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第４２回中小企業問題全国研究集会
～中小企業の 力で、 地域復興と日本経済再生を～
私は今後この人たち

３月８日、９日、中小企
３月８日、９日、
中小企
業問 題 全 国 研 究 集 会 で福

（服部 一彌氏）

島に 行 っ て き ま し た 。そ
。そ

は仕事に戻れるのか
疑問に感じました。

うで す 。一年
。 一年 前 に 起 き た

そこを後にし津波

東日 本 大 震 災 、原発
、 原発 事 故
の現 地 で す 。中小
。 中小 企 業 家

の被害エリアいわき

同友 会 と し て ど う し ても

市四倉、 久の浜に向
市四倉、久の浜に向
かいました。途中に立ち寄った飯屋
かいました。
途中に立ち寄った飯屋 で流れて

福島 で や る べ き だ っ たの

いたＴＶ放送や車中の ラジオですが、三重県
ラジオですが、 三重県

でし ょ う 。全国
。 全国 か ら １ ６
００ 名 あ ま り が 集 い まし

とは全く違います。捜索依頼、
とは全く違います。
捜索依頼、東電保障の説
東電保障の説

た。これは結構な人数です
た。
これは結構な人数です 。
。しかし、
しかし、わが三
わが三

明が今も続けら れていました。
久の浜に着くと、目の前太平洋、
久の浜に着くと、
目の前太平洋、そして左
そして左

重県は報告者の服部代 表理事と座長の森川さ

手に破壊された漁船の 山が無造作に積まれて

ん、 成川事務局長を除けば 、
ん、成川事務局長を除けば
、三井さん、
三井さん、門井
門井
さん、私の３名の参加と、
さん、
私の３名の参加と、全国ワーストワン
全国ワーストワン

います。少し車を走らせると、
います。
少し車を走らせると、徐々に言葉を
徐々に言葉を
失っていきます。 さすがに瓦礫はなくな って
失っていきます。さすがに瓦礫はなくな
いましたが、住宅があったエリアは
いましたが、
住宅があったエリアは 鉄筋コン

の参加率かも しれません。
翌日、私と門井さんは、
翌日、
私と門井さんは、レンタカーを借り
レンタカーを借り

クリートを除き、基礎のコンクリートと
クリートを除き、
基礎のコンクリートと 水周

て郡山から津波の被災 地をこの目で見てきま
した。絆を感じ必ず復興する
した。
絆を感じ必ず復興する と思った全研の

りのタイルが残ってい るだけです。そしてと
るだけです。 そしてと

盛り上がりから、いきなり現実を見せ付
盛り上がりから、
いきなり現実を見せ付 けら

ころどころに家財道具 が落ちています。今で
が落ちています。 今で
も警察機動隊とかが乗 る車とパトカーがいま

れます。まずは仮設住宅エリア
れます。
まずは仮設住宅エリア に向かいまし

して数名の警察官が小 雨の中捜索しているの

た。 一時期の粗悪な住宅と 違いなかなかの作
た。一時期の粗悪な住宅と
りです。しかしこの重たい空気は何なので

か、警備しているのかチー
か、
警備しているのかチー ムを組んで歩いて
います。 あまりの景色に言葉無 く写真だけを
います。あまりの景色に言葉無
撮りま した。

しょうか。被災され職を失い支給
しょうか。
被災され職を失い支給 されるお金
で暮らす人の動きは妙にスローに思えます。

今福島は良しも悪しも原発と共にあります。

実際のところ土木、 建設などの仕事は多く あ
人間の弱さをまざまざと見せ付けられました。 実際のところ土木、建設などの仕事は多く
り働く事は可能です。働く心を失った人、
り働く事は可能です。
働く心を失った人、家
家
族も希望も失った人様 々な人がいる中、中小
々な人がいる中、 中小
企業家同友会のメンバ ーは企業を心の拠り所
として企業活動を続け て行ってくれる組織だ
と改めて思 いました。
（株）誠文社
（株）
誠文社
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西村

信博

≪支部例会だより ≫

中勢支部３月例会

『わが社が百年継続できた理由』
『
わが社が百年継続できた理由』

南勢 支部 ３月 例会

～ 百年企業に学ぶ社内改革
百年企業に学ぶ社内改革～
～

『付加価値を生むのは

報告 者：
者 ： 倉田

「創造力と信用力」』

（株）クラユニコーポレーシ
（株）
クラユニコーポレーシ ョン

～勤めていたホテルを買って分かったこと
勤めていたホテルを買って分かったこと～
～
報告 者：
者 ： 佐野

伸雄氏

代表 取締役

貴信氏

（株）サノプランニング
（株）
サノプランニング

株式会社クラユニコーポレーションは今年

代表 取締役

の２月に創業１
の２月に創業
１００周年を迎えられ、倉田伸雄
周年を迎えられ、 倉田伸雄
社長は３７
社長は
３７年間経営に携わってこられました。
年間経営に携わってこられました。

最 近 、“ 人 と 人 の 繋 が

三重同友 会の設 立直後 から入 会され ており、
社員教育や共同求人の活動など同友会の活動

り” という 言葉が 、
り”という
、経営
経営
者の方 々のお 話の 中に出

を通じて学んだことを積極的に自社に取り入

てきま す。その
す。 その“人と
“人と 人

れ実践され続けたことが、確かな実績につな
れ実践され続けたことが、
確かな実績につな

の繋が り”のなか
り” のなか で、
で、自
自

がっていることが報告を聞いてよくわかりま
した。

分が考 えてい るビ ジョン
の間に 、思いが
、 思いが けない 情

今回一番印象深かったのが、１９９７
今回一番印象深かったのが、
１９９７年から
年から

報やビ ジネス チャ ンスが

作成している経営指針について、１泊社員研
作成している経営指針について、
１泊社員研
突 然 出 現 し ま す 。 私 は 、 修や経営指針発表会で社長の思いを伝えてい
そのチャン スを生かす も殺すも、社長の判断
も殺すも、 社長の判断 るとの報告の中で、
るとの報告の中で、倉田社長が作成した会社
倉田社長が作成した会社
次第である と考えてい ます。今回報告を
ます。 今回報告を して の実績数値が入った初回と５年前に作成した
（佐野 貴信氏）

いただいた（株）
いただいた
（株）サノプラン
サノプラン ニング
締役

代 表取

佐野氏も、数年のうちにたまゆらグ

実物の経営指針を公開していただいたことです。

ループを多 店舗展開し ていったこ と、そして
と、 そして

実際の数値を多くの人に公表するのは非常に
ハードルが高いと思うのですが、今回クラユ
ハードルが高いと思うのですが、
今回クラユ

以前勤めていたホテル を買収したことなど、
“人と人の繋がり”から様々なビジネスチャ

ニコーポレーションの生々しい経営指針は非

ンスを捕ま れ、そのポジテ
れ、 そのポジテ ィブなすば やい判
断により事業展開 を成し遂げました 。

も経営指針作成の第１歩を踏み出すきっかけ
や次年度作成のヒント になったと思います。

例会の参 加者にとっ て佐野氏の ビジネス展
開、そして行動
開、
そして行動 の早さに驚 かされてい ました

私も以前ある会員の方に見せていただいた経

が、その決断の
が、
その決断の 速さは今の 経営者とし て大切
なものだと 感じました 。そして市場
。 そして市場 変化の激

作成のきっかけになりました。 三重同友会で
作成のきっかけになりました。三重同友会で
は経営指針作成を薦め、セミナーも毎年開催
は経営指針作成を薦め、
セミナーも毎年開催

しい今の時 代は、今までの行
代は、 今までの行 動の遅いビ ジネ
ス展開では 、その変化に
、 その変化に ついて行く ことがで

されているものの参加数が少なく、必要性や
されているものの参加数が少なく、
必要性や

きないのも現状なのだ と気づかされました。

踏み出しきれない経営者が多いように思います。
また今回の例会は、経営指針作成のきっか
また今回の例会は、
経営指針作成のきっか

松下製材（有） 山口

浩典

常に参考になり、参加された皆さんにとって
常に参考になり、
参加された皆さんにとって

営指針が非常に参考になり、自社の経営指針
営指針が非常に参考になり、
自社の経営指針

重要性は感じながらもきっかけがなく作成に

け作りという面でも非常に良い例会でありま
したが、学んだことを着実に実行し実績を上
したが、
学んだことを着実に実行し実績を上
げる、 そしてその姿勢を常に忘れず謙虚に実
げる、そしてその姿勢を常に忘れず謙虚に実
践し続ける倉田社長の姿は、同じ経営者とし
践し続ける倉田社長の姿は、
同じ経営者とし
て見習うべき点が多く、学び多い同友会らし
て見習うべき点が多く、
学び多い同友会らし
い例会だった と思います。
（倉田 伸雄氏）
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下津醤油（株） 下津

浩嗣

●会員企業訪問日記
今回 訪問 させ ていた
だいたの は、桑名
は、 桑名支部
支部

『第３０回定時総会』

のインタ ーナシ ョナ ル

＜開催要項＞

トラベル オフィス
オフィス株式
株式

日

会社で す。企業の
す。 企業の 海外
視察やドイツでの体験・
視察やドイツでの体験
・

時

平成２４ 年４月２７日（金）
年４月２７日 （金）
１３：
１３
： ００～１ ９
９：
： ３０
（受付：
（受付
：１２
１２：
：３０～）

会

場

参加費

研修プ ログ ラム からは

ロワジー ルホテ ル四日市

じまり、海外でのス
じまり、
海外でのス ポーツ観戦 まで、
まで、個人
個人

６ ，０００
， ０００ 円

から企業向 けのありと あらゆる 旅行の手配
をしています。仕事はお客様にもらう
をしています。
仕事はお客様にもらう だけ、

（記念講演までの場合無料）

＜タイムスケジュール＞

なかなか新 しいサービ スを提供 できていま

１２：
１２
： ３０

受付

せんでした 。そんなある
。 そんなある とき、
とき、旅行会社に
旅行会社に

１３：
１３
： ００

定時 総会

１４：
１４
： ３０

記念 講演

は異業種の情報が集まることに気づきま す 。
は異業種の情報が集まることに気づきます
伊藤氏が間に入り、
伊藤
氏が間に入り、お客様同士をつなげると
お客様同士をつなげると

１８：
１８
： ００

パーティー

様々な
様々
な商品や販売ルートが新たにできあが
るのです。
るの
です。今では、
今では、MI
MI C DE LIGH T 株式会社を

また、欠席の方の委任状の送付をお願

立ち 上げ、イベント企画
立ち上げ、
イベント企画・
・ 運営をはじめ様々
な 提案 を 行い 、女性
、 女性 限 定の
定のワヒネハ
ワヒネハ ーフマ

いいたします。

ラソンの企 画・
画 ・ 運営に携わ ったり、
ったり、押切も
押切も

※詳細は同封のチラシをご覧ください。

え ちゃ んの 誕生 日
日ギフト
ギフト
として 写真を その まま本
場ベル ギーの チョ コレー

～ 新事務局員紹介 ～
３月２ １日より 、

トにす る「ミデ
る 「ミデ ィアム
ィアム・
・

新た に事 務局 員と し
て入 局し た廣 田直 己

ギフ ト ボ ッ ク ス ・ マ キ

と申 しま す。前職
す。 前職 で

シ カード」
カード」とい
とい う商 品を
提供したりし ています。

は、リー
は、
リー ス会 社に 勤

最近で は、産学連
は、 産学連 携の取

務し 代理 店営 業を 行
なってお りました 。

り組みから 岐阜大学と ゼロテン 株式会社を

３０ 歳を 前に 地元 に

設立し、 天然ミネラ ルの触媒作 用で表面 を
設立し、天然ミネラ
ガ ー ド す る人と 地球環 境に やさし いコ
いコー
ー

戻り 本事 務局 に務 め

ティング 剤を開 発し販 売してい

ることにな りました。このような
りました。 このような 業種は初
めてで、わからない
めてで、
わからない 事も多く、
事も多く、先輩方にご
先輩方にご

ます。

教示いただき日々勉強 の毎日です。今後、
の毎日です。 今後、

最高の 旅行サ ービス を行うた
めに、お
めに、
お 客 様 と 互 い に 信 頼で き

会員の皆様 にもご教示 いただく 機会もある

るパートナーの 関係づくりへ、

と思います が、皆様と学び
が、 皆様と学び 合える関係 を作
り、頼りになる
り、
頼りになる 事務局員を 目指して いきた

伊藤氏の 人と人 をつな ぐビジネ
スはこれ からも 広がり を見せて
いくことになる と感じました。

いと思い ます。
何卒よろしくお願 いい申し上げます。

事務 局

＜プロフィール＞
三重県 三重郡 菰野町 生まれ
中京大 学法学部 法律学科

金澤

日経ＭＪ（１月２５日
日経ＭＪ
（１月２５日 号）
に商品紹介が されました。

卒業
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業務適性診断テス ト

< 事務局の窓から >

業務適性診断テストは、求職者の外面に現
業務適性診断テストは、
求職者の外面に現

第３０回 定時総会 議案書も 最終校正に
入りました 。毎年ですが
。 毎年ですが 表紙の色 で悩ん

れる性格と内面の性格を見るものです。検査
れる性格と内面の性格を見るものです。
検査

でしまいま す。純粋に私の
す。 純粋に私の 個人的な 観点

結果からはどのような仕事に向いているかが

からですが 色を選ぶ とき、まずは過去
とき、 まずは過去 の

わかり、 特に採用時に面接だけではわかりに
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。

議案書を数 冊並べて ここ数年 扱ったこと
のない色を 選びます 。その数色の
。 その数色の 中から

●検査料

１人

１，４００円（用紙、
１，４００円
（用紙、検査料）
検査料）

（共同求人研究会参加者は、１，
（共同求人研究会参加者は、
１，０００円）
０００円）

テーマに沿 った色を 次に選び ます。そし
ます。 そし

知的能力診断テス ト

て最後は三 重同友会 が元気に なる色、躍
なる色、 躍
動感あふれ る色をと 思い決定 します。ま
します。 ま
もなく皆様 のお手元 に届きま す。そんな
す。 そんな

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
語理解力や推理力、
表現力といった事がわか

事務局 の思 いを 込めた

ります。 求職者の持っている能力や資質を判
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。

議案書 を２ ７日 の定時
総会に はお 持ち いただ
きお越 しく ださ います

●検査料

ようお願いいたします。

◎詳しくは、 同友会事務局までお問い合せく
◎詳しくは、同友会事務局までお問い合せく
ださい。
ＴＥＬ ０５９（３５１）
０５９（３５１）３３１０
３３１０

１人

１，２００円（用紙、
１，２００円
（用紙、検査料）
検査料）

（共同求人研究会参加者は、８００円）
（共同求人研究会参加者は、
８００円）

（黒）

《同友コラム》
「社長の商品価値」
（株）佐野鉄工
（株）
佐野鉄工

佐野 明郎

春のこの 時期、新しい世界
時期、 新しい世界 に飛び込む 新
入学生・
入学生
・ 新入社員が 、
、真新しい制
真新しい制 服に身を

あるかもし れない納 得出来る 話でしょ？
我々中小企業の商品に は、「社長自身の態

包み、緊張でコチ
包み、
緊張でコチ コチに固ま った姿は 、
、本
本

度 ・ 行動」
行動」という商品
という商品 価値がいか に限りな

当に微笑ま しく可愛い ものです よね。弊社
よね。 弊社

く含まれて いるかが身 に染みた 怖い話でし

も今年は男 女一人づつ の新入社 員が入社し
てきます。会社に毎年
てきます。
会社に毎年 新しい社員 が入社す

た。
社長は、社員にとっ
社長は、
社員にとっ て象徴であ り鏡です

る事は、社内に新しい風が吹く
る事は、
社内に新しい風が吹く 事なので、

よね。自分自身も
よね。
自分自身も 社長になっ た時、
た時、新しい
新しい

私は本当に 良い事だと 感謝して います。こ
います。 こ

事業に情熱 を掛けた時 を思い出 します。社
します。 社

れから数ヶ 月もすると 、社員教育を
、 社員教育を 終えた
新入社員の 飛び込み営 業が各社 で始まるの

員全員から おみこしを 担いでも らえる社長
になるため に、熱い気持ち
に、 熱い気持ち で同友会に 入会

でし ょ う ね？

しま した 。

ちょっと前に、大変ショックでしたが
ちょっと前に、
大変ショックでしたが 、

でも入会 しただけで 、自分に都合
、 自分に都合 の良い

変に納得出 来る話を 聞く機会 がありまし
た。しつこい営業マンを断
た。
しつこい営業マンを断 る方法に、「商

理由を付け て出席をし ないでは 何も変わら
ない。例会
ない。
例会・
・ グループ会 への参加。
への参加。そして
そして

品は良いし 、話も良く分
、 話も良く分 かった。
かった。しかし君
しかし君

一つの真似からで良い ので、実行する事。
ので、 実行する事。

の会社の 社長が嫌 いだから 、買わない
、 買わない

動かないと何も 変わらない。

よ！」 と言うのが あるそうで す。
よ！」と言うのが
す。こう言わ
こう言わ
れた営業マ ンは、次に返す言
ンは、 次に返す言 葉が出ない そ

私の座右の銘は。「流水不腐」
「流水不腐」です。
です。絶
絶
えず新しい 事に挑戦す る気持ち と行動がす

うです。そして、
うです。
そして、社内での営
社内での営 業訪問の報 告

べてを変え ると思って います。仲間に認め
います。 仲間に認め

も、さすがに社
も、
さすがに社 長が嫌いだ からとは 言えな

られ、社員の幸せ
られ、
社員の幸せ を第一に考 えられる 素晴

いそうですよ。背筋が寒くなる話です
いそうですよ。
背筋が寒くなる話です が、

らしい組織を作り たいものです。
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第１回支部長
第１回支部長・
・ 幹事長会議まとめ
１．平成２４年度活動方針とテーマ確認
１．
平成２４年度活動方針とテーマ確認

２．各支部の活動状況と次年度方針
２．
各支部の活動状況と次年度方針・
・課題

一昨年の６月に中小企業憲 章が閣議決定

各支部の ２３年度活 動状況と 次年度の活
動予定につ いて意見交 換があり ました。現
ました。 現

されたこと はこれまで 全国各地 の同友会が

取り組んできた活動の成果であるとともに、 在各支部と もに例会へ の参加数 が少なく出
席率の向上 が課題とな っている 。例会を担
。 例会を担
政府を含め 各所から同 友会とい う組織が認
当する幹事 が人を引き 付ける例 会を作って
められてき たことであ る。しかしそれ
る。 しかしそれ に頼
いかなけれ ばならない 。桑名支部、
。 桑名支部、北勢支
北勢支
る事無くそ れぞれの企 業が自立 した経営を
していく事 が求められ る。また、
る。 また、経営環境
経営環境
が激変する 中、中小企業家
中、 中小企業家 同友会全国 協議

部、中勢支部は
部、
中勢支部は グループに 分かれ、
分かれ、様々な
様々な

会を含め各 地の同友会 では、会員数を増
では、 会員数を増 や

あり、 参加が多く 活発に行わ れている 支部
あり、参加が多く
もあれば、新たな活動
もあれば、
新たな活動 を作ってい る段階の

活動を行っ ているが、支部ごとに
ているが、 支部ごとに 温度差は

すために取 り組みを行 っている が、特に理
が、 特に理

支部も ある。
事 ・ 幹事の企業 が地元から 注目され る企業
であれば、自然に会員は増えることとなる。
であれば、
自然に会員は増えることとなる。
次年度の活 動について 、災害や円高
、 災害や円高 などの

３．会員増強について
３．
会員増強について

影響からこ の１年で様 々な変化 が起きてい

伝統的に 数を追うよ うな無理 な増強はせ
ず、参加する企
ず、
参加する企 業、
業、特に理事
特に理事・
・ 幹事の企業

るが、 大局的な視 点からその 本質を分 析し
るが、大局的な視
変化の根本 にある問題 点を捉え 、企業変革
、 企業変革

が成長を続 けることで 、自発的に入
、 自発的に入 会を増

を行わなけ ればならな い。それには、
い。 それには、イノ
イノ

やしてきま した。しかし、
した。 しかし、ただ単に自
ただ単に自 発的

ベーション がキーワー ドとなる 。しかし中
。 しかし中

な入会を待 つだけでは 会員数も 減少するだ
けであり、意識的に入
けであり、
意識的に入 会を進めて いく事も

小企業では なかなかボ トムアッ プ型の変革
は難しく、経営者自ら
は難しく、
経営者自ら が変わり企 業変革を

必要となる 。組織率に関
。 組織率に関 しては、
しては、それぞれ
それぞれ

起こしてい く必要があ る。つまり、
る。 つまり、経営者
経営者

の市 町村 で会 員数

自らの行動 力が求めら れること となる。そ
となる。 そ

が０ 名の 市町 村を

して自らの 地域で仕事 を作りだ し、地域か
し、 地域か
ら当てにさ れる企業づ くりをし ていかなけ

無く す事 と、組織
と、 組織
率５ ％を 目標 に各

ればならない。これらを踏まえ、
ればならない。
これらを踏まえ、「企業の

支部 で目 標を 定め

明日を自ら の手で切り 拓こう！ 」～変化の
」 ～変化の

て会 員増 強を 進め

起動力は経 営者の行動 力～をテ ーマに次年
てい く事 を申 し合
度活動に取り組んで行く事を確認しました。 わせま した。

≪ 新 会 員 の ご 紹 介 （敬称略） ≫
おおた

太田

≪ 会 員 情 報 変 更 （敬称略） ≫

まり

真理 （株）フレンド
（株） フレンド

にし

まさとし

西

正敏

桑名 市額 田２ ２－ １

北勢 支部（企業名）
支部 （企業名）

代表 取締役
業種

派遣業
桑名支 部

社会福祉法人あいプロジェクト

紹介者 ： 杉本香織
紹介者：

もり

だいすけ

森

大介

（株） 三重木型製作所
（株）三重木型製作所
〒５ １２－ １２０５
四日市市平尾町２３７０番地１５
ＴＥＬ ０５９
０５９（３２５）
（３２５）３２３７
３２３７
ＦＡＸ ０５９
０５９（３２６）
（３２６）９５７５
９５７５
北勢支部（住所
北勢支部
（住所・
・T E L ・F A X ）
（２４．２．
（２４．
２．２４～２４．
２４～２４．３．
３．２１）
２１）
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たり 、業務実
、 業務実 績報 告書の 作成 が完 了し、
了し、決
決
算報 告と 合わせ て３ 月末 に県庁 への 提出を

第２回新旧合同理事会まとめ
（１）平成２３年度第１２回理事会のまとめ
（１）平成２３年度第１２回理事会のまとめ
１、 各種報告事項

もって活動を終了することを確認しました。
ま た海 外販路 開拓 グル ープと して の活動

①第４２回中小企業問題全国研究集会の報告
① 第４２回中小企業問題全国研究集会の報告
服部 代表理 事・
事 ・ 西村副 代表 理事
理事・
・ 門井

も展 示場 開設事 業終 了と 合わせ て、３月３
て、 ３月３
１日をもって終了す ることとしました。

理 事よ り口頭 にて 報告 されま した 。福島
。 福島

３、入退会者及び会員変更の承認
３、
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）
理事会以降の活動報告について
（略）

の 状況 につい ては 、沿岸部
、 沿岸部 や原 発周辺 地
域 と全 研会場 との 活況 さに大 きな 格差が
感 じら れたが 、復興に
、 復興に 向け て歩み 出し て

（２）第２回理事予定者会議のまとめ
第２回理事予定者会議のまとめ
い る福 島の元 気さ や同 友会の 連帯・
連帯 ・ 結束 （２）
１、総会準備状況の確認
１、
総会準備状況の確認

力の強さを改めて 感じることができた。
②北 海道 同友会 釧路 支部 連携事 業発 足交流
会の 報告（略）
報告 （略）

・ ２４年度理事の選考結果・
２４年度理事の選考結果 ・ 相談役の人選
相談役の人選・
・

③５Ｓ担当者研修セ ミナーの報告（略）
ミナーの報告 （略）

る事を申し 合わせました。
・北 勢 支 部 に て 事 前 の グ ル ー プ 長 研 修 を

理 事の 役割分 担を 確認 し、総会に
し、 総会に 提案 す

４ 月１ ７日（火）
７日 （火）に行な
に行な うこ とを確 認し

２、 委員会の報告

ま した。

１ ）総務
） 総務 委員 会
水谷委員長より以下の報告提案があり、

２、平成２４年度の活動の基本的な方向に
２、
平成２４年度の活動の基本的な方向に
・ 定時総会への来賓招待者リストを確認し、
ついて
審議の結果承 認されました。

新 たに マスコ ミ関 係者 １１名 を追 加する
ことを承 認しました。

平 成２ ４年度 活動 の基 本的な 方向 につい
ては 、服部代
、 服部代 表理 事より 正副 代表 理事会 議

・ ２４年 度理 事幹事 研修 会に ついて は下 記

の報告と合わせ て報告されました 。

の日程で行うこ とを確認しました。

次 年度 は、改めて
は、 改めて 同友 会の３ つの 目的 に

■日時：
■日時
： 平成２４年６月１５日
平成２４年６月１５日（金）
（金）
１４：
１４
： ００～１９
００～１９：
： ３０

ある 「良い 会社 」
ある「良い
」につい
につい て再 確認し 、
、いま
いま
“利益”と
“利益”
と “雇用”
“雇用”を出し続けるという文言
を出し続けるという文言

■ 会場：
会場 ： 四日市農 協会館

が追 加さ れてい る意 味を 考えて いく 、また
、 また

・ ３０周 年記 念事業 積立 金と して今 年度 予

従来 まで の環境 から 大き く変化 して いる中

算 より 科目を 創設 し、積み立
し、 積み立 てて いくこ
とを 申し合 わせま した。

で、 企業存 続の あり方 を見 直し 、
で、企業存
、企業変
企業変 革
を進 める 中で変 えて はい けない もの 、変え
、 変え

２）企業リス
２）
企業リス ク研究 委員会

なく ては いけな いも のを 掘り下 げて 考えて

『リスクマネジメ ントから始まる会社の
講

師

日

時

い

く こと を確認 しま した 。そして
。 そして 何よ りも

構造改革セミナー』 そ
伊藤 隆 氏 伊藤 会計事務所
動
４ 月１９日（木）
月１９日 （木）
り

の 変革 の元と なる のが 、経営者
、 経営者 自身 の行
力 であ ること を認 識し 、活動づ
、 活動づ くり に取

１８：
１８
： ００～２ １
１：
： ００
参 加費 ２，０００
２， ０００ 円
３）ＳＷ２
３）
ＳＷ２ ＥＥＴ みえ
藤 岡事 務局主 任よ りＮ ＰＯ法 人Ｓ Ｗ２Ｅ
ＥＴ みえ の解散 につ いて 報告さ れ、承認さ
れ、 承認さ
れま した。
４）海外販路
４）
海外販路 開拓グ ループ
上 海に 展示場 を作 る活 動を中 止す るにあ
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組んでいくことを 申し合わせました。

