
中中同同協協  第第２２６６回回社社員員教教育育活活動動全全国国研研修修・・交交流流会会  
  

メインテーマ    
  

  

    

    
 

 

 

 

 

と  き １１１１月月２２００日日((水水))  １１３３：：３３００開開会会  ～～２２００::３３００閉閉会会  

  １１１１月月２２１１日日((木木))          ９９：：００００開開会会  ～～１１２２::００００閉閉会会  

ところ  秋田キャッスルホテル〒010-0001 秋田県秋田市中通 1-3-5 TEL 018-834-1141 

  ＪRをご利用の場合      秋田新幹線：東京→秋田＝３時間 49 分／秋田駅より車で 2 分 

 旅客機をご利用の場合    羽田空港→秋田空港＝1 時間／秋田空港より車で 30 分 

 自動車をご利用の場合    秋田自動車道 秋田中央 I.C より 10 分 駐車場あり 敷地内/150 台 敷地外（第 2駐車場）/60台 

参加費 12,000 円(宿泊費別) ※宿泊は各自か各同友会での手配でお願いします。(ﾊﾟｯｸが充実しています)  

（2日間研修会のみ参加 6,000円、懇親会のみ参加 7,000円、第 1日目のみ参加 5,000円、第 2日目のみ参加 2,000円） 

スケジュール(予定) 

13:30    14:20                17:50  18:30  20:30    9:00  10:30  10:40     11:30       12:00 
 

  

 

 

主催／中小企業家同友会全国協議会  設営担当／秋田県中小企業家同友会 
      TEL 03-5215-0877   ＵＲＬ： http://www.doyu.jp    秋田市八橋新川向 4-23 みどりやビル 2 階 TEL018-867-7471  

                                                    FAX018-867-7472 

                                           URL:http://www.akita.doyu.jp 

 

参加申込要領 お申し込みはあなたが所属する同友会事務局へ。 

申込締切／第一次締め切り 10 月 31 日（木） 第二次締め切り 11 月８日(金) 

 ※１１月８日（金）以降のキャンセルは出来ません。（参加費の全額を申し受けます） 

第２６回社員教育活動全国研修・交流会 参加申込書 

*本登録内容は行事設営のため中同協の管理のもとに参加者名簿等に活用し、それ以外に活用することはありません。 

*本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やインターネット上で公開させていただくことがあります。参加者の皆さんの写真が撮影される

ことがありますので、不都合がありましたら所属同友会事務局までご連絡下さい。 
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お名前 会社名 役職 連絡先 

   会社 TEL 

会社 FAX 

分科会 第 1 希望（   分科会） 第 2 希望（   分科会） 記念講演  参加  不参加 

①各同友会の社員教育活動の成果・教訓を交流し、今後の取り組みの発展につなげる。 
とりわけ「労使見解」を基礎に据えた「人を生かす企業づくり」の交流。 

②東日本大震災の復興に向かう情勢の中で、社員教育活動の意義を再確認し課題を共有する。 
③国の「中小企業憲章」や各自治体の「中小企業振興基本条例」が地域の人材育成の観点から 

中小企業に注目する中、地域と同友会の社員教育活動の関わりを積極的に考える。 



問題提起 ２０日 13:40～14:00 

 
 
 
 
 
 

○第１分科会（中同協） 

<テーマ>人材こそゆるぎない企業づくりの根幹～激変の時代を社員と共にのりきる～  

報告者 中同協相談役幹事 赤石 義博氏  

              『同友会の人材育成理念に貫かれる「労使見解」の精神』 

  報告者 中同協会長      鋤柄 修 氏 （株）エステム代表取締役会長 
『わが社における人間尊重の企業風土づくり』 

 
 
 

 
 
 

○第２分科会 パネルディスカション（宮城・岩手・秋田） 

<テーマ>同友会の「共育活動」で未来に希望の持てる地域づくりを  

～震災復興、地域再生を担う共同求人、社員教育活動～ 

パネリスト：宮城同友会 副代表理事 ㈱ヴィ・クルー 代表取締役 佐藤 全氏 
･事業概要：設立 2006 年、資本金 2400 万円、年商３億円、社員数 35 名、事業内容:バスの車体製造、 
車体整備、室内部品製作、ﾃﾞｻﾞｲﾝ設計、LED製品開発など http://vi-crew.co.jp  

 パネリスト：岩手同友会 代表理事 信幸プロテック㈱ 代表取締役 村松幸雄氏 
 ･事業概要：設立 1987 年、資本金 1000 万円、社員数 30 名、事業内容:一般・大型空調設備施工 
http://www.srs.co.jp/ 

パネリスト：秋田同友会 常任理事 ㈱ドラグーン 代表取締役 鎌田 学氏 
･事業概要：設立 2000 年、資本金 1000 万円、年商 5 億 8 千万円、社員数 14 名、事業内容:自動車売買、整備、自動車 
用品販売、自動車保険取扱、http://www.rabirin.jp 

 
 

 

○第３分科会 （北海道 函館） 

<テーマ>社員と共に育つ企業づくり～同友会の共育理念とわが社の実践～ 

報告者 ㈲鳥海 代表取締役 大石清司氏  
･事業概要：設立 1979 年、資本金 1200 万円、社員数 32 名、事業内容: （遊技場パチンコ富士経営） 

 

 

 

記念講演 21 日 9:10～10:30 

<テーマ> 「ずぶん（自分）のあだま（頭）で考えろ 」 

～  現 代 に 生 き る 「 や ま び こ 学 校 」 で 培 わ れ た 「 共 に 育 つ 」 教 育 ～ 

講 師 佐藤藤三郎氏 農業問題評論家、著作家 
 

 

 

 

分科会 ２０日 14:20～1７:５０ 

 

00 

 

 

社員と共に学び、共に生きる経営者をめざして～地域から高まる社員教育への期待～ 

提起者   本郷 利武氏 中同協社員教育委員長・北海道同友会代表理事・(株)ユタカ商会代表取締役社長 

『中小企業における労使関係の見解－中同協』(略称『労使見解』)が 1975年に発表されて 38年あまりになりました。この

間、中小企業をとりまく内外情勢は、大きく変化し、その変化に正しく対応し、企業の展望を切り開くために同友会会員は

懸命の努力を続けてきました。激変の時代、企業づくりの根幹となるべきことを「労使見解」の精神に沿って、赤石相談役

幹事からお話し頂き、鋤柄会長からは、創業以来黒字経営を続け会社を大きく発展させてきた自身の自己変革と、労使共育

ちの実践を、同友会での学びと同友会運動との関わりからお話し頂きます。 

大震災後の激変の渦中にあっても、着実な歩みを続けている同友会の会員企業。地域経済全体の危機の中で社員と共に、何

を学び何を実践してきたのか。「求人」と「共育」を中心に三社の方に、希望のもてる地域づくりにつながる、企業づくりの

実践をお話しして頂きます。 

パチンコ業界も大手の進出により、地場資本は撤退を余儀なくされています。しかし、パチンコ富士は「地域密着」と「社

員共育」を柱に独自の取組みを展開。業界最大手の経営陣は「パチンコ富士の真似は出来ない」と語ります。この度の報告

では、そうした独自の取組みはもちろん、今日に至るまでの様々な葛藤も赤裸々に語っていただきます。㈲鳥海の実践には、

これからの地域で生き残るヒントが沢山含まれています。 

 

佐藤藤三郎氏の紹介：1935 年、山形県生まれ。無着成恭氏の「山びこ学校」卒業生。上山市の青年学級主事、教育

委員、農協理事などをつとめる。主な著書に『底流からの証言』『どろんこの青春』『まぼろしの村』（全 5 巻）など

多数。今回の講演テーマは、「毎日新聞」山形版に七年間連載のコラムをまとめた近著の表題。「山びこ学校」の教

育実践は、第 3 回の本交流会（1987 年）で一橋大学藤岡貞彦教授が紹介（『共に育つⅠ』所収）。同校の教育実践、

佐藤氏の山元中学卒業時の答辞は時代を超えて「共育」の真髄に迫ります。 


