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激動を良き友に、 自社の新たな形を創造しよう！
〜あなたの会社の強みはなんですか？〜

http://www.mie.doyu.jp/
E‑mail mie‑doyu@eos.ocn.ne.jp

自社の経営を語り合い企業変革の原動力へ
〜２３年度の支部活動がスタート〜
一部の支部を除き５月には各支部総会が開
催されました。各支部の方針は、三重同友会
平成２３年度の活動テーマ「激動を良き友に、
自社の新たな形を創造しよう！〜あなたの会
社の強みは何ですか？〜」を反映した支部活
動方針となっています。各支部共に時代に合
わせた「企業の変革」を方針に挙げており、そ
のためにも自社の強みの再確認・新たな強み
の創造を「自社の経営を語る活動」を通じて
深めていく所存です。
また、支部それぞれにおいて、昨年度から
引き続き行なっている新たな取り組みをさら
に発展させていく事が図られています。桑名
支部・北勢支部では、引き続き課題テーマ別
のグループ会活動から、より実践的な経営課
題を学ぶ方針が打ち出されており、中勢支部
でも 今 ま で は形 骸 的 に な っ て い た ４ つ のグ
ループ会を活性化させ、原則毎月開催してい
く事が 方針として挙 げられています。また、
南勢支部でも「本音の交流」の場として年６
回、経営を語る会を引き続き開催していく予
定になっています。

（中勢支部総会の様子）

昨年から始まった桑名支部・シニアクラブ、
中勢支部・パイオニアクラブも普段の例 会と
は違う雰囲気で 後継者問題や 世代交代といっ
た課題について 語り合い、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引
き続き開催していきます。また、伊賀支部でも
今年度は世代を 超えた会員交流を図る取り組
みが企画されており、北勢支部の会員交流委
員会も引き続き ２０代から７ ０代までの世代
の幅を活かした交流が図られています。

会員相互の交流から変革の一歩を
〜まずは、支部行事への参加を〜
震災以降、状況は日々刻々と変化しており、
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。会員相互の交流 や実
践を通じて、自らの経営課題 を明確にして 変
革に取り組み、この激動の時代を良き友に、新
たな企業づくりへ向けて共に 取り組んでいき
ましょう。

（桑名支部総会の様子）
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≪支部総会 ・例会だより≫
中勢支部総会

テーマ
『社員に生きがいを与えた
日本一の知恵工場』
〜ベテラン社員の、知恵を引き出す〜
講師：松岡 浩氏
（株）タニサケ 取締役会長
売上げ高 ９億２千万
円、経常利益２ 億５千
万。利益率はなんと２
７％！中勢支部の支部
総会では、この驚異的
な利益率 を誇る会 社
「株式会社タニサケ」の
創業者・松岡浩氏（現会
長）をお迎えし、ご講演
（松岡氏）
いただきました。
株式会社タニサケはゴキブリだんご（商品
名：ゴキブリキャップ）の製造販売を行って
います。松岡会長は、高収益優良企業である
ことの秘訣として
（１）１ケ月に２００件以上の改善提案
（２）ありがとうカード
（誰かの良い行いに気付いた人が、そのこ
とを記入するカード。専用ポストに投函）
（３）社内報「フレッシュタニサケ」の
３，０００部発行
などをあげてみえました。いずれも、１７
年以上継続とのこと、驚きです！
改善提案については、業務の効率化や品質
向上が図れたことはもちろんのこと、会社が
提案を取り入れることで、一人ひとりの自信
につながり、笑顔がいっぱいの明るい会社に
なったそうです。明るい会社＝利益があがる
会社というのが松岡会長のお考えです。
また、松岡会長は「人生とは習慣である」と
もおっしゃいます。
「薄皮を 1 枚 1 枚重ねてい
くように、1 日 1日進歩するための良い習慣を
長〜く続けると、何年か後に変化が現れるん
や」。平凡と思われるようなことをやり続ける
こと、これこそが成功の秘訣なんですね。
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面白川柳や小噺を交 えての講演はとても楽
しく、あっという間に終了してしまいました。
松岡会長、どうもありがとうございました。
最後に、今回の講演の内容とは 異なります
が、ゴキブリキャップの商品開発〜値引きを
しない営業〜爆発的大 ヒットにいたるまでの
物語もたいへん面白く 勉強になります。ご興
味のある方は著書「ゴキブリだんごの秘密」を
ご覧ください！
（株）エスト 坂井治美
南勢支部５月例会

テーマ
『今の松風軒の在り方とこれから進む道』
〜なぜ

うなぎのなんけ を
松阪にオープン！？〜
報告者：南家 剛氏
松風軒 代表者

今月の例会 は、伊勢市
二見町で７０ 数年もの歴
史をもつ松 風 軒３代目南
家剛氏に報告 をしていた
だきました。今は松風軒
の伝統の味を 受け継ぐ南
家氏ですが、工業系の高
（南家氏）
専を卒業し、建設会社に
就職していました。しかし、創業者である祖
父の「商売はやったらやった分、見入りがあ
る。」という言葉と長男であるという自覚が、
南家氏を料理人にさせ、松風軒の３代目とし
て力を発揮しています。
自宅で冠婚葬祭をあまり行なわなくなった
今の時代、取り仕切る会館にリベートを納め
なければ、仕出しする先があまりないなどの
問題がでてきています。そのような中ですが、
冷凍食品・既製品は使わない完全手作りの安
心した弁当に賛同していただくお客様が増え
たことや、二見町の旅館へ素泊まりでみえる
お客様を旅館から紹介していただくという機
会が増えたことは松風軒にとってよい流れと
なっています。しかし、地域密着のお店であ
る松風軒は、先代から続くお客様が多く、新

規でのお客の獲得がまだまだできていない状
況です。そこで、若い層を対象としたメニュー
を作ることや、最近は反応が悪くなった折り
込みチラシをポスティングへ変更するなどの
対策を行なっています。
今年の４月にうなぎ屋をオープンした理由
は、松風軒のたれに自信があり、たれで勝負
したいという思いをずっと持っていたからで
あり、出店を松阪にした理由は、友人に条件
のよい射抜き物件を紹介してもらったという
経緯があったからでした。しかし、飲食店は
立地が一番大切と考えている南家氏は、自ら
松阪へ行き自分の足で歩き、通りより一つ中
に入っているが、交通量があることや、新築
が着工されている様子を見るなど、自らマー
ケティングを行なっています。また、そんな
中でも 一 番 力を 入れ た の はメ ニ ュ ー構 成で、

うなぎ屋＝丼 ではなく、松風軒の良さを取
り入れたメニューにし、米はねばりのある地
元の
御糸米 にこだわっています。４月の
オープンから２ヶ月が経った今、非常に順調
で、特に土日は満席が続いている状況です。
最後に南家氏より、
「今後、小さいながらも少
しずつ新しいお店を展開していきたいと思っ
ているが、その際法人化した方がいいのかど
うか悩んでいるので皆さんのご意見をお聞か
せください。」といった会場への質問の投げ掛
けは、普段の例会とは少し違った雰囲気とな
り、報告後のバズセッションでは、
「自らが松
風軒の店主であれば、これからどうしていく
か？」というテーマで話し合いをし、南勢支
部の心の温かさを感じる例会となりました。
事務局 金澤宏樹

紙を、紙と紙官に分けることのできるプレス
機を改造し独自に開発 した『エコマッキー』
と呼ばれる大掛かりな機械もありました。
〜カエルの見学会へ行ってきました 〜
実はこの改善提案は、社員さんから出てき
今回の訪問は、四日
たものなのです。１つ提案すると提案料が貰
市で大型 のクラフト
え、採用されると報奨金が出る仕組みになっ
紙袋を製造加工し て
ているのですが、それでも最初はなかなか出
いる、平松産業株式会
てきませんでした。改善活動の主担当者が積
社が主催する カエル
極的に提案し改善を行なっていくことで、今
の見学会 に参加させ
では、月に１００件の提出数 となりました。
ていただきました。皆さんもご存知 の通り、
社員による一つ一つの改善が、業務をスムー
三重県中小企業家同友会副代表理事 をしてい
ズにさせ 、単純 な人 的ミ スを 減ら す と と も
ただいている、平松氏の会社です。この カ
に、考える集団にすることができます。
エルの見学会 は変える（改善）とカエルを
皆 様、是非次回 の
かけて名づけられ、改善活動をより多くの人
カ エ ルの 見 学 会 に
に見てもらいアドバイスをいただくことや、
参加されてはいかがで
真似して役立ててもらうことを目的に始めら
しょうか。また、改善
れました。
事例をＨＰでも紹介さ
今回で８回目となる カエルの見学会 で
れています、すぐにで
は、楠工場、本社工場内で計１０個の改善箇
きることから、中には非常にユニークな取組
所を各担当者に熱くその改善ポイントについ
もありますが、
『 少しでも現状を変える』とい
て説明していただきました。たくさん並んだ
うことは大切な取組で、停滞が生み出すもの
ギアのサイズが一目で分かるように、サイズ
は何もありません。一度ＨＰを覗いて見ては
が記入されたマグネットを貼 り付けるなど、
いかがでしょうか。
（事務局 金澤）
ちょっとした工夫で業務がスムーズに行なわ
アドレス http://hiramatu‑sangyou.com/
れるようになる改善から原紙ロールに残った

『復活!!会員訪問日記』

3

こんの

新会員のご紹介（敬称略）
（２３．３．２３〜２３．５．１９）
いき

ふみたか

伊木史貴 （有）コーブンシャ
四日市市笹川３丁目４８
取締役
０５９（３２０）０３２０
業種 介護福祉事業、オフィス用品・
業務用ソフト販売
北勢支部 紹介者：稲垣孝彦
いしもり

業種

まつもと

まつうら

としのり

松浦利徳 （有）フジカワ 津支店
津市上浜町２−２２３
支店長
０５９（２２９）５２４５
業種 保育用品販売、営繕事業、情報事
業、マザーワークマネジメント
中勢支部 紹介者：安藤大作

まさき

石森正樹

かつとし

今野克俊 （株）サノプランニング
四日市市西新地７−３
常務取締役
０５９（３５５）３３００
業種 飲食店の経営、飲食店の企画運営
北勢支部 紹介者：佐野貴信

日本興業（株）
桑名市大字矢田３９０−１
代表取締役
０５９４（２２）３３３５
土木工事一式、砂利採取・販売
家屋解体、産業廃棄物収集運搬業
桑名支部 紹介者：片岡徳一

会 員 変 更 の ご 連 絡（ 敬 称 略 ）
ごとう

後藤
いとう

わたる

渉
あつし

日商器材（株）
（旧会員：後藤 武）

伊藤敦司 （株）
スポーツインフォメーション
（旧会員：清水茂司）
かわきた たつみ
川北辰実 （株）カワキタエクスプレス
（旧会員：駒田隆雄）
みやばやし まさあき
宮林正晃 （有）宮林金庫店
（旧会員：宮林加代）

しんご

松本信吾 （株）松本薬品
伊勢市御薗町高向２０１８
代表取締役
０５９６（２４）２１００
業種 塗料・工業薬品・医療用ガスの
加工販売
中勢支部 紹介者：高尾聖一

企業名等変更（敬称略）
いのうえ

ごろう

井上五郎

︵株︶六晃電気産業
水越
多加夫

今年度桑名支部支部長を拝命いたしました︵株︶
六晃電気産業の水越多加夫と申します︒
父親が創業した電気工事屋を五年前より継承して
おりますが︑
いい歳をして未だにロックが大好きで
おやじバンド︵ギター︶もやっております︒
経営者でありながらカリスマ 性には程遠く難しい
事もあまり得意では無いので︑
なるべく分かりやす
い方針の元︑
みんなの力を最大限引き出して総力を
結集し社是である﹁喜ばれ役立つ﹂の実践をいつも
考えております︵それしか出来ない・・涙︶
︒
学校の先輩でもある服部代表理事の県方針
﹁激動
を良き友に ︑自社の新た な形を創 造しよう ！﹂の
元︑支部方針﹁自社がこうなりたい︑という姿を描
いて行動しよう！〜自社の強みが見えていますか？
〜﹂を作りました︒
自社が将来必ずこうなりたい︑
という姿を経営者
は四六時中思い続け︑
達成するための方法を考えて
具体的に実行し続ける事だと思います︒
思い続ける
人にしか﹁商いの女神﹂は見えないと聞きます︒ま
た企業の器は経営者の器の大きさで決まると思いま
す︒
器をいかに大きくしていくか？それには正直自
分が一番苦手としている﹁挑戦﹂という努力が必要
であると自分に言い聞かせています︒
それがないと
企業は衰退していくでしょう︒
自社がこうなりたい︑
という姿を具体的に描いて
行動する事を︑今年の学びの方針といたします︒ど
うか宜しくお願いいたします︒
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︽同友コラム︾

井上五郎税理士事務所
桑名市大字西方６２０
アネシスビル３Ｆ

各支部例会・総会のご案内
北勢支部６月例会

桑名支部６月例会
テーマ『服部代表理事発！
強い ハツメック創造計画！』

テーマ『同友会リーダーとして学んだ事』
〜自社の強みを活かして
激動を乗り切る！〜

■日

時

■日

時

■会

場

■会

場

■報告者

平成２３年６月７日（火）
１８：４５〜２１：００
桑名中央公民館
服部一彌氏
（株）ハツメック 代表取締役
三重同友会代表理事

■報告者

中勢支部６月例会

伊賀支部６月例会

テーマ 『震災後、世界経済の動向と
日本のものづくり』

テーマ『未定』

〜地域中小企業が生き残る道〜

■日

時

■会
■講

場
師

平成２３年６月１５日（水）
１９：００〜２１：００
四日市農協会館５Ｆ
ＪＡ第１ホール
門井恵介氏
東海運輸建設（株） 代表取締役
三重同友会北勢支部長

（内容が決まり次第ご連絡いたします）

平成２３年６月２２日（水）
１８：４５〜２１：００
松阪フレックスホテル
真田幸光氏
愛知淑徳大学ビジネス学部
教授

南勢支部総会

尾鷲・熊野グループ６月例会

テーマ『遠くて近い。
ポーランド人と日本人の好感情の源泉』

テーマ『今年度のグループ会活動について』

■日

時

■会

場

■講

師

平成２３年６月８日（水）
１７：３０〜２１：００
伊勢国際ホテル

エヴァ・パワシュ
＝ルトコフスカ氏
ワルシャワ大学東洋学部日本学科
教授
■懇親会参加費：３，０００円
※講演は日本語です
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■日

時

■会

場

６月７日（火）
１９：００〜２１：００
尾鷲商工会議所 ２Ｆ会議室

第２回理事会まとめ
１、各種報告事項
① e.doyu 管理担当者事務局臨時会議（略）
②共同求人研究会合同企業説明会（略）
③農林水産部会総会（略）
④ＳＷ２ＥＥＴみえ総会及び共同事業創造
委員会研修会の報告について、小黒ＳＷ２
ＥＥＴみえ理事長より報告されました。
合わせて小黒氏が岩手同友会へ復興支援と
して訪問された際の現地状況について報告
されました。

２、正副代表理事会議の報告

開催することが承認されました。
理事幹事研修会
日時 ７月２９日（金）
１４：００〜１９：３０
会場 四日市農協会館
・第１９回経営研究集会については実行委
員会形式で進めることとし、実行委員長に
ついては主管支部の中勢支部より選任いた
だくこととしました。また予算についても
承認されました。
２） ＩＴＮｅｔ研究委員会（略）
３） 経営労務委員会（略）

４、 入退会者及び会員変更の承認・前回理
事会以降の活動報告について（略）

・第２９回定時総会について、感想と反省
点を話し合いました。
宿泊形式での開催については、じっくりと
経営について語り合いができたことや例年
とは違った変化があったことなどで好評が
得られました。しかしグループ長との打合
せ不足や駐車場についての対応など会場側
との事前打合せ不足など今後の課題として
申し送りすべき点も上げられました。
・中国上海に電気電子製品・技術及び関連
製品の販売展示場開設の取組みついて、高
橋相談役より提案され、承認されました。
今後新たなビジネス展開を図る上で、中国
をいかに活用していくかという点に対して
は多くの企業が関心を持つところでもある
ため、将来的には電気電子以外の分野への
拡大も含めて取り組むこととします。活動
母体としては有志による自主活動グループ
を設立し、三重県との連携を図りつつ進め
ていくこととしました。

５、その他
・みえ次世代育成応援ネットワークより５
周年記念事業及びわくわくチャレンジタウ
ンへの参加協力について、会員への広報活
動と併せて参加を呼びかけていくこととし
ました。
・三重県社会福祉協議会からのＮＰＯ法人
『共同受注窓口みえ』への会員加入及び理事
選任のお願いについては、ＮＰＯの理事は
企業における取締役にあたるため、同友会
会員が組織を代表して就任することは困難
な立場であることから辞退することとし、
賛助会員として参画していくこととしまし
た。
・成川事務局長より７月５日〜６日の全国
総会（北海道）への参加依頼がありました。

３、委員会の報告
１） 総務委員会
・４月度月次決算について（略）
・第２９回定時総会の人数と決算報告（略）
上述の申し送り事項を今後に反映させてい
くこととしました。
また次回定時総会の主管支部は、北勢支部
にお願いすることを申し合わせました。
・理事幹事研修会については、以下の通り
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