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各支部総会が一斉に開催され、
２０１０年度の活動がスタート！
〜自社の経営を語り合い、 実践交流から学ぶ活動づくりへ〜
南勢支部では昨年度に引き続き、
「経営を語る会」で
の自社の経営を語る活動と企業見学を合わせた取り
組みの充実が掲げられ、伊賀支部においても、例会
以外に世代や会歴に関わらず会員交流を図る取り組

４月に行なわれた第２８回定時総会での活動方針
を受けて、５月には各支部にて一斉に支部総会が開
催され、２０１０年度の活動が始まりました。
各支部の方針では、激しく変化する激動の時代に
自社と自らの変革をもって適応していくことが前面
に打ち出されており、
「自社の経営を語る」活動をも
とに、支部活動を経営課題の実践交流の場と位置付
けていることが共通点となっています。

みが企画されています。
時代の変革期に入り、同友会の活動そのものが求
められる課題に合わせて応変しています。企画され
る様々な活動に積極的に参加し、自らの経営を語る
と同時に他社の取り組みから学び、会員相互の交流
と実践を通じて、この一年で「良い会社」
「良い経営
者」になったといえるように経営に取り組んで参り
ましょう。

また支部それぞれにおいて新たな取り組みも図ら
れており、桑名支部と北勢支部ではこれまでの グ
ループ会活動の充実を図るため、課題テーマによっ
てグループを編成し、年間の活動を通じて１つの
テーマを掘り下げて学ぶ方針が打ち出され、北勢支
部ではグループ編成に先立って各グループ長がプレ
ゼンテーションを行ない、自らのグループ活動への
参加を呼び掛けました。
そして桑名支部ではシニアクラブ（仮称）
・中勢支
部ではパイオニアクラブと、かねてより要望の声が
多かった会歴の長い会員の方々を対象としたグルー
プ会を設立しました。これは支部活動から離れ、自
らの経営について語る機会が少なくなっている環境
を改善し、後継者育成や世代交代の課題が大きく
なっている中で、改めて同友会活動への参加の呼び
水となる交流の場をつくり、会員交流の活性化を図
ることを目的としています。

（北勢支部総会行事として同友産業展が開催された）
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≪支部総会だより≫

南勢支部総会記念講演

テーマ

中勢支部総会記念講演

『美しい日本の心』

テーマ

講 師 中山 緑氏
（
財）修養団伊勢いなほの会 会長

『新しい市場作りの取り組みについて』
講 師 杉本 健司氏
（
株）日硝ハイウェー

代表取締役

先日、ラジオで聞いたこ
とですが、昨年、東京品川に
新築高層マンションが完成
し、敷地内に造園工事で池
ができました。造成した土
の中に、蛙がいたらしく、春
になると蛙の合唱。都会の

津とセントレアをつなぐ
港「津なぎさまち」の旅客船
ターミナルの隣に「ベイシ
スカ」という綺麗な商業施
設があります。今年の中勢
支部の総会はその２ F で行
われました。
記念講演の講師には、そ
のベイシスカを運営されて
（杉本氏）
いる（株）日硝ハイウェーの
杉本健司社長。日硝ハイウェー・・・って物流会社？

真ん中で蛙の鳴き声が聞こ
えるなんて、季節感があっ
（中山氏）
ていいじゃないですか。と
ころが、住民から、「うるさい」「騒音だ」との、ク
レームが．．．。蛙の除去対策で、池の水が抜かれてし
まいました。
で、ベイシスカ？なんで？と予備知識ゼロの私は困
藤原正彦先生も一昨年の講演で、
「日本人は虫の音
惑したのですが、杉本社長は講演の中で、なぜ運送
を風流と感じられる、他国の方にはノイズに聞こえ
屋がなぎさまちの高級レストランを運営しているの
る」と、言われていました。
か、どのような決断で10年弱の短い期間で十数社と
日本人の心は変化してきたのでしょうか。
の M ＆ A を成立させてこられたか、これまで、どの
今年、南勢支部では、
「美しい日本の心」という題
ようなことを心がけてこられたかなどを、
「すし屋の
目で、中山 緑氏に、日本人としての心のあり様に
大将」や「主婦のパチンコ」、
「サイコロの目」など、
ついてお話いただき、伊勢神宮を通じた日本人の心
経営とあまり関係ないと思えるようなたくさんの
について改めて考察する機会となりました。
キーワードを使いながら、
「新しい市場作りの取り組
まず、三種の神器「玉」
・
「剣」
・伊勢神宮のご神体
みについて」というテーマでお話いただきました。
話を聞いていると、杉本社長がされてきた数々の の「鏡」いわゆる国体に関し共通する言葉がありま
「心をみがく」ということです。古来より大事な
決断は一見すると奇抜にも思えるのですが、積極的 す。
な決断ができる理由として、いい情報を他より早く ものは「磨く」ということが欠かせません。そして、
受けられる仕組みを作ってこられたことで、いろん 「心をあらう」。正しい心も、時間の経過とともに、汚
な選択肢から一番自分に合ったものを選ぶことがで れがついてくる。それをメンテナンスしていく。日
本の言葉は「あや」があり、もうひとつの意味があ
きる。だから、一見奇抜な決断に見えても情報さえ
ります。
知っていれば、自分の中では固い決断ができている
内宮正殿の後ろに、荒祭宮（あらまつりのみや）が
ということが印象的でした。
あります。昔から困ったことや願い事があると、こ
質疑応答の時間には、数々の M&A を体験される中
の別宮に頼ってきたと言います。新しい仕事に着手
での人事のことや、二代目の悩みとして初代（先代）
するときや、困ったことが起きて先に進めなくなっ
との葛藤も積極的な決断の一因になっていることな
たときなどに、荒祭宮にお参りするとよいとされて
ど、最後には、失敗談も聞かせていただき、おしま
います。心をあらうことにより、新しい一歩を踏み
れつつの閉幕となりました。
出す力としたい。
（有）上野屋 佐々木幸太郎
都会の高層マンションの住民も、過酷な静養能率
主義の職場環境の中で、ビジネススキルは「磨きに
（３面に続く）
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磨き」をかけたでしょうが、心を洗わなかったため、
自然を受入れる余裕がなくなってきたように思いま
す。しかしながら、蛙は困難を打ち破り、池に今年
も出てきたらしいです。がんばれ！
伊勢日軽アルミ建材（株） 藤村 喜成

新会員のご紹介（敬称略）
（２２．４．１〜２２．５．２０）
いのうえ

井上

あおき

青木

たかはし

高橋

ごろう

五郎

ふゆき

冬樹

伊勢市小俣町湯田 1089‑5
代表取締役
０５９６（２５）６１００
業種 紙卸販売、包装資材全般
南勢支部 紹介者：吉川松喜
よしひろ
義弘 （株）高橋総合経営
桑名市西方 682
代表取締役
０５９４（８４）５１０８
業種 求人関連及び教育、中国
関連（プロモーション・コンサ
ルティング）
桑名支部 紹介者：三重同友会

いわぐち

ともふみ

岩口

知史

もりもと

森本

こまだ

駒田

井上税理士事務所
桑名市新西方 3‑13‑D‑102
所長
０５９４（２５）８２７７
業種 税理士業
桑名支部 紹介者：松永章吾
青木紙商事（有）

えいいち

栄一 （株）サポートプロ
鈴鹿市江島町 1 5 1 1 サトウビル
301
代表取締役
０５９（３８７）１５１４
業種 営業代理業（ＣＡＴＶの
取次業務）、電気工事（一
般家庭の配線改修）
北勢支部 紹介者：佐々木月子
やまだ
えいさく
山田 栄作 ＢＡＲＴＯＬＯＪＡＰＡＮ（株）
桑名市和泉 554‑1
代表取締役社長
０５９４（８４）６１０６
業種 インターネットによる通
信販売、アパレル等の卸
販売
北勢支部
紹介者：平松俊範
かさい
かつひこ
笠井 克彦 幸栄ベーカリー（株）
四日市市小古曽東 2 丁目 7‑27
部長
０５９（３４７）９６００
業種 パンの製造・販売
北勢支部 紹介者：稲垣孝彦

≪会員変更≫
えま
じろう
江間

次郎 （株）神広エージェンシー
津市上浜町 6‑21
０５９（２２５）２４３０
北勢支部→中勢支部
旧会員 松岡義人
さかきばら
じゅんじ
榊原 淳司 （株）マルユー
専務取締役
北勢支部 旧会員 榊原 勇

保育所ちびっこランド
イオン四日市北園
四日市市富州原町221‑2 イオン
四日市北店赤レンガ棟
園長
０５９（３６４）８５５８
業種 保育所
北勢支部 紹介者：平松俊範

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。

てつや

鉄也

しばた

柴田

モリノマシナリー（株）
津市雲出長常町字５の割1155‑1
取締役
０５９（２３５）０２５１
業種 一般産業用機械の製作・
据付
中勢支部 紹介者：青木啓

●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。

たかお

隆雄 （株）カワキタエクスプレス
亀山市白木町 60‑21
取締役部長
０５９５（８３）１６９０
業種 国内海外引越貨物輸送業
務、一般貨物輸送業務
北勢支部 紹介者：小菅伸一

●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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●シリーズ「同友会と私」第３１回

だくことができます。よろず相談のコンサル
タントのように頼りにしています。
そうは言ってもやはり例会が同友会活動の
基本であり、最大のメリットなので、なんとか
時間を作って例会出席 にチャレンジしたいと
思います。

「同友会と私」
（株）港屋

吉川政樹

同友会 に入会 して、
２ ０ 年 近 く 経 ち ま す 。 ≪研修会のご案内≫
入会し た て の頃 は、例
社員教育委員会
会にもよく 出席 してい
新入社員フォローアップ研修会
たのですが 、ここ？ 年
〜入社してからこれまでの自分を
位は、仕事の 忙しさを
振り返り、自ら描いた未来を
言い訳 に ほ と ん ど出席
つかむ力を身につけよう！〜
していません。
（朝が早
（吉川氏）
◆日時：７月６日（火）
い仕事なので）
１３：３０〜１７：３０
怠慢な会員の言い訳に思えるかもしれませ
◆会場：同友会事務局４Ｆ会議室
んが、例会に出席して勉強し、刺激しあい、切
◆参加費：３，０００円 （資料代・諸経費含）
磋琢磨することだけが同友会のメリットでは
◆講演１
ないと思っています。とても大切なことだと
「会社で働くことの意義と経営者が求める社員像」
思いますが、それ以外にも同友会の素晴らし
講師：市田淳一氏
い活用方法があると考えています。
（株）東海テクノ 代表取締役
私は 困ったことや 相談 ご と が あ る場 合に、
◆講演２
事務局を利用しています。事務局に話をすれ
「先輩社員の経験に学ぶ！
ば、いろいろアドバイスしていただけるし、そ
私にとっての働きがい、生きがい」
の分野に詳しい会員や、既に問題に対応され
講師：山口祐佳里氏
た会員などへいろいろ話を聞いて教えていた
（株）百五経済研究所

市田淳一

︽同友コラム︾
一期一会ってやっぱり大切

︵株︶東海テクノ

今回初めて六月に北勢支部主催で同友産業
展というビジネスマッチングの展示会が開催
される︒例会とはまた一味違ったリアルな出
会いの機会になるに違いない︒
﹁出会い﹂と言えば︑世の中どっかで繋がっ
ているな・・としみじみ思うことが最近続け
てあった︒友人が本を出版したので︑記念に
どうぞと懇意にしている大学の先生から書籍
が送られてきた︒
その生物多様性に関わる本のイラストは磯
野宏夫という著名なイラストレータが描いて
おり ︑当社 が 十 年 以 上 採 用し て い る カ レ ン
ダーの画家であった︒その縁で愛知ＣＯＰ１
０のパートナー事業として︑氏の原画展を四
日市博物館で開催する運びになったのである︒
また︑インドの大きな検査会社から当社に
連絡があり︑仕事を 手伝ってほしいという︒
聞けば以前当社でゴアの﹁不都合な真実﹂を
今無き中映で上映した時に招待したＪＩＣＡ
の研修生が国の機関の人で︑その人が紹介し
てくれたとのこと︒
出会いってほんとに面白い︒
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各支部例会案内
桑名支部７月例会

北勢支部６月例会

テーマ『脱却』
〜恐れずにすべきこと〜

テーマ『本気が本物をつくる！』
〜問われるのは、あなたの覚悟です〜

■日

時

■日

■会

場

平成２２年７月６日（火）
１８：４５〜２１：００
桑名中央公民館 ２Ｆ
小黒正博氏
小黒硝子店装（株） 社長

■講

■報告者

■会

時

平成２２年６月１６日（水）
１９：００〜２１：００
場 四日市農協会館５Ｆ
ＪＡ第１ホール
師 井上 昇氏
（株）井之商 社長

中勢支部６月例会

伊賀支部６月例会

テーマ『企画力で勝負。
四日市の飲食市場に挑戦！！』
〜家族と社員の総力戦で「たまゆら
グループ」１０店舗目をオープン〜

テーマ『（未定）』

■日

時

■会

場

■報告者

平成２２年６月２３日（水）
１８：４５〜２１：００
カリヨンプラザ ３Ｆ
佐野 貴信氏
（株）サノプランニング

■日

時

■会

場

平成２２年６月２１日（月）
１９：００〜２１：００
未定

（内容が決まり次第ご連絡いたします）

社長

南勢支部６月例会

尾鷲・熊野グループ６月例会

テーマ『全社員経営を目指して』
〜経営計画を実践･継続して
会社がどう変わってきたか〜

テーマ『尾鷲の今後について
尾鷲商工会議所職員と語る』

■日

時

平成２２年６月２２日（火）
１９：００〜２１：００
■会 場 いせトピア 研修室１
■報告者 小林 健一氏
（株）ハヤシヤ商事 社長
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■日

時

■会

場

平成２２年６月１５日（火）
１９：００〜２１：００
尾鷲商工会議所 ３Ｆ会議室

・食品業界は大きく動かないが、リーマンショック
から１年遅れの昨年１１月に業界で１０％ダウンと
なった。しかし１月から色々な話が出ており、流通

第２回理事会まとめ
今回理事会の冒頭において代表理事・総務委
員長より、安藤事務局員の退職に伴い事務局に

改革の動きが起きている。
・今年１年は新商品開発に取り組み、毎月新商品を
１つは提案できるよう進めていく。また事業計画を
しっかりと作り、１１月に発表するために取り組ん
でいる。
・半導体事業の好調により、物流はフル稼働してい
る。しかし大手取引先の不正による製造停止によっ
て影響が出ることが懸念される。

負担がかかっており、新規採用を行なってもす
ぐには対応しきれないことを踏まえ、この急場
を乗り切るためにも各支部でもいろいろとご協
力頂きたいとの 提案が あ り、承認されました 。
またその上で事務局の負担軽減に繋がる施策案
など意見交換を行ない、新しい事務局体制を作
る良い機会として総務委員会と事務局で話し合
いを行い、改めて理事会に報告することとしま
した。

３、 委員会の報告
１、 各種報告事項
①中同協第２回常任幹事会の報告（略）
②農林水産部会総会の報告（略）
③ＳＷ２ＥＥＴみえ総会の報告について、今後の活
動は、多くの事案を出して活動をすすめ、新しいビジ
ネス作りに積極的に取り組んでいくとの方針も合わ
せて報告されました。

２、 正副代表理事会議の報告について
・秋までの同友会活動における重点課題について以下
の通り提起されました。
現在の情勢として、北勢地域を中心に一部回復の兆
しが伺えるが、全体としてまだ楽観視できる状況に
は至っていない。また国内でのものづくり事業は、車
産業を中心に海外へ移行する動きが進む中、その影
響を受けやすく、事業を維持していくためにも環境
面などで海外よりも高い技術力の保持など危機感を
持った対応が求められています。
今回の提起を受けて、理事会でも意見交換を行な
いましたが、時間の都合上、各社の現状についての報
告のみとなりました。主な内容は以下の通り。
・事業領域を拡大することを意識して、今までとは全
く異なる事業領域に取り組んでいる。自社の強みを
活かして、サービス業から製造業的な会社作りを
図っている。
・取引先においても販売や販路の拡大に向けた動きが
強まっており、費用もかけている。しかし建築系では
そうした動きもにぶい。自社では製造部門を持つこ
ととなり、新たな展開を考え取り組んでいく。
・公共事業は減っているが道路に関してはまだ落ち着
いている。しかし先々１０％位減少する見込み。撤退
していくところも多いので、細かなところをケアし
ながら業態転換を試みている。
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１）総務委員会報告
・ ４月度月次決算について（略）
・第２８回定時総会について、記念講演は概ね好評
でしたが、インターネットに限定した内容だと受け
止められたテーマだったので、誤解が生じたことに
ついて事前の議論が必要だった反省を踏まえ、今後
定時総会・経営研究集会での記念講演講師選定につ
いては、理事会で選定を行うことを申し合わせまし
た。
・ 理事幹事研修会については、当日の役割分担と予
算内容が報告され、承認されました。また、出欠の
返信を支部毎で支部長・幹事長に取り纏めをお願い
しました。
・ 会員名簿の作成について、生年だけでも記載を希
望される声が多く寄せられているため、次年度の作
成に向けて改めて意見を募集することとしました。
・ 安藤事務局員の退職と新規事務局員採用募集につ
いて別紙内容が報告され、承認されました。
２） 社員教育委員会（略）

４ 、入 退 会 者 承 認・前 回 以 降の 活動報告（略 ）
５、その他
・第１８回経営研究集会実行委員長に（株）東海テ
クノ 市田淳一氏が選出され、承認されました。

