2021年 1月5日発行

vol.52

KOUNAN SMILE

2021.1

～江南ラミネートを取り巻くすべての人たちに笑顔を～

新年抱負

第１工場

石川工場長

私にとっては

Last year

あけましておめでとうございます。昨年はコロ
ナ禍の中、仕事にも少なからず影響が出て大変
は１年でした。退職した社員も出てほんとに残
念でなりません。今年はまだ続くコロナの中、
各工場の垣根をなくし一致団結して仕事に取り
やすい職場にしていきましょう。

第３工場 高橋工場長
まずは１年間全員が健康で

技術力＆
人間力アップ！

いること、全員が災害０であること。ワ
インダーも若い人が入り若返りしたので、
それぞれ若手の頃を思い出し、ベテラン
は中堅に、中堅は若手に、今持っている
力（技術力、人間力）すべてを教え、恩
送りをして全体の底上げを図りたい。

３Sチーム

テーマ
整理⇒整頓

のしやすさとみる人に
良い印象を持ってもら
えるような整頓を皆で
目指せるように努めた
いです。

番できていないコミュニケーション力不足が招いたことが大きい原因で兼ねてからの目標でしたが、

人材採用チーム
昨年は就活生、高校生への工場見学サポートを頂きあり
がとうございました。今年も昨年同様の活動内容を予定
しておりますので、引き続きご支援の程宜しくお願いし
ます。また、今年は人財育成、定着の分野にも活動の幅
を拡げていきます。他チームと共に、働きやすい会社、
組織づくりを目指していきますので、皆さんのご協力を
宜しくお願いします。

CCFイベントチーム
2020年度はコロナの影響と天候不良などで次々とイベン
トが中止となり残念な結果となりました。
2021年度は「ENJOY.HAPPY」をテーマに社員全員が楽
しめる企画を考えていきたいと思います。こんなイベン
トをしてほしいなど意見があれば提案よろしくお願いし
ます。

社風チーム
会社は楽しいですか？仕事は楽しいですか？俺たちでよ
り会社を楽しくしていきたいと思います。四国中央市の
ボランティア一緒にやりませんか？YouTubeのおもしろ
動画撮ってみませんか？興味のある方は下記まで連絡！
第2工場大西・事務所宗石

◆永年勤続３０年表彰◆ 高橋忠広さん

社員が選んだ ◆MVP賞◆ 藤田明さん

代表の時代からワインダーを支えてきてくれた高

研修やチームリーダー、何事にも前向きに取り組む姿

橋工場長。いつも笑顔で、世代を超えてコミュニ

が仲間のみんなに認められたのだと思います。これか

ケーションをはかってくれている工場長。「恩送

らも自分を信じて、自信を持って、突っ走って

りをしていきたい」と

いってください！応援しています！続いて２位、

いうすばらしいコメン

３位のお２人も表彰。他部署からの投票も多く、

トに感動！記念品の旅

会社全体に働きかけてくれることが伝わってき

行券は、コロナが収束

ます。仲間からの信頼も厚い３名。会社にとっ

するまでは仮の目録で

右)２位の坂川さん(左)３位の宗石さん ても大きな力となっています。感謝します！

我慢ください(笑)

◆発信大賞◆ 投稿＆コメント数

＜トークノート編＞ ◆承認大賞◆ いいね！数

第1回 福投げ

さん風に「せーのっいいね～！」
の風土を作っていきましょう～

工場見学＆体験学習
12/4土居工場◆12/14川之江高校
見事なチームワークで準備から運営まで
こなしてくれた人材採用＋剛広チームの
みんさん。間違いなく地域活性化の一助
になりましたね！

承認大賞の３名

お餅だけと思いきや、現
金付のお菓子が！利他に
あふれる(?)人間模様が繰
り広げられました(笑)
イベントチームのみなさん楽しい企画をあり
がとうございました！来年もヨロシクです♪

１月 伊勢 雅

９日
宗石 直也 ２０日

感謝！

お掃除の牧野さんも！

この世の中には「嫌いな人」 はいないという話を
聴きました。「 好きな人」 と「嫌いな人」がいるの
ではなく、「好きな人」 と「知らない人」がいると
いうことです。 決してその人のことが嫌いなのではな
く〈その人のことをよく知らない＝ いいところが見
えてない〉 がゆえに嫌いという感情に流されているだ
けなのだそうです。 そして「 知る」ためにはまずは
「聴く」ことが大切だそうです。「 聴」という漢字
を訓読みすると「 ゆるす」と読むそうです。その人
が話すこと＝ 良い事も悪い事も自分の考えに合うこと
も合わないこともまずは全て受け止めるということが
聴くということなのだそうです。 たしかに私たちは人
の話をきちんと聴いていない上に自分勝手な価値基準
で人を判断しがちですよね、 それが人間関係の溝を作
る原因なのかもしれないと思いました。 だから私たち
もお互いに関心を持ちそれぞれの仕事やその人の良い
と こ ろ を 探 し て 承 認 し 合 い 、 個 で 活 動 す る の で は な く、
社員同士、部署同士、工場同士が話し合っ てチーム
江南として機能するように全員で連携していきましょ
う そして離職者ゼロの笑顔があふれる職場を全員で
作り上げていきましょ う
最後に村上信夫さんの言葉を紹介します。

いる証拠です。これからも鴨頭

人に接するときは暖かい春の心

者意識をもって関わってくれて

仕事をするときは燃える夏の心
考えるときは澄んだ秋の心
自分に向かうときは厳しい冬の心

会社や仲間に関心を持ち、当事

私もこのような心で日々生きていきたいと思います。

CCFイベントチームによる
年末最後の最大イベント！

８月から導入したトークノート。

～ 新年あけましておめでとうございます～

たことも補えるよう又仲間が辞めていくことのないような働きやすい職場を目指します。

最強のおもてなし

チームsmile
【抱負】 一歩一歩確実に
【計画】 清掃活動やボランティア活動を実施して
会社の恒例の行事に！
【目標】 清掃活動、ボランティアを2か月に1回・
月1回実施する

全然前に進んでいなかった事実は身にしみて実感しました。何度目の正直ではないですが二度とこ

コミュニケーショ のようなことのないよう今年こそは精一杯の努力をしていくつもりです。またコロナによる仕事の
ン力を上げて、 激減の中、防護服の依頼で利益の助けになることができ、会社に対して協力ができたことはとても
働きやすい職場
ありがたかったです。新しい仕事も増えつつあります。仲間も増えることを期待して、足りなかっ
づくりを

発信大賞の３名

江南プロジェクトチーム。2021年の抱負は…！？

整理を続けつつ、仕事

年末に一緒に働く仲間が辞めてしまうという事態になり寂しい年で終わってしまいました。私の一

第２工場
三好工場長

『四国で一番愛される会社』を目指し発足された、

今年も江南ラミネー トは【 紙産業の魅力を発信し、
故郷を誇れる人を増やし、地域の発展に貢献する】
というグランドデザインのもと、 紙加工を追求すると
ともに、 地域の課題解決に取り組み、四国中央市に
なくてはならない企業になることを目指して活動して
いきたいと思います。 みなさんよろしくお願い致しま
す。
さて、致知を使った学びも５年目になります。
〈 包丁はおいしい料理をつくるための道具ですが使い
方を間違えると人を傷つける道具になってしまう〉
ように、 いくら技術や知識を習得してもそれを扱う人
の人間力や徳性を養わないと技術や知識が正しく活か
されないということで、 私たちは知識や技能を養う
「時務学」よりも徳性を養う「人間学」 を学んでき
ました。 毎月大切なことを学ぶことで一人ひとり成長
できたと思います。 そして社員の皆さんが成長するこ
とにより、 皆さんが所属する班や部署そして工場が活
性化して江南ラミネートも輝く、 また紙産業も活性
化し地域も輝くと考えておりました。 しかしそのよう
になっ ていないのが現実です。個人で学んでも、 そ
の学びが発揮されていなかっ たり、個の成長がチー
ムの成長につながっ ていないように感じます。 だか
ら今年は個の力をいかにしてチー ム力に変えていくか
と い う 課 題 に 全 員 で 取 り 組 ん で ほ し い と 思 い ま す 。 チー
ムワー クを発揮するためには何が必要なのかをみんな
で考えて実行してほしいと思います。

希望を胸に！

2021

組んでいきたいと思っています。みんなで働き

プロジェクトチーム
２０２１年 抱負

!!

!!

８回目 愛媛リーダーズ･アカデミー
12月3日 ㈱コンベックス主催
より実践的な内容にシフト。コーチン
グ実践とエンゲージメントについて。
実際のコーチングに向けて、目標設定
の大切さや難しさ、コーチ（役割）の
大切さを実体験。
エンゲージメン
トリーダーとし
て何が必要かと
いうことを、自
社の風土を加味
しながら実践し
ていきます！
１2月1日-2日 致知出版社
中堅幹部研修／人間力養成塾
ZOOMで２日間、個人ワークやグループ
ワークなどで学びを深めた堤さん。目が
ヤバイぐらい痛くなりながらも頑張りま
した(笑)『協働の自発性』を発揮すべく、
自ら行動して
いきたいと！
2021年MVP奪
還の勢いで頑
張ってほしい
ですね！(笑)
第１弾 四国中央市
清掃ダーツの旅

社風（情報）チームの4名が私たちのまち
四国中央市をキレイに!と清掃活動を。第1
弾のダーツは四国中央市”翠波高原”に！

