元の少年少女の
剣道大会を開催し、 テレビで放映されている。
山本：中さんが先代から伝えられたことは、今だからこそ大切なこと。
以前とは価値観が変わっている。
 かつては資産や不動産といった客観的な価値が重要視さ
れていた。 それがコロナによって、評判や SNS の 「いいね」

かってはいるが動けてい
ないこと」 に着手する起
爆剤になる。
 「分かる化」 ではなく
て 「見える化」 「びっく
り化」 が必要ということ。
中 ： 2020 年 6 月から、 食

といった主観的な価値が重要になってきている。 中さんの

品を扱う全事業者に

先代は、 これを言い当てていたということだろう。

HACCP が義務化され

 まさしく、 キーストーン種。 周りから 「生き残ってもらわな

た。 HACCP では、 良

いと困る」 と言われる会社になっている。

い状態の写真だけでな

「変化」 を評価する
～変化のきっかけは 「びっくり」 ～
米田： 今ちょうど、 例会報告に向けて自分を振り返っている。
反省することが多くて、 かつての自分が恥ずかしい。 今、
当時の自分のような会員がいたら私は怒っているかもしれな
い （笑）。
山本： 「かつてこうだった」 という人が、 「今、 こうなっている」 と
話すことが大切。 聞く人は 「自分も変われる」 と気づくこと
ができる。
中 ： 青年部は、 今を評価しがちだが、 どう変化したか、 どう変
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中 周作さん

く、 悪い状態 ・ ダメな状態の写真も必要。 悪い状態の写
真というのは見たくない。 それを見える状態にしておくこと
が 「びっくり化」。
山本： PG も 「分かる」 ではなく 「見える」 にする工夫が必要
かもしれない。
米田： 高得点を取るためではなく、 むしろ不都合な真実が目に
見えるようにするために PG を使うという理解を広めたい。
山本： 「同友会では、 不都合な真実が露呈して、 びっくりしても
いいんだ」 という雰囲気作りも必要。
 「PG をちゃんと ・ しっかりやろう」 から、 「PG をやってびっ

化するかを評価することが大切。 そのために、 叱ってもらえ

くり ・ どっきり ・ ぎくっとしよう」 に転換していくと、 「やって

ることが大切。 故 ・ 鎌田哲雄さん （愛媛同友会の創業事

みたら何か面白い」 「刺激を受けたい」 が PG に取り組む

務局長） は今ではなく、 未来への期待感を評価してくれる

動機づけになるかもしれない。

人だった。

 例えばグループ討論でも、 最初に 「今日の報告を聞い

米田： 学んでも実践しなければ、 「それがどうした」 で終わって

て何にびっくりしたか」 を共有することで、 明日からの実践

しまう。 自分で変化への第一歩を踏み出さないといけない。

に繋がりやすくなるのではないか。

そのために PG がある。

 同友会の会員同士だから、 びっくりしたことを隠さなくてい

山本： 人が動くためには 「見える化」 が必要。 「分かる」 では
なく 「見える」 ことが大切。 分かると考えてしまうが、 見える
とショックを受けてすぐ行動に移せる。びっくりすることは、「分

い、 かっこつけなくていい、 共有しあえる関係を大事にして
いってほしい。
記録 ： 大北雅浩 （愛媛同友会事務局）

おわりにかえて
鼎談の中に何度か 「キーストーン種」 という言葉が出てきます。 元は生態学で 「生態のバランスを守るため重要
な種」 という意味の用語ですが、 これを企業に置き換えてみると 「地域になくてはならない企業」 あるいは 「地域
からあてにされる企業」 ＝ 「憧れの企業」 であると言えます。
さて、 あまり知られていませんが中さんは 「味生まごころ食堂」 （孤食や貧困の支援のため松山市味生地域の皆さ
んが立ち上げた社会活動） の運営団体の副会長としても活動していました。 中さんのこういう知られざる側面からも、
まさしくナカフードサービス経営理念 「我社は自然との関わりを大事にし健康な社会づくりに貢献します」 を体現し
た、 「憧れの経営者」 になろうと挑戦し続けていた姿が伺えます。
『企業変革支援プログラム』 活用や、 「次世代経営者委員会」 設立など、 中さんの置き土産を引き継いでいか
ねばと、 今、 改めて決意を固めています。
文責 ： 大北雅浩 （愛媛同友会事務局）

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
二月四日は立春です。まだまだ寒い日が続きますが、公園を歩くと少
しずつ春の気配が感じられます。春を探しに出かけませんか。

最優 秀 賞
雪催絵筆を浸すポリバケツ

雪どけに松の緑が陽に映える

横路智恵子さん（養護老人ホーム江南荘）
春になり雪解けの時期になりました。冬を超えた松葉の色が鮮やかです。

裸木や太陽向い深呼吸

ＵＲＬ

: https://waki-tea.co.jp/

うじ茶セットです。

います。家族団らんの時間に飲んでほしい三種のほ

などにもよく使われ、毎年じわじわと人気を博して

香ばしい風味が特徴的な「ほうじ茶」
。スイーツ

けします。

脇製茶場から、この季節にぴったりなお茶をお届

最優秀賞おめでとうございます。

○ほうじ茶三種セット

を贈呈します。

場（脇 純樹さん、四国中央支部）のステキな商品

最優秀賞の弓立公司さんには、表彰状と㈲脇製茶

講評：髙橋 大輔さん （広報情報化委員）

森田直美さん（大野智加子さん（㈱コピー愛媛 社員）の友人）
弓立公司さん（㈲ユアーズ・ケア）
ゆきもよい
上五の助詞「や」で裸木を詠嘆しています。太陽に向かって深呼吸し
季語の「雪催」とは、雲が重く垂れこめ、いまにも雪が降り出しそう
ているのは作者自身と読めます。冬の澄んだ空気が肺の奥まで届きます。
な空模様のことを言います。今にも雪が振り出しそうな空模様のもとで、
どんな絵を描いたのでしょうか。
三 月 号 のどか
しゃぼんだま
上 五 の「 雪 催 」 と そ れ に 続 く 中 七 の「 絵 筆 」 に よ り、 読 者 の 脳 に は、
兼 題 「長閑」「啓蟄」「風光る」「猫柳」「石鹸玉」
雪催の空の鉛色とカラフルな絵具の色が、色の対比として浮かび上がり
締め切り 二月十五日
ます。しかし読み進めると、絵筆を洗うポリバケツに焦点が移っていき
四
月
号
かげろう
ます。絵筆を洗う水は絵を描き進めるうちに濁って行き、雪催の空のよ
兼
題
「
陽
炎
」
「
遠
足
」
「
桜
鯛
」
「
桜
」
「
チ
ューリップ」
締め切り 三月十五日
うな色になります。無彩色の世界の中で、ポリバケツの色が鮮明に浮か
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
びあがります。
自由に詠んでいただいても構いません。
以下なるべく沢山の俳句を紹介します。

ずわい蟹すすめる母の指の皺
川﨑真紀さん（ＮＰＯ法人家族支援フォーラム）
たまの帰省の食卓に、母がずわい蟹を用意してくれました。久しぶり
に 会 う 母 の 手 に 目 を や る と、 以 前 よ り 皺 が 増 え て い る よ う に 感 じ ま す。
母への想いが感じられる一句です。

熱燗をつつむ手のひらふんわりと
大吉さん（㈲ユアーズ・ケア）
熱燗の徳利を両手でふんわりつつむと、その温もりに何とも幸せな気
持ちになります。

熱燗や昔話はいくどでも
上甲洋子さん（イシイ産業）
熱燗の徳利を傾けあいながら、昔話に花が咲きます。同じ話で何度も
笑いあう素敵な時間です。

○会員情報変更
（たちばな まみ）

橘 麻美さん

会員／津田雅士 （松山支部第 2 地区会）
新企業名／㈱ SANPUKU フューチャー
新役職／取締役

伊予 ・ 松前支部
㈱ヴァンサンカン 後継者
エステ ・ アロマサロン
〒 790-0002 松山市二番町 4 丁目 2-18
TEL ： 089-934-0025 FAX ： 089-934-0039
紹介者／義農味噌㈱ 田中正志

経営相談室からアドバイス

経営者は語れる夢を持とう

秋 川 保 親

氏

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長
「儲け」と言う字は「信じる者」と書きます。理念、

ビジョンを信じる者は儲ける人だと言われます。
経営理念のある企業とない企業では、二十年間に
大 差 が出 ています。 毎 年、 多 くのベンチャー 企 業 が
生まれていますが、四年持ちこたえる会社は二割程
度です。六年もたつと残った二割の内、さらに八割
が消えています。
潰 れた会 社 と残 った会 社 は何 処 が違 う のか。 残 っ
た会社は、「社会や顧客に対して役に立ちたい」と
いう理念があったと言われています。潰れた会社は、
経営者のモチベーションが 「短期的な金儲け」にあっ
たと言われています。
「情 熱 なき経 営 者 は去 れ」。 経 営 者 に求 められる
重要な資質は、先見性 ・決断力 ・行動力など色々
あります が、 一 番 大 切 なものは 「情 熱 」 です。 情
熱がなければ偉大なことは何一つ達成できません。
初詣で景気の回復や売り上げのアップの願掛けを
しても、 神 様 がリクエストに応 えてくれることはあ
りません。経営者は大局観を磨き、従業員や地域
社会のために必要とされる企業として頑張りましょ

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！

“平成の赤ひげ”の
う。

共に学ぶ仲間をご紹介ください！！

会員掲示板
（1 名） （12 月 17 日～ 1 月 27 日） ・

新入会員のご紹介
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会員掲示板…

中 周作氏 ・ ㈱ナカフードサービス 代表取締役 （松山支部第 3
地区会） が 2022 年 1 月 9 日、 永眠されました。 享年 42 歳。
謹んでお悔やみ申し上げます。

【訃報】
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…理事会議事録

2021 年度

愛媛同友会

第 8 回理事会

議事録

【日時】 2021 年 12 月 16 日㈭ 18 時 30 分～ 20 時 30 分 【会場】 二番町ホール ・ Zoom ミーティング
【出席者】 理事 23 名 委任状 2 通 事務局 2 名 【議長】 三好大助 【議事録】 安丸雄介
開会挨拶：田中正志代表理事
協議事項

（１） 討論テーマ 「愛媛全研を語ろう」。 2025 年 2 月に予定す
る中小企業問題全国研究集会 in 愛媛に向けて、 様々な意
見を理事から頂く場とした。 また、 仲間づくり本部長から提案：
愛媛全研に向け決起の位置づけで新年会を行うことで田中正
志仲間づくり本部長から提起された。 1 月 27 日の理事会後
に行う予定で案内する。
承認事項

（１） 入退会承認
（２） 徳島文理大学 3 年生ゼミ会員企業へのアンケート協力の
依頼について承認された。
（３） 4 月理事会日程変更と次年度理事会日程について下記の
通り承認された。
○ 2022 年 4 月理事会を 4/21 （木） へ変更
○次年度理事会 （基本は第４木曜日 18：30 より二番町ホール）
2022 年 5 月 19 日 （木）、 6 月 23 日 （木）、 7 月 28 日 （木）、
8 月 25 日 （木）、 9 月 22 日 （木）、 10 月 27 日 （木）
11 月 24 日 （木）、12 月 15 日 （木）、2023 年 1 月 26 日 （木）、
2 月 22 日 （水）、 3 月 23 日 （木）、 4 月 20 日 （木）
（４） 経営フォーラム総括案について松田泰幸副実行委員長よ
り説明され、 また決算状況について安丸雄介事務局長より
説明され、 承認された。
（５） 全国行事の参加目標設定のあり方について、 来年度議案
書策定のプロセスの中で各支部 ・ 地区会で協議して決め
ていただくことで承認された。 なお、 随時行われる中同協
主催の全国行事については、 これまでの理事会の確認の
通り、 その都度で各支部 ・ 地区会で協議していただく。
（６） 「同友会名簿アプリ」 を愛媛同友会に導入する正副代表理
事会議からの提案について、 安丸雄介事務局長および米
田順哉代表理事から説明があり、 承認された。
○試用期間で実際に使われた使用感等の感想は概ね好評で
ある一方、 費用対効果等で慎重な意見や別に費用を充てる
などしたほうが良いのではないかとの意見も挙げられた。
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
○米岡一嘉政策委員長より EDOR 景況調査の協力の呼びか
けと政策委員会活動について報告された。
○上田剛士松山支部幹事長より第 3 地区会例会の報告者 ・

門屋晃二氏の紹介と参加の呼びかけがあった。
○松山市中小企業振興円卓会議事業について安丸雄介事務
局長より説明があった。 12/23 働き方改革 ・ 職場環境改善
セミナーとまとめ企画として 1/25 にセミナーの予定があり参
加が呼びかけられた。 来年度の円卓会議事業として中小企
業の DX 普及に関する事業を行うと報告され、 担当は政策
委員会となり米岡一嘉政策委員長より今年度の政策委員会
の DX 学習会から発展させて行うことで補足説明された。
○米田順哉代表理事より 2022 年度定時総会の日程 ・ 会場に
ついては好永隆之総会担当責任者と事務局とで相談しなが
ら正副代表理事会議にて検討 ・ 具体化していくことで報告さ
れた。
（３） 全国 ・ 他団体行事について
○ 2022.2.17-18 中小企業問題全国研究集会 in 大分 「コンパ
クト全研」 にて参加定員 5 名定員に限られる。
○ 2022.10.20-21 人を生かす経営全国交流会 in 徳島 （対象：
経営労働 ・ 求人教育 ・ 地域共生委員、 役員など運動を広
める立場の方を基本とする）
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

2

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～

