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委員会活動が本格スタート
〜求められる課題に対応した委員会活動を〜
トを得た、自社とは関係が 無いと思っていた
が見方を変え れ ば自社に取り 入れられると感
じた。今まで疑問だ っ た部分を具 体 的に聞く
事が出来た、悩みを解決する糸口を得たなど、
概ね好評です。
今後、８月〜９月には 経営者の共育 ち委員
会が「自己啓発セミナー」を、共同求人研究会
が「採用した社員 が会社に定着 するよう人が
辞めていかない 会社作りのセミナー」の開催
を予定しております。また、農林水産部会でも
７月〜８月に第１１回目となる「なんでだ
ろー探検隊」を開催予定です。

４月の定時総会以降からスタートした委員
会活動も本格的に動き出してきました。今年
度新たに活動を始めたＩＴＮｅｔ研究委員会
では、７月１５日に第１回目となるセミナー
を開催します。
「 変わりの企業はいくらでもい
る」と言われた下請けから自社技術の掘り下
げとＩＴを活用し顧客への直販や新規事業へ
の展開を行なってきた事例から学びます。ま
た、この夏全国的に電力不足・節電が叫ばれ
る中で、企業リスク研究委員会はその対応だ
けでなくコスト抑制観点からも節電に対する
正しい知識と継続的に行なえるように企業の
節電セミナーを７月８日に開催します。社員
教育委員会でも入社３年未満の社員を対象と
して、改めて自分自身の人生や働く目的につ
いて考え、社会人としての自覚と意識を高め
て人間的成長を図る研修会を７月１５日に開
催します。
またすでに５月には共同事業創造委員会主
催で、
「 今こそ健康を考えよう！健康住宅から
健康増進住宅へ」と題し、生活と健康の観点
から新たなビジネスチャンスを探る研修会が
開催され、６月には経営労務委員会が「労務
問題見直しセミナー」を開催し、数年前から
変更されていない就業規則が持っている怖さ
と今起きている様々な労務問題について学ぶ
セミナーを開催いたしました。どちらのセミ
ナーも参加者からは、当たり前のようで中々
気が付かない視点からのお話しで新たなヒン

自社の課題解決に向けて 、他者の経
験や知恵から解決のヒントを！
上記以降もそれぞれの委 員 会で企業の抱え
る悩みや様々な課題を解決するためのセミ
ナーを順次予定 しております 。同友会の委員
会活動はセミナーへの参加はもちろん、自ら
抱える課題や悩 みを話し合えることが出来る
場でもありますので、ご
興味や関心のある方は事
務局までお問い合わせ下
さい。
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≪支部総会 ・例会だより≫

で唯一人口が増えている市場・・）、円相場（日
本の経常収支が悪化するという前提なら、年
末までには＄＝９５円になり、２、３年後には
＄＝１２０円ぐらいまで・・・）などなど、今
後の世界経済の動向について、日頃、目先の経
営課題にばかり意識がいきがちな中小企業経
営者にも、わかり易い言葉で話ししていただ
きました。
（株）松本薬品 松本信吾

中勢支部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』
〜中小企業が生き残る道〜
講師：真田 幸光氏
愛知淑徳大学ビジネス学部教授
まずは 、講師の真 田
先生の、慶応大学野球
部の「声だし」で鍛えら
れた、その声量 に圧倒
されました。なるだけ
講演は前 の方で 聴こう
と意識しておりますが、
今回だ け は、一番前に
座らなくてよかった・・
（真田氏）
と思ったくらいの迫力
でした。人前で話しをするということは、話
の内容だけでなく、声の大きさ、話かたが重
要だなと再確認させていただきました。以下、
今回の講演のなか、自分の印象に残っている
部分を抜粋して書かせていただきます。
海外にビジネスを拡大することによるリス
クについて、１．言葉の違い、２．通貨の違
い、３．法律の違い、４．製造基準、環境基
準の違い、５．会計基準の違い、があり、こ
れらのリスクは小さくない。ゆえに、海外に
事業を拡大する「確固たる」理由、戦略がな
ければいくべきでない（甘く考えるな！）。こ
れらリスクを踏まえたうえで、自社の事業が、
海外に事業を広げる「理由」があるかどうか
考える時、その事業が「マスのビジネス」か
どうかという視点で考えると答えが見えてく
る。「マスのビジネス」を言いかえれば、「マ
ニュアル化できる技術かどうか」。その事業が
マスのビジネスであるなら、その企業の経営
者が好む好まざろうと、海外との競争に巻き
込まれていく。そのことを自覚し、備える必
要がある。
最後、質疑応答を交えながら、中国市場、そ
の他有望な市場はどこか（アメリカは先進国
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南勢支部総会

テーマ
「遠くて近い。ポーランド人と
日本人との好感情の源泉」
講師：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

総会において、安藤茂
樹新支部長・中村幸弘新
幹事長をはじめとする
新執行部、予算等が満場
一致で承認され、めでた
く新体制がスタートし
ました。
（エヴァ氏）
記念講演では、ポーラ
ンド・ワルシャワ大学東洋学部日本学科長の
エヴァ・パワシ＝ルトコフスカ教授に「遠く
て近い。ポーランド人と日本人との好感情の
源泉」とのテーマで御講演を頂きました。教
授は１９９０〜９１年、９６年に東京大学に
留学、９３年には立教大学に留学され、日本
近現代史がご専門で日本に関する著書も多く、
現在の天皇陛下がポーランドを訪問された折
には、ワルシャワ大学の案内役も務められた
との事です。
ポーランドと日本の国交が樹立されたのは
１９１９年ですが、両国民の交流はそれ以前
に遡ります。ポーランドでは１９世紀末から
２０世紀初頭にかけて、西欧を経由して紹介
された 日本文化 が文学界 や美術界 で流 行し、
またポーランド人による民俗学、地理学の研
究や日露戦争の勃発がポーランド人の日本へ

の関心を高めたとの事です。そして国交樹立 のユダヤ系ポーランド人・リトアニア人に日
された１９１９年にワルシャワ大学に日本語 本通過査証を発給しナチスの迫害から救った
「命のビザ」が日本でも有名になりましたが、
講座が開設されました。
日露戦争時には松山の捕虜収容所に収容さ ポーランドと日本には古くから様々な縁があ
れていたロシア軍捕虜の約３割は連れてこら り、私自身ポーランドを身近に感じられるご
れたポーランド人であったとの事です。その 講演でした。
懇親会にはエヴァ教授にもご参加頂き、皆
後帰国することなく日本で生涯を終えられた
方が多くいらっしゃり、教授は日本全国にあ 大変盛り上がった懇親会になりました。懇親
るそうした方々のお墓を実際に訪れ、墓名を 会中行なった東日本大震災チャリティオーク
調べて、ポーランドの遺族の方々に日本での ションでは、会員皆さんの持ち寄ったお宝が
お墓の所在を紹介する事が大変喜ばれている 人気を博し、高値続出？合計５６，６００円
とのお話でした。最近では杉原千畝リトアニ を義援金と致しました。
（有）大玉溶材 玉木義裕
ア・カウナス日本領事館代理が約６０００名

新会員のご紹介（敬称略）
やまじ

（２３．５．２０〜２３．６．２２）
わかばやし

ひろき

若林弘樹

業種

わだ

スズカン（株）
四日市市九の城町５番８号
代表取締役
０５９（３５１）５１３１
業務用・家庭用 LP ガス販売、業務
用厨房設備機器・道具・食器・
洗剤販売
北勢支部 紹介者：佐野貴信

やまおか

うえだ

みきや

山岡幹也 （有）山岡運輸
津市高茶屋小森町１５２５
代表取締役
０５９（２３４）６１５８
業種 一般輸送、積合せ配送、倉庫及び
流通加工
中勢支部 紹介者：藤川勝彦

あきお

和田明夫 （株）スズカコミュニケーションズ
鈴鹿市算所１丁目１４−３３
代表取締役
０５９（３８９）５１６７
業種

はるお

山路春夫 （有）山路工務店
多気郡大台町新田３１９
代表取締役
０５９８（８５）００６９
業種 建築業
中勢支部 紹介者：元坂 新

さとう

ひであき

佐藤秀昭 （株）佐藤商事
四日市市南小松町１９９４−２
代表取締役
０５９（３２０）１９２３
業種 一般貨物自動車運送事業
北勢支部 紹介者：平野一成

OA 機器・通信機器販売、回線・
コンテンツ販売等
北勢支部 紹介者：末松利之

こうへい

上田耕平 （株）おにぎりの桃太郎
四日市市久保田１丁目６−５４
常務取締役
０５９（３５２）２１９５
業種 おにぎり・弁当・お惣菜の製造
・販売
北勢支部 紹介者：平松俊範

会 員 変 更 の ご 連 絡（ 敬 称 略 ）
こんどう

あきのり

近藤秋徳 （株）ビコーインプレス
（旧会員：近藤正澄）
すえまつ ひろひと
末松宏仁 （株）スズカコーポレーション
（旧会員：末松利之）
なかむら ひろき
中村弘樹 （株）直三衣裳店
（旧会員：植松悦子）
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社員教育委員会
新入社員フォローアップ研修
■日時：７月１５日（金）
１３：３０〜１７：３０
■会場：同友会事務局４Ｆ会議室
講演①「会社で働くことの意義と
経営者が求める社員像」
講師 松岡祐司氏
（株）
ｱｻﾌﾟﾘﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役
講演②「先輩社員の経験に学ぶ！
私にとっての働きがい、生きがい」
講師 安田政宏氏 九鬼産業（株）
■参加費：３，０００円

﹃もっと早く同友会に入ればよかった！﹄

旭鍍金︵株︶ 藤川

勝彦

今年度︑中勢支部長を 務めさせていただく事 ではない﹂との思いが強かったからです︒今に
になりました︒よろしくお願いします︒
して 思え ば こ の時 同 友 会に 入会 し て お れ ば︑
折角の機会 ですので自己紹介を簡 単にさせて 多くの先輩のアドバイスがいただけ︑自分の
いただきます ︒一九七五年に 鈴鹿高専を 卒業し やりたい事︑やらねばならぬ事︑自分の気づき
た後大阪の塗料会社に就 職しましたが︑一九八 の外にある未知なる事柄又他社ではどのよう
三年にＵタ ー ンで生まれ 故郷に帰ってくる事に な経営をしているのか 等︑頭を整理する事が
なり︑縁があって旭鍍金︵株︶に入社しました︒ 出来た事でしょう︒もっと楽に 社長 に な
この時二八才でした︒以後旭鍍金︵株︶において れたであろうと思うと 悔やまれます︒私が思
要職につくまでになってはおりましたが︑同族 うに同友会は次に社長 になる予定の人が学ぶ
会社でありますのでそれ 以上は考え た事があり 場として活用するのが 最も適しているように
ません︒しかし訳があって二〇〇 一年に代 表 取 思います︒しかるべき時に備えてしっかり知
締役社長に就任する事になりました︒
識を蓄え︑慌てふためく事が無い 様に準備す
私が突然社長就任した 年は皆 様 記 憶にあるで るのが肝要でしょう︒当社においても会員を
しょうか︑ ＩＴバブル がはじけた 年 であり 次期社長︵三六歳︶と交代しようと考えていた
業績が創業以来初めての 赤字を計上 してしまう 矢先 の 支 部 長 要 請 で ︑交代 が 少 々 先 送 り と
始 末 に ︒﹁ 俺 が 社 長 に な っ た と た ん に 赤 字 か なってしまったのは残念でした︒
よ！﹂
﹁社長って何すんの？﹂って相談相手も無
最後に今年度の当社最大の課題は経営計画
く︑もがき苦しみそして悩みながら突っ 走りま 書を作成する事です︵そうなんです︑当社では
した︒ある人から聞かされた言葉﹁社長と専務の 恥ずかしながら未だに 作れてないのです︶そ
差は︑専務と新入社員の差より大きいぞ﹂を痛感 して経営目標を達成するための人材育成計画
したものです︒
︵これも無いのです︶を併せて作製し︑更に賃
その当時か ら同友会へのお誘いをいただいて 金制度とリンクさせる 予定です︒その為には
おりましたが ︑入会させていただきましたのは 経営理念の見直し に ま で踏み込む事になると
二〇〇五年︑五一歳の時でした︒なぜ入会をため 思われます︒一年で出来ないかもしれません
らったのかと 云いますと﹁自分はサラリーマン が︑更なる飛躍を目指して 全力投球あるのみ
社長であり経営者ではあっても事 業 家・企業家 です︒
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︽同友コラム︾

ＩＴＮｅｔ研究委員会
■日時：７月１５日（金）
１８：００〜２０：００
■会場：同友会事務局４Ｆ会議室
○講演テーマ
「下請けからネット販売へ、
大ヒットはこうして生まれた！」
〜要点は顧客視点への切り替え、
ギャップとストーリー〜
講師：錦見泰郎氏
錦見鋳造（株） 代表取締役
■参加費：２，０００円
※参加のお申込・お問い合わせは同友会
事務局までお問い合わせ下さい。

≪研修会のご案内≫

各支部例会のご案内
北勢支部７月例会

桑名支部７月例会
テーマ『水越支部長発！
シビれる！ 六晃電気産業創造計画！』

テーマ『明日のある今日を生きる』
〜経営者のモチベーションが
会社を変える〜

■日

■日

時

■会

場

■講

師

■会

時

平成２３年７月１２日（火）
１８：４５〜２１：００
場 （株）六晃電気産業 会議室

■報告者

水越多加夫氏
（株）六晃電気産業

代表取締役

平成２３年７月２０日（水）
１９：００〜２１：００
四日市シティホテル
茜・蘭の間
伊藤智也氏
プロ車椅子レーサー
北京パラリンピック金メダリスト

中勢支部７月例会
南勢支部７月例会

伊賀支部７月例会
テーマ『未定』

テーマ 『窮地における経営者の心理』
〜経営者にしか話せない経営者の本音〜
■日

時

平成２３年７月２７日（水）
１８：３０〜２２：００

■会

場

ホテル・ザ・グランコート津西
カフェ＆レストラン Ｅ−ｍａ

（内容が決まり次第ご連絡いたします）

■パネリスト
梅本典男氏
サンユー技研工業（株） 代表取締役

前田幸秀氏
（有）前田金属

尾鷲・熊野グループ７月例会

代表取締役

吉田利明氏
（株）三重電気システム

■コーディネーター
山口友美氏
キャリアフェイス

テーマ『会社存続は、
人と仕事があってこそ！！』
〜力強く、柔軟に・・・雇用を生みだし
独自性あふれる企業へ〜

代表取締役

代表

■日

時

■会

場

■参加費：５，０００円
◎パネルディスカッション後のグループ討論は

７月１２日（火）
１９：００〜２１：００
尾鷲商工会議所 ３Ｆ大ホール

食事を摂りながら語り合います。

■報告者

※今回の例会は中勢支部・南勢支部合同例会と
して開催します。
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西村信博氏
（株）誠文社

代表取締役

第３回理事会まとめ
４、２３年度各支部方針の確認（略）

１、各種報告事項
①中同協第４回幹事会（略）
②全国女性経営者交流会（略）
③中国宜昌市視察訪問（略）

５、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）

２、正副代表理事会議の報告

６、その他

・５月に入ってからの落ち込みは、単に震
災の影響が出ているだけでなく、リーマン
ショックの影響が続いており、同業他社な
どの新規参入によって市場占有率の低下を
引き起こしていることも起因している。
普段とは全く異なる変化をしているところ
を注視しながら、しっかりと情報を収集し、
対応を検討していくことが必要である。
・日銀による景気見通しも改善され、さま
ざまな分野で活動が活発化しており、自動
車産業においてはかなりのスピードで生産
活動が動き始めている。また省エネ・節電
商品を大手企業が作り始めており、今後こ
の分野の展開は更に加速してくことが予想
される。

・みえ次世代育成応援ネットワーク５周年
記念事業（７／１４）について、設立から
の支援関係もあり成川事務局長より理事各
位への参加のお願いがあり、会員各位にも
参加動員を図ることとしました。
・８月理事会の日程について、中同協幹事
会＆組織問題全国交流会に代表理事・副代
表理事が参加のため、８月２２日に前倒し
して開催することとしました。

採用に役立つ事業のご案内

３、委員会の報告
１） 総務委員会
・５月度月次決算について（略）
・理事幹事研修会の準備状況を確認し、出
席確認を各支部で詰めていただくことと
しました。
・第１９回経営研究集会の予算について別
紙の通り提案があり、承認されました。
・役員選考基準及び選出方法について見直
し提案があり、意見交換を行ないました。
今回の意見を叩き台として、年内を目処
に引き続き議論を重ねていくことを申し
合わせました。
２）経営者の共育ち委員会（略）
３）企業リスク研究委員会（略）
４）共同求人研究会（略）
５）社員教育委員会（略）
６）農林水産部会（略）
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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

