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時代の転換期をチャンスと捉え、
企業変革への取り組みを
〜経営指針を軸にＰＤＣＡサイクルを実践〜
総会の最後には今年度のテーマの「次の時代に向
けた変化の一歩を踏み出そう！」〜新しいこと始め
てますか？〜を含め平成２１年度活動報告・決算報
告、平成２２年度活動基本方針・予算並びに２２年
度の理事・会計監査の皆さんが満場の拍手で承認さ
れました。
総会・記念講演には来賓の方々をはじめ各支部か
ら１２０余名が参加し、記念パーティーにも９０名
の参加があり、それぞれに自らの経営や悩みなどを
話し合い大いに盛り上がりました。
記念講演では、
（有）アイ・リンク・コンサルタン
トの代表取締役加藤忠宏氏に「環境変化を認識し、新
たな変革へ踏み出す」〜インターネットを活用した
経営革新〜と題してお話し頂き、インターネットを
中心に経営環境の変化をはじめ、インターネット業

去る４月２３日、第
２８回定時総会が鳥羽
国際ホテルにて開催さ
れました。今回の総会
は既存の仕組みや枠組
みなど産業の構造が劇
的に変化し時代の大き
な転換期に突入した今
を認識した上で、既存
（服部氏）
の思考や活動から脱却
し新たな考え方や行動を起こす事を確認する場と位
置付け開催しました。
総会では服部代表理事より２１年度の活動の特徴
が報告されました。また平成２２年度の活動方針で
は、企業にとって厳しい経済情勢が続きますが、こ
の時代の転換期をチャンスと捉え、次の時代に向け
た企業変革を呼びかけました。
そのためにも自社の分析と経営指針づくりの取り
組みを強化し、実践と見直しのサイクルを構築し
「新しい仕事づくり」や「新たな価値創造」への取り
組みなど今年度の重点的な活動内容が挙げられまし

界の変化やその中での効果的な情報発信のあり方と
その効果について、具体的な事例を交えながらお話
し頂きました。インターネットが普及し利用者も増
大している中で、企業が今後の展開を図る上でいか
に有効的に活用していくかを考える機会となりまし
た。

た。また三重同友会も設立から２７年が経ち、年齢
層や会歴の幅が広くなる中、今年度から会員交流の
活性化を図ることを目的として各支部で年配経営者
のグループ活動や交流の場をつくることが報告され
ました。
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経営革新について学びました。これが「目から鱗」で
した。ネットの事はそこそこ勉強していたつもりで
したが、私のネットに対する固定観念の強さに愕然

第２８回定時総会御来賓
（順不同･敬称略）

三重県農水商工部

理事

林

三重県健康福祉部こども局

主査

福井崇司

理事長

石垣英一

支店長

栗原雅晴

（財）三重県産業支援センター
日本政策金融公庫津支店
（株）百五銀行鳥羽支店

としました。この世界は恐ろしいスピードで進化を
とげています。ネットの活用に関しては良し悪しよ
りも、
「使い方」が最も重要である事を再認識しまし
た。自分の頭の中に、東京スカイツリーほどのアン
テナを立てないといけませんね。そしてお楽しみの
懇親会では、伊勢の美味をたらふくいただきました。
ご担当いただいた南勢支部の皆様ご馳走様でした！
最後に、今回のテーマは「環境変化を認識し、新
たな変革へ踏み出す」ですが、私も新たな一歩を踏
み出す為の知恵と勇気を充填することができました。
大感謝！
（株）サノプランニング 佐野貴信

敏一

次長

中野昌佳

（株）三重銀行

専務取締役

伊藤秀一

桑名信用金庫

常勤理事

山田敏行

三重県信用農業協同組合連合会
代表理事理事長

寺田好男

≪第２８回定時総会だより≫
第２８回定時総会記念講演

テーマ
『環境変化を認識し、 新たな変革へ踏み出す』
〜インターネットを活用した経営革新〜
講 師 加藤 忠宏氏
（
有）アイ ・リンク・コンサルタント
代表取締役

（加藤氏）

定時総会には遠路多数の会員の方々にご出席いた
だきありがとうございました。設営、講演、料理す
べての面に心配しておりましたがご満足いただけま
したでしょうか。総会・講演と懇親会会場の階が異
なっておりましたのでご不便おかけしたことと思い
ます。曇ってはおりましたものの総会・懇親会とも

４月２３日鳥羽の地にお
いて第２８回定時総会が開
催されました。服部代表理
事のご挨拶で、２１年度は
同友会メンバーの中で倒産
企業が一社も出なかったと
知り、激動の一年だったの
に会員企業はよく頑張った
と嬉しく思いました。まだ
まだ油断できませんが、２

２年度もこのような結果になる事を切望します。
また、同友会の活動が国や他団体に認められてき
ており、中でも『中小企業憲章』の一部が政権与党
である民主党のマニフェストに掲載されている意味
は大きく、もっと踏み込んで国会決議まで持ってい
けるように活動を続けていくとお聞きして、同友会
活動の意義が私の中でさらに深まりました。
そして、
役員改選では、北勢支部若手の星である西村さんが
副代表理事に就任されました。理事会においてもっ
と若い人の意見を取り入れていきたいとの事で、西
村さんのご活躍に期待します。
次に記念講演ですが、インターネットを活用した
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に鳥羽湾の景色をお楽しみいただけたのではないか
と思います。
加藤忠宏氏による記念講演はインター
ネットに全く関心のない方には退屈だったかもしれ
ませんが、
少なくとも今後公私を問わず関わりを持
たざるを得ないという感じだったのではないでしょ
うか。難しいところもあったかとは思いますが、懇
親会でも多くの方が講師と語らい今後のことを話し
ていたのを見てうれしく思いました。
講演内容が何
らかの形で今後お役にたてるようであれば担当支部
としてありがたいと思います。
また、
ホテルの経営が変わったということで料理
の心配もしておりましたが「よくなかった」という
声も聞きませんでしたのでほっとしております。
色々な面での他支部の方々のご協力、
ご指導もいた
だき無事終わらせていただきましたことを感謝申し
上げます。
各支部のますますのご発展と各企業のご
隆盛を祈念し担当支部としてのお礼のご挨拶にさせ
ていただきます。ありがとうございました
（株）ナゴヤシンコー 橋本和久

第８回農林水産部会総会報告

●シリーズ「同友会と私」第３０回

テーマ『情熱的農業経営』

「同友会と私」

〜農業の新しいカタチを求めて〜
講師 田中 進氏
（株）サラダボウル 代表取締役

伊勢プラスチック（株） 廣田正治

私が同友会に入会して
早いもので１９年になり
ます。つい先日のことの
ように思いますが･･･。
入会のきっかけは、クラ
ユニコーポレーションの
倉田社長に誘われて、松
阪の１１月例会に参加し
（廣田氏）
たときです。講師に中同
協の国吉専務理事を迎えて、主に北海道同友
会の活動や北海道経済に関する話を、遠く離
れているからと、他の会ではとうてい聞けな
い事を赤裸々に話してくれました。その後の
バズセッション（意味もわかりませんでした）
では会 員が 本音 で話 し合 っている 姿を 見て、
この会はスゴイと思い即日入会しました。
私は『会』とは、入り易く出難いものと理
解していますので、入った以上は勉強の為に
例会には絶対欠席しないとの決意で臨んでき
ました。お陰で１９年間で４回だけ欠席した
のを覚えています。
入会して何を学んだかと云われると中々難
しいのですが、島崎藤村の言葉『人の世の三
智』をお借りして「人と交わって得る智」
「学
んで得る智」
「自ら体験によって得る智」を同
友会で学んできたと思います。
同 友 会も 世代交代 が進 んできていますが、
若い人についていけるよう、これからも頑張
りますので、宜しくお願いいたします。
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農 業へ の 参入 がしやすく
なったと 言 えど 、まだまだ
ハードルが高いのも事実・
・
・
という私も、食材加工の新
会社を始めましたが、いろん
な壁にぶつかっています。
でも、面白いこと・楽しい
（田中氏）
こ と も次 々 発見 できていま
す。土のこと・水のこと・肥料のこと・旬の素
晴らしさなど、農業者の方々との出会い。新商
品開発の素材提案を通じて、パッケージメー
カーとしてお取引いただいている企業との新
たな取り組み。農業という枠組みに一歩踏み
出したことにより官学の方々との出会い、な
どなど。
そんな中、農業部会総会の記念講演で、
（株）
サラダボールの田中社長の講演をお聞きする
ことができました。
「農業は大変なことが多い割には、儲からな
い」という印象（現実？）を覆していただけま
した。創業時から黒字経営（当然、大変なご苦
労はされた、と・・・）を続けられ、ご自身の
ことだけでなく、若い新規就農者のために農
業の素晴らしさを具現化し、身を持って農業
の大切さを実践されていること。そこに、農業
の「見える化」
「平準化」を実践されて農業を
わかりやすくされたこと、安心して農業経営
に飛びこめる気がしました。
それ以上に、ご自分の持っている情報やノ
ウハウを惜しげもなくオープンにし、
「生きる
人間として」の在り方まで伝授されているの
では、と。
資源のない国「日本」とは言われますが 、確
かに地下資源は乏しいかも？でも、日本には
「農業」という素晴らしい地上資源があること
も実感できました 。感謝です。
パ ッ ク ス ア ラ イ ブ（株 ） 大 谷 弘 人

２０１１年度理事幹事研修会
ＳＷ２ＥＥＴみえ総会のご案内

◆日時：６月１１日（金）１３：００〜
〜１２日（土） 朝解散
◆会場：猪の倉温泉
◆参加費：６，０００円
◆第１講

「同友会運動の歴史と理念・理事幹事の役割」

︽同友コラム︾

あ っ と い う 間 に 桜 が 終 わ り︑
南勢支部入魂の 鳥羽で の総会も
終わり︑気が付けばゴールデン・
ウィーク ︒時の経つのがなんと
早い こ と か︒そう感じるのは 加
齢の所為か︒
そういえば今 年は先代社長の
二 七 年 忌 ︒私の 社 長 暦 も 同 じ ︒
﹁会社を潰してはいけない﹂の
一念で最 早︑自身も還 暦を過 ぎ
た︒その間全 く時の 流れ に は気
付かなかったが ︑ともあれ 潰さ
ずに来れ た︒この道で 良か っ た
のか︑もっと最 良の道 が あ っ た
のか︒過日の総 会で久 し ぶ り に
会う同友会仲間 たち︒会場で見
た若 い人 た ち は 強烈 なエ ネ ル
ギーに溢れていた︒すばらしい︒
若いということは︒そんな時 代
もあったなぁ︒
今団塊 の世代 は中途半端な年
齢です︒私に限っ て言え ば酒量
もそれ程 落ち て い な い し︑連続
ゴルフで も大 丈 夫︒前夜か ら の
釣行にも︑深夜までの音楽にも︑

旭電気︵株︶ 前田光久

早朝 か ら の 家 庭 菜 園 にも ︑他に
も・・・︑好奇心も向上心も落ちて
いないつもり︒だから︑お爺さんと
は言われたくない︒
しかし家庭では
孫からは当然﹁お爺ちゃん﹂
︒それ
は少しだけ嬉しい︒ではあるが︑家
内や 倅までにそう 呼ばれるのは 嬉
しくない︒
さて同友会では・・・昨年現役︵副
代表︶を引退したから︑
やっぱり
﹁お
爺ちゃん﹂か︒姥捨伝説では六九歳
になると︑
口減らしのために山に捨
てられたという︒一方で﹁老馬は道
を忘れず﹂との諺も︒
確かにあのエネルギーには
ちょっと欠けるかな︒
いやいや︑
ここでそれを認めるわ
けにはいかない︒
そこで皆さんにお
願い︒
まだまだ皆さんには負けませ
んので︵つもりですが︶
︑年寄り扱
いはもう少し待って下さい︒
老 害で 足手 ま と い に な ら な い よ
うにしますから︑
偶には優しくして
下さい︒
皆さんもいずれ通る道だから︒
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三重同友会事務局長
報告者：成川総一氏

◆第２講

「同友会理事幹事と自社のあゆみ」
報告者：三井義則氏 （株）ミツイバウマテリアル
代表取締役

ＳＷ２ＥＥＴみえ は、三重県中小企業家
同友会の委員会組織の１つ 共同事業創造委
員会（ビタミンみえ） の中の１つのグループ
です。ＮＰＯ法人としてのＳＷ２ＥＥＴみえ
も同じメンバーで構成しています。
今回の総会では昨年開発したナチュラルア
イを始め、現在事業化を進めている地球に優
しい環境配慮商品のこれまでの活動や今後の
展開について報告します。この機会にＳＷ２
ＥＥＴみえの仲間になって共に活動してみま
せんか？

三重同友会副代表理事

◆日時：５月１４日（金）
１８：３０〜２０：００
◆会場：同友会事務局４Ｆ会議室
※終了後、懇親会を行ないます

各支部総会・例会案内
桑名支部総会

北勢支部総会

テーマ『新規顧客開拓＋ブルーオーシャン
市場を見出そう』
〜今こそ営業できるホームページを！〜

テーマ『第１回同友産業展』

■日
■会
■講

時

平成２２年５月１７日（月）
１８：００〜２１：００
場 くわなメディアライヴ
桑名市多目的ホール
師 村上 肇氏
（株）創 社長

時

■会

場

■総 会
■総会会場

中勢支部総会

平成２２年６月２日（水）
１０：００〜１７：００
四日市市文化会館第１展示室
１８：００〜１８：４５
四日市市文化会館第４ホール

伊賀支部総会

テーマ『新しい市場づくりの
取り組みについて』
■日

■日

テーマ『選ばれる企業づくりと
仕組みづくり』
〜社長の役割と付加価値の付け方〜

時

平成２２年５月２５日（火）
１８：３０〜２０：００
■会 場 津なぎさまち
「ＢａｙＳｅａＳｋｙ」（ベイシスカ）
■講 師 杉本健司氏
（株）日硝ハイウエー 社長

■日

時

平成２２年５月１８日（火）
１８：００〜２０：３０
■会 場 伊賀上野交流研修センター
■報告者 市田淳一氏
（株）東海テクノ 社長

南勢支部総会

尾鷲・熊野グループ５月例会

テーマ『美しい日本の心』

テーマ『未定』

■日
■会
■講

時

平成２２年５月２７日（木）
１８：００〜２１：００
場 伊勢国際ホテル
師 中山 緑氏
（財）修養団伊勢いなほの会
会長
伊勢まつりすと 会長
皇學館大学評議員
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■日

時

■会

場

平成２２年５月未定
１９：００〜２１：００
サンプラザ

第１回理事会まとめ

ビデオプロジェクターを貸し出します
〜研修や展示会などプレゼンテーションに活用を〜

平成２２年度理事役割分担
（敬称略）

代表理事

服部一彌

副代表理事

天白拓治
西村信博
平松俊範
三井義則

相談役

高橋義弘
橋本正敏
前田光久
宮﨑由至

総務委員長
総務委員

経営者の共育ち委員長
経営労務委員長
共同求人研究委員長
社員教育委員長
企業リスク研究委員長
企業リスク研究副委員長
共同事業創造委員長
農林水産部会担当理事

水谷彰宏
市川さつき
下津浩嗣
杉山 保
門井恵介
酒徳正吾
西村信博
森川謙作
市田淳一
南川 勤
佐野明郎
下津浩嗣

桑名支部長
北勢支部長
中勢支部長
伊賀支部長
南勢支部長

古村世哉
門井恵介
野瀬岩朗
味岡康弘
菱田幸子

事務局長

成川総一

プロジェクターは今
までのパソコン・ビデ
オからの投 影と併せて
ＯＨＰとしてもご利用
頂けます。
【貸し出し要綱】
※貸し出し料金 １泊２日 ５，０００円。
※但し、事務局まで取りに来て頂ける方。また
は事務局が届けられることが可能な方である
こと。
※他団体での使用の場合は、一般の貸し物企業
に準じた料金を頂きます（２５，０００円）
※貸し出しの際の故障や破損等修理が必要に
なった時は負担をお願いします。

採用に役立つ事業のご案内
業務適性診断テスト
業務適性診断テストは、求職者の外面に現れる
性格と内面の性格を見るものです。検査結果から
はどのような仕事に向いているかがわかり、特に
採用時に面接だけではわかりにくい点を判断する
材料として最適です。

●検査料 １人 １，４００円（用紙、検査料）
（共同求人研究会参加者は、１，０００円）

知的能力診断テスト
知的能力診断テストでは検査の結果から言語
理解力や推理力、表現力といった事がわかりま
す。求職者の持っている能力や資質を判断する
のに最適です。

●検査料 １人 １，２００円（用紙、検査料）
（共同求人研究会参加者は、８００円）
◎詳しくは 、同友会事務局までお 問い合
せ下さい。 TEL 059(351)3310
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