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…第 38 回定時総会 第 1 部

愛媛県中小企業家同友会 第 38 回定時総会

同友会の学びを自社で実践し、
地域社会から期待される憧れの存在になろう！
愛媛同友会の第 38 回定時総会を 5 月 26 日、 メルパルク松山で開催しました。
新型コロナウイルス感染が広まって以来、実に 3 年ぶりのリアル開催。 総勢 97 名（会員・来賓・オブザー
バー） が会場に集まり、 共に学び、 交流を深め合う一日となりました。
第 1 部～第 3 部までの様子を、 広報情報化委員の皆さんに伝えていただきます。

第 1 部 記念講演
中小企業が地域の未来を拓く
～愛媛同友会に期待すること～
■報告者 ： 中山

英敬

氏

㈱ヒューマンライフ 代表取締役／中小企業家同友会全国協議会 幹事長／
福岡県中小企業家同友会 相談役理事
した。
また、 労使見解も 「経営者の責任を全うし、 経営を維持 ・ 発
展させる」 という考えのもと、経営者は社員を最も信頼できるパー
トナーと位置づけ、 労使が対立ではなく、 対等な立場になって
信頼関係を強固なものにする、 そうすればどんなに厳しい状況
においても共に乗り切っていくのだと改めて学びました。
企業づくり、地域づくりにおいては、コロナ禍で売り上げ減の中、
「社員とパートの雇用は守る」 宣言から社員さんとより強い信頼
関係が結ばれた事、 「生まれ育った地元田川市に恩返しがした
田中正志さんの力強い挨拶で 3 年ぶりのリアル総会開会

い」 と条例に関わる中で、 地元の学生さんからいろいろな気付

３年ぶりにリアル開催となった第３８回定時総会の記念講演は

きを得た事など、 中山さんの実践事例を交えてお話いただきま

中同協の中山英敬幹事長にご登壇いただきました。 中山幹事
長のお話は、 ①同友会運動の歴史、 ②企業づくりならびに地

した。
最後に、 ２０２５年に中小企業問題全国交流集会を誘致してい

域づくりについて、 ③愛媛同友会に期待すること、 の３点がテー

る愛媛同友会に対して、 「今だからこそ学びは必要。 企業変革

マでした。

支援プログラム発祥の地であり、 東温市や松山市の条例、 キャ
同友会運動の歴史を学

リア教育の進んでいる愛媛には、 地域づくり、 企業づくり、 同友

ぶには、 その時々の時

会づくりの一体化に取り組み、 全国に発信してほしい。」 とメッ

代背景を知らなければ理

セージをいただきました。

解は深まらないと、 １９５７
年同友会の創立から、
三つの目的や労使見解、

中山幹事長、 初めての愛媛での講演で学びや気付きをいた
だき、 ありがとうございました。
寄稿 ： 武田正輝さん （恭栄自動車㈱／伊予 ・ 松前支部）

同友会理念のうまれた背
景を細かく説明いただき
愛媛同友会を激励する中山さん

ました。

特に印象的だったのは、 ３つの目的のうち 「良い経営者」 が
うまれるに至った背景です。 これは他会にはない特徴とし、 月々
の例会に経営者自らが報告者になる事で、 参加者が報告を受
けてのグループ討論などで経営体験を交流、 そこから経営課題
を見出したり、 自助努力に励み、 成長につながるのだと学びま
メモを取りながら熱心に聴き入る参加者の皆さん

第 38 回定時総会 第 2 部…
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第 2 部 総会議事
記念講演に続き、 会員表彰が

で参加企業を広げる取り組みの

執り行われた後、 総会議事へと

紹介 ・ キャリア教育の実勢事例

移行しました。

校の紹介が上げられました。

当日は出席者 66 名、 委任状

「同友会づくり方針総括」 は渡

239 名、 合計 305 名で総会は成

部伸哉副代表理事から報告があ
り、 同友会理念に基づく 「支部 ・

立し、 今回は愛媛県中村時広 ・
報告する今村さん

地区指針」 と 「委員会指針」 と

愛媛知事のご臨席のもと、 総会
会員拡大表彰は松山支部第
に先立ちご祝辞を賜りました。
2 地区会。 代表して挨拶する
「全国のネットワークを通じて学
地区会長の桑波田 健さん

の確立で仲間の輪を広げて with コロナの時代を乗り越えようと組

びあう経済団体という特徴を活か

化が示されました。 そのツールとしての 「同友会名簿アプリ」 の

織づくりに向けた報告がなされ、 夫々の取り組むべき課題の明確

されて団体であること」 とお言葉を頂戴した後 「コロナ禍 ・ ウクラ

導入でお互いのコミュニケーショ

イナ紛争という紛争が長期化する現状を踏まえてもなお経済を回

ンが円滑に迅速に進む期待も込

して飛躍のチャンスとしてとらえている」 との力強い祝辞を頂戴し

められていました。
地域づくり方針総括は、 武田正

ました。

輝広報委員長よりなされ、 「地球
規模で考え、 地域で実践」 すべ
き製作課題を学び ・ 復元力のあ

報告する渡部さん

る地域づくりの実践で with コロナ
を乗り越えようと報告総括がなされました。 まず学習面の課題で
は日本経済ビジョンの学習 ・ 愛媛の地域経済ビジョン策定する為
の準備に着手すること等々学習面の充実を目指すことなどがあげ
られました。 実践面の課題として
は、 景況調査の充実と活用 ・ 自
治体への政策提言、 中小企業
振興条例の活用と拡大、 情報発
信力を磨くことなどがあげられまし
た。

中村時広 ・ 愛媛県知事からご祝辞を賜りました
祝辞の余韻も冷めやらない中、 議事へと入り、 中道 昇さん ・
中村 剛さんの両議長が選出され進行していきました。

報告する武田さん

第 2 号議案決算 ・ 予算 ・ 会計

監査は安丸事務局長より提案がなされ全開一致で承認を受けま
した。

第 1 号議案報告提案は総括として、 米田順哉代表理事から総

第 3 号議案の理事提案は新理事 9 名の新理事が承認され 35

括 ・ スローガンの提案が

名の理事で２０２２年度の理事体制が承認されすべての審議を無

あり 2021 年度の 「企業

事終えました。 （詳細については総会議案書を参考にしてくださ

づくり方針総括」 労使見

い）

解を学び、 その精神を一

寄稿 ： 本田美紀さん （㈲オルソ本田／松山支部第 3 地区会）

つ一つ実践する企業づく
左から、 議長の中道さんと中村さん

りで、 with コロナの時代を
乗り越えよう、 「同友会づ

くり方針総括」 「地域づくり総括」 と 3 分野の総括がなされました。
続いて企業づくり方針総括は今村暢秀副代表理事から報告が
あり、 「労使見解」 の学びが with コロナの時代を乗り越える鍵で
あり、 役員 ・ 会員が取り組むこと
の明文化へも提言されました。 そ
の後経営労働委員会 ・ 支部 ・ 地
域が取り組むこと、 会員が取り組
むこと、 また共同求人活動とキャ
リア教育の融合で採用と社員教
議案提案する米田さん

育では、 合同企業説明会の実施
全ての議案が承認されました
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…第 38 回定時総会 第 3 部

第 3 部 懇親パーティー
懇親パーティーの開催も 3 年振りです。 盛り上がった様子を、
写真を中心にお伝えします。
来賓を代表して 松山市副市長の梅岡伸一郎様 （市長代理）
からご挨拶をいただきました。

報告者の中山さんを囲んで

梅岡信一郎様
続いて、 愛媛大学学長の仁科弘重様から乾杯のご挨拶をい
ただきました。

来賓の皆様と

3 年ぶりに乾杯！

各支部からのＰＲタイムも。 写真は四国中央支部

各界から多くのご出席をいただき ありがとうございます。
久し振りに楽しいひとときを
共に過ごしました。
第 1 部～第 3 部までを通
して、 森田文子さんの司会
ぶりは、 あっぱれでした。 お
かげさまで歓談の花が咲き
ました。
司会の森田さん
今回出席できなかった方 ぜひ来年は一緒に楽しく過ごしたい
ものです。 お待ちしています。
寄稿 ： 米岡一嘉さん （㈲オーガスト／松山支部第 2 地区会）
今村暢秀さんの音頭で一丁締め

第 38 回定時総会 来賓一覧…
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ご臨席賜った来賓の皆さま
お名前

団体・所属

出席者役職

中村

時広

愛媛県

梅岡

伸一郎

松山市

山本

一英

東温市

青野

昌司

伊予市

岡本

靖

松前町

八嶋

康則

三好

誠一

石井

達也

八石

玉秀

愛媛信用金庫

理事長

今井

正夫

愛媛地方労働組合連合会

議長

仁科

弘重

愛媛大学

学長

作田

良三

松山大学

株式会社日本政策金融公庫
松山支店
株式会社日本政策金融公庫
新居浜支店
株式会社日本政策金融公庫
宇和島支店

ホビノ・サンミゲル

聖カタリナ大学
聖カタリナ大学短期大学部

知事
副市長
（市長代理）
地域活力創出課 専門監兼課長
（市長代理）
副市長
（市長代理）
町長
支店長兼国民生活事業統轄
支店長兼国民生活事業統轄
支店長兼国民生活事業統轄

常務理事
（学長代理）
学長

鈴木

孝裕

株式会社愛媛新聞社

編集局報道部 副部長

島田

治男

一般社団法人香川県中小企業家同友会

副代表理事
（敬称略・順不同）

来賓の皆様と
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…2022 年度 理事紹介①

2022 年度 愛媛県中小企業家同友会 理事紹介
第 38 回定時総会で承認、 その後の第 1 回理事会で役割の互選を行なった、 2022 年度理事の皆さんを
ご紹介します！
昨年度、 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知れて、 親近感が湧いた」 と
好評でしたので、 今年度も総勢 35 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。
改めまして 2022 年度、 よろしくお願いします。

義農味噌㈱

NPO 法人
家族支援フォーラム

代表取締役

理事長
初代事務局長の鎌田哲

代表理事
仲間づくり本部長

田中 正志

雄さんの遺志を引き継ぎ

明るく ・ 楽しく ・ 最後まで、

今後も活動していきます。

企業づくり ・ 地域づくり ・

座右の銘 「積小為大」
小さな努力の積み重ねを
心がけています。

代表理事

米田 順哉

㈱世起

代表取締役

「異体同心」 →団結する

同友会で経験した良い事

こと

をこれからの人に伝えて

みんなでいい会社を作っ

いきたいと思っています。

ていきましょう。

の ぶ ひ で

今村 暢秀

副代表理事
経営労働委員会 委員長

た教えてください。

㈲三和興産

取締役会長

三好 大助

何でも聞いてください。 ま

佐藤 慎輔

㈱フェローシステム

副代表理事
国際化担当理事

しょう。

サトー産業㈱

代表取締役

副代表理事
求人教育委員会 委員長

同友会づくりに取り組みま

皆様のおかげで、 今年
無事に事業承継いたしま
した。 今は釣りキャンに
ハマっています。 大自然
に囲まれて、 一緒に会社
のヴィジョンに思いを馳せ
ませんか？

代表取締役
まだまだ道半ば。 重責
ある役割のもと一歩ずつ
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。

2022 年度 理事紹介②…

岡田印刷㈱

㈲モンド

代表取締役

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

代表取締役

長く同友会に関わられた

中さん→上田さん→私へ

３名の方が、 松山支部総

と地区会長のバトンが渡

会で、 魅力を語られまし

されました。 第３地区会

た。 魅力的な同友会に、
微力ながら、 今年度も労
したいと思っています。

松山支部 副支部長
松山支部第 3 地区会 地区会長

代表取締役

「人間万事塞翁が馬」 「人
事を尽くして天命を待つ」
産業用送風機製造、 風

山口 光俊

経営者の 2 足のワラジを
履いて頑張っています。

社のために頑張ります！

㈱フェローシステム

代表取締役

の匠の棟梁として現場と

そして松山支部そして自

中道 昇

二幸送風機㈱

松山支部 幹事長
松山支部第 1 地区会 地区会長
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松山支部第 1 地区会 副地区会長

中田 琢磨

同友会の目的である、 「よ
い会社をつくろう、 よい経
営者になろう、 良い経営
環境をつくろう」 を実践
し、 同友会の学びを活か
して、 自社の発展に繋げ
ます。

（同） テクノロジー
プロダクツ

㈱日の出都市開発
代表取締役

ゼネラルマネージャー
まずは自分自身が同友

松山支部第 1 地区会 幹事長

山本 康弘

会活動を楽しみながら取

今と、 これから未来へ繋げ

り組みたいです！

るため 「一期一会」 を大

好きな言葉は、 宮沢賢治

松山支部第 2 地区会 副地区会長

の 「雨ニモマケズ風ニモ

金子 司郎

マケズ」 です。

㈲つじうち／
寝具のつじうち

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。

㈱エルパティオ
代表取締役

後継者
「為せば成る」

松山支部第 2 地区会 幹事長

辻内 秀明

愛媛県中小企業家同友

先輩経営者の方からの学

会のお役にたてられるよう

びに感謝して、 とにかく

に頑張ります。

松山支部第 3 地区会 副地区会長

川﨑 暁子

やってみる！精神で、 学
びと実践、 行動し続けま
す。
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…2022 年度 理事紹介③

㈱コピー愛媛

㈲石川工作所

代表取締役

代表取締役

松山支部第 3 地区会の

コロナが収束に向いやっ

仲間と共に、「楽しく学ぶ」

とアジアへの帰郷が出来

１年にしていきたいです。

ると思った昨今。

松山支部第 3 地区会 幹事長

四国中央支部 支部長

つよし

中村 剛

石川 義和

㈱スズキ販売四国中央

関わり、 更に自分のでき
ることを模索して精励しま

四国中央支部 幹事長
あ

合田 夏樹

辛いです。

取締役

これまで以上に同友会に

す。

利、円安による旅費高騰、

㈱かがやき総合保険企画

代表取締役

四国中央支部 副支部長

エネルギー高騰による薄

や

こ

森田 文子

「あ～や」 と呼んでくださ
い。
職業や肩書や性別にとら
われない本音を語る同友
会大好きです。
諸先輩方、 よろしくご指
導くださいませ。

㈱平野

㈲周桑電機工業所

代表取締役

代表取締役
経営理念 私たちは地

2/16、 県民文化会館に

域の lifeline をこれからも

て 「VUCA 時代を生き抜

ずっと大切につないでゆ

くために」 をテーマに経

ブ ー カ

今治支部 支部長
か ず ふ み

杉原 一史

きます
趣味 サイクル＆トレイン

今治支部 副支部長

松田 泰幸

付中！ ( 笑 )

代表取締役

取締役専務

稲井 信太郎

す！チケット先行予約受

恭栄自動車㈱

㈱稲井製作所

今治支部 幹事長

営フォーラムを開催しま

幹事長を仰せつかること

今年度から２足の 「長」

となりました。 「人にやさ

草鞋を履くことになりまし

しく」 をモットーに生きて

た。 まずは１年頑張りま

います。 趣味はキャンプ
です。 よろしくお願いしま
す。

伊予 ･ 松前支部 支部長
広報情報化委員会 委員長
ま

さ

き

武田 正輝

す！
「皆さんと 楽しくやるぞと
草鞋履く」

2022 年度 理事紹介④…

協和パックス㈱

㈱ヤツヅカ

代表取締役

代表取締役

伊予 ・ 松前支部 副支部長

当たり前の毎日が穏やか

「損得よりも善悪を」

に過ごせるように感謝し、

自社の取り組みを同友会

お役に立てるよう学んでい

活動へ

きます。

伊予 ・ 松前支部 幹事長
ご

う

山﨑 剛

八束 和志

㈱誠実村

原田 浩

南予支部も 2 年目に入り、
「地域づくり」 を 「企業づ
くり」 と 「同友会づくり」
に直結させる取り組みを
研究中です。
南予らしい支部を目指し
頑張ります。

同友会の学びを自社の成
長へ

㈲内藤鋼業

代表取締役

南予支部 支部長
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代表取締役

南予支部 幹事長

内藤 昌典

( 同 ) 発達の木

木質バイオマス発電を立ち
上げて４年目。 今年の 10
月には第二発電所も稼働
します。
地域全体で自然エネル
ギーを循環させる取組みを
行っています。

Ｓｏｃｉａｌ ･ Ｃｏｎｎｅｃｔ

代表社員

代表

「動機善なりか、 私心無
かりしか」
次のターゲット 2 億

地域共生委員会 委員長

求人教育委員会 副委員長

今岡 健一

堀内 章

同友会入会して良かった
こと！社員と一緒に 『中
堅社員研修』 ・ 『経営指
針書作成』 ・ 『会社説明
会』 などに参加し、 良
い会社づくりに繋がりまし
た。

㈱平野

㈲キャンパス

取締役会長

代表取締役
未来を創る会社でありた

経営指針に環境経営を

い。

位置付ける会員企業を増
やし、 地域住民と協働し

経営労働委員会 副委員長

環境経営委員会 委員長

宇佐 裕次

平野 啓三

て再生可能エネルギーの
普及に努めます。
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…2022 年度 理事紹介⑤

㈲オーガスト

えひめ住販

社長

代表取締役

環境経営委員会 副委員長

滝口 貴士

高性能住宅を得意とする

コロナ禍 1 年３か月ぶり

工務店。 太陽光などの再

にスーツを着てみました。

生可能エネルギーの推

昨年春に夏スーツを買い

進、 CO2 削減など、 家
づくりを通じてふるさの未
来に貢献します。

政策委員会 委員長

米岡 一嘉

㈱マルブン

眞鍋 明

愛媛県中小企業家同友

ルグッドカンパニー」 を

会も、 せめて理事の４分

会社のビジョンに掲げ、

の１に女性が増えると理

これからも社員の人生が
豊で幸福になれる企業を
目指しています。

常務取締役

好永 隆之

取締役

量から質の経営 「スモー

㈱昆布森

次世代経営者委員会 委員長
求人教育委員会 副委員長

した。

㈲オルソ本田

代表取締役

政策委員会 副委員長

替えて初めて袖を通しま

同友会では色々なことを
学ばせてもらっています。
新たに次世代経営者委
員会委員長を仰せつか
り、 青年経営者として会
社 ・ 地域 ・ 同友会を牽
引していく存在になるた
め精進します。

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。

35 名の理事の皆さん、 2022 年度、 よ
ろしくお願いします！
会員の皆さん、 経営課題や悩みがありま
したら、頼れる役員さん （と事務局員） に、
ぜひ相談してみてください。
2025 年 2 月の中小企業問題全国研究
集会 in 愛媛に向けて、 愛媛同友会一丸と
なって準備を進めていきましょう！！

「物価上昇 ・ 賃金および価格転嫁についてのアンケート」 の集計結果…
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政策委員会より

「物価上昇 ・ 賃金および価格転嫁についての
アンケート」 の集計結果
ご協力ありがとうございました。
2022 年 5 月 6 日から 5 月 23 日を調査期間として 中小企業家同友会会員企業を対象に 「物価上昇 ・ 賃金および価格転嫁に
ついてのアンケート」 を行いました。 その結果をお知らせします。
回答は 46 社でした。 統計学的には、 誤差率 12％、 信頼係数 90％、 母偏差 57％ということになります。
項目によっては回答数が 40 社と少なかったため信頼性に疑わしい部分もありますが、 全体の傾向は参考になるかと思います。
また、 中小企業家同友会全国協議会発行の 「中小企業家しんぶん」 2022 年 5 月 25 日号に期間は四半期違いますが 「中小
企業の調達難や価格上昇」 についての調査結果が掲載されています。 比較参考としていただければ理解が深まると思います。

仕入の動向について

今後ともご協力をお願いいたします。

賃金上昇について

仕入価格が上昇した要因を教えてください
政策委員会委員長 米岡一嘉

賃金上昇について

仕入価格が上昇した要因を教えてください
詳細は e.doyu で！
主な回答結果を抜粋して掲
載しました。
詳しい結果報告は e.doyu の
「掲示板 （会員の皆様への
お知らせ」 に掲載しておりま
すので、 ご覧ください。

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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掲句は上五の「雨上がり」との措辞でオリジナリティを獲得しました。
中七の「食べる」を省いて状況を描写する方法もあります。
例 雨上がりの海辺に一人アイスクリーム

同友会で俳友会
七月になりました。梅雨が明けるといよいよ夏本番です。しばらく会っ
ていない友達に暑中見舞い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。

八 月 号
兼 題 「夕焼（ゆやけ）（ゆうやけ）」「梅干」「裸」「天牛（かみきり）」

津田 由香さん（津田雅士会員の奥様）
「海辺」と「アイスクリーム」の取り合わせは類想類句が多くあります。

特別賞 （美味しそうで賞）
雨上がり海辺で食べるアイスクリーム

武田 正輝さん（恭栄自動車㈱）
近年、窓を閉めてエアコンを点けたまま夏の夜を過ごすことが多くな
りました。昭和の頃、夏の夜は窓を開けて網戸で過ごしていました。ブ
ラウン管テレビの音が、近所から聞こえてきたものです。

特別賞 （昭和な感じで賞）
夏の夜テレビの音が近所から

平岡 裕矢さん（ＮＰＯ法人家族支援フォーラム）
突然の雷に二人で雨宿り。告白しようかどうしようか、ドキドキが伝
わってきます。中七を「距離の縮まる」とするとリズムが整います。

特別賞 （キュンです賞）
雷に距離縮まる片想い

ＵＲＬ

: https://www.matsuyamaage.co.jp/index.php

ふわもちの食感で賞味することができます。

油抜き不要で長期保存できます。

松山特産の「松山あげ」！

しょうゆ飯の素 １袋

○松山あげきざみ、小判、糸きり 各２袋

予・松前支部）のステキな商品を贈呈します。

商店（程野聡一朗さん＝右、程野成恭さん＝左、伊

最優秀賞の大野智加子さんには、表彰状と㈱程野

大野 智加子さん（㈱コピー愛媛）
「向日葵（ひまわり）」
は は
義母の作る五目寿しの隠し味は、酢の代わりに搾る夏蜜柑の果汁です。
締め切り 七月十五日
酸味と甘味の入り混じった風味の五目寿しは、他では味わえない義母の 九 月 号
味です。この夏、自分でも夏蜜柑を搾る五目寿しを作ってみました。一
兼 題 「秋遍路」「法師蝉」「朝顔」「天の川」「※秋扇（あきおうぎ）」
口口にするとなかなかの出来です。どこかから義母の声が聞こえてくる
※残暑に用いる扇や団扇のこと
ようです。
締め切り 八月十六日
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
鮨は夏の季語ですが、掲句は「夏蜜柑」が季語として機能しています。
自由に詠んでいただいても構いません。
作者自身が五目寿しを作る様を詠んでいますが、夏蜜柑を搾る五目寿し
は義母の味であることを詠むのも面白いと思います。
講評：髙橋 大輔さん （広報情報化委員）
例
夏蜜柑搾れば義母の五目寿し

最優 秀 賞
義母まねて酢は夏蜜柑五目寿し

ここから投句！

会員掲示板…

新入会員のご紹介
中鋪 和範さん

（2 名） （5 月 20 日～ 6 月 23 日） ・

（なかしき かずのり）

松山支部第 1 地区会
㈱アクティブ ・ アート 代表取締役
注文住宅 ・ 商業建築の設計 ・ 施工、 リフォーム ・ イノベーション
〒 790-0963 松山市小坂 3-4-5
TEL ： 089-993-5454 FAX ： 089-993-5444
紹介者／㈱フェローシステム 中田琢磨

会員掲示板

阿部 智視さん

（あべ ともみ）

今治支部
一興今治 店長
飲食店の経営
〒 794-0063 今治市片山 3-9-38 高木第二ビル
TEL ： 0898-33-7272
紹介者／㈲エムワイ 横田真人

○会員情報変更
会員／山西亮平 （松山支部第 1 地区会）
新企業名／サンワサポート愛媛㈱
新役職／代表取締役

会員／来島 剛 （伊予 ・ 松前支部）
新企業名／㈱ＰＲＥＶＥＮＴＳ （プリベンツ）
新役職／専務取締役
新住所／ 790-0039 松山市和泉北 1-5-22
新ＴＥＬ／ 089-910-6666
新ＦＡＸ／ 089-910-6667

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 13 回理事会

議事録

【日時】 2022 年 5 月 19 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 21 名 委任状 3 通 オブザーバー 1 名 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） 事務局体制が人数減になることに伴い、 討論テーマとして
「役員 ・ 会員がやるべきこと、 事務局がやるべきこと」 を
論議し、 また具体的な事務局労働環境改善のために、 会
活動の締め切りの順守と、 同友会活動の連絡窓口を同友
会名簿アプリに一本化することについて、 大北雅浩 ・ 藤原
里穂事務局員から提起があり、 論議した。
承認事項

（１） 入退会承認
（２） 故 ・ 中周作氏の全研副実行委員長 「就任」 にあたり 「再
入会」 について渡部伸哉 ・ 全研愛媛実行委員長より提案
され、 賛成多数で承認された。 会員実数や中同協報告に
は反映させず、 会費徴収等もしない。
（３） 松前町 ・ 中小企業振興基本条例制定に向けた審議会委
員選出の依頼について安丸雄介事務局長より経緯が説明
され、 好永隆之理事の選出が承認された。 2023 年 4 月制
定を目指して審議会が行われる予定。
（４） 第 38 回定時総会の企画内容、 役割分担および議長の推
薦について承認された。
（５） 第 11 回経営フォーラム（2022 年度）の日時・会場について、
2023 年 2 月 16 日 （木）、 会場は愛媛県民文化会館とす
ることで承認された。
（６） ㈱アートバンクからの著作権違反に関する請求等について
大北雅浩事務局員から経緯の説明があり、 顛末等の教訓
について今後会員と共有を図り再発防止の徹底に努める
ことを前提に、 請求は会活動の一環として同友会財政で全
額負担することで承認された。
（７） 田山謙堂氏 （中同協元会長・顧問） ご逝去に関わって 「勉
強会」 企画の提案について米田順哉代表理事より説明が
あり、 各支部 ・ 地区会にて年 1 回は開催していくことで承
認された。
〇東京中小企業家同友会 【伝説の経営者に学ぶシリーズ】
第三弾の Youtube 動画コンテンツを利用する。
https://www.youtube.com/watch?v=-DrmdG3qGi4
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
〇中同協 「ポストコロナ研究」 まとめについて安丸雄介事務局

長より説明があり、 活用が呼びかけられた。
〇 「全研学習会」 として講師に中同協 ・ 平田美穂広報政策
局長 （元事務局長） を招聘予定だと田中正志代表理事より
説明があり 6/29、 6/30 いずれも同様の学習内容で、 いず
れかの日程で参加が呼びかけられた。
〇 （一社） えひめ若年者育成推進機構共催の 「オンラインス
キルアップセミナー」 について、 今村暢秀求人教育委員長
より説明があり、 経営者に限らず人事担当など社員の積極
的な参加が呼びかけられた。
〇 2022 年度松山市中小企業振興円卓会議事業である DX セ
ミナーについて米岡一嘉政策委員長より説明があり、 松山
市内に限らず県内企業の参加が可能であり広く参加が呼び
かけられた。 各日 30 名程度の定員。
（３） 全国 ・ 他団体行事について （文書報告）
〇 5/26 西予市主催 DX セミナー
〇 6/3 （金） 13 ： 00-17 ： 00 中同協 「中小企業憲章 ・ 条例
推進月間、 中小企業魅力発信月間キックオフ行事」
〇 6/16-17 女性経営者全国交流会 in 島根
〇 7/6-7/7 中同協定時総会 in 沖縄 ※今回は参加上限を設
けない予定と安丸雄介事務局長より説明された。
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

K I S E K I

N O

T O R I K A W A

Y O K O C H O

宮 田 町

平和通り
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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
        本社 松山市大手町一丁目 10 番地 1
TEL089-947-2111 FAX089-947-2116
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～

