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今まで大手メーカーに
勤務し︑実家の仕事は手

伝ったこともなかった池
田社長は︑仕事を始めた

していると︑母から﹁何

頃︑祝日に家でのんびり

してるの︑早く仕事に行
きなさい﹂と言われ︑こ
れまで±日祝日が休みで

のあった生活から一転

夏と年末年始に長期休暇

し︑休みの少ない生活に
変わりました︒

農機店で仕事をしてい
る人から見たら︑繁忙期

の意味合いが強く2級ま に休みがないことは当た

正15年に創業しました︒ 惜しんで働き︑借金を10 機械整備士の資格は勉強

年で完済︒まさに馬車馬

愛媛の松山空港から約

1時間半︑JR八幡浜駅 創業当時︑八幡浜は四

ば疑問に感じることも多

異業種にいた人からみれ

り前のことであっても︑

で取得させています︒
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の如く働いたそうです︒

て︑いくらで売って儲け

しかし﹁いくらで仕入れ

から車で約10分のところ 国︑九州︑中国方面の繭
の一大集散地で︑東の豊
社名の池田喜伴商店の

橋︵愛知県︶︑西の八幡

かったと思います︒

読みますが︑お己様から

将来に向けての人材確保

を含めた労働環境改善が

﹁池田よしとも商店﹂と

名は祖父の名をとって︑

スをして︑その報酬を貰

や企業イメージの向上な

﹁商人は消費者にサービ

はいくら﹂とは考えず

があります︒

浜と言われる繭集散地の

に株式会社池田喜伴商店

現在の社長︑池田洋一

池田喜伴氏はそこに目を
は﹁池田きはん商店﹂と

週労働時間の短縮など

田洋一氏の祖父である池

呼ばれ︑池田社長も子供

氏は3代目にあたり︑池 両横綱でした︒創業者の

を続け信頼を得︑地盤を

う﹂という気持ちで商売

どプラスの効果が高いこ

つけ︑一念発起サラリー

の頃から﹁きはん﹂だと

マンを辞め︑養蚕具の販
固めていきました︒

田喜伴︵よしとも︶氏が大

売店を開業しました︒し
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ラー等がメインで︑トラ

そうです︒結果︑父の下

は元気に仕事をしていた

社を辞め戻ってみると父

年あり︑農薬と併せ経営

レールの整備︑修理は毎

傾向にあります︒しかし

しい職場の雰囲気が伝わ

写真はリラックスして楽

また新しい社屋前での

︐渤

いて伺ったところ︑顧客

くあるそうです︒まじめ

ね﹂と言われることがよ

『「

からは﹁良い人が多い

社員が力を発揮して
会社を支えてくれることに感謝
今年︑創業当時に建て

池田社長に従業口貝につ
た築約90年︑建坪100

とを︑両親に説明し納得
させて︑日曜祝日は休み

池田社長は社長就任時

ばで若干25歳の長男︑寛

を取り壊し︑新たに自宅

坪もある元事務所兼自宅

社口貝生口貝が集まった写

クター等の大型農機の扱

を安定させる柱になって

i

その後︑喜聖書50歳半 思っていたそうです︒

て始めた事業ではなく︑

ことにしました︒

にし︑±曜も交代で休む

の登記の際に社名の読み

ら春に手が空くことがあ

に撮った記念の1枚︒み

真は旧社屋を取り壊す前

は完成する予定です︒

機関紙が発行される頃に

を建築中とのこと︒この

2代目の寛治氏が50年間方をお客様に親しまれて

◇

治氏に社長を譲り︑以来

その返済もあり︑寝る間

﹁池田喜伴︵きはん︶商

いる﹁きはん﹂に変更し

モノラックのレール修

◇

の仕事を確保することが

るため︑年間を通し一定

理等が秋に集中し︑冬か

社長の池田洋一氏は︑

店﹂と改めました︒

し︑代わって柑橘を扱う

大学を卒業後︑農機とは

ってきます︒

前︑大枚をはたいて葺い

いはほとんどありませ

で跡を継ぐため池田喜伴
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銀行への借入が大きく︑

社長として社業発展に貢
献してきました︒その間

農家が増加︒柑橘関係の

養蚕を営む農家が減少

農機や農薬が販売の中心

写真にある立派な瓦屋

かに神妙な面持ちが伝わ

なさん穏やかな表情のな

工事は県などの補助事業

根は池田社長の母が生

またモノラックの設置

課題となっています︒

縁のない大手精密機器メ

械の営業をしていまし

の入札が行われることが

で他地域の業者が入って

現在は農薬50％︑農⁝機 ーカーに就職し︑大型機

となっていきました︒

これからという時に実家

た︒仕事も軌道に乗り︑

唐ﾌ売上構成となり︑
小売りから卸売中心に業

多く︑また以前より件数

たもの︒看板は時代を感

ん︒この点からも整備に

ってきます︒
います︒

じ︑風格のある趣です︒

ってこい﹂と言われ︑会 も減り︑競争もあり減少

から﹁父が倒れたから戻
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商店に入社しました︒

モノラックやスプリンク

農機はみかん畑で使う
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態も変化しました︒

㈱池田喜伴商店

ついて︑従業員には農業

ことが︑そういう印象に

なタイプが多く︑人を出

の好きな青年で︑大学卒

ビーをするなどスポーツ

時は野球︑高校ではラグ

業後は食品卸会社で営業

し抜くような人がいない

繋がっているようです︒

の仕事に就き2年になり

らない︑社長業も十分で

理などを手伝ってきたそ

代からレールの設置︑修

店を継ぐ予定で︑高校時

﹁レール工事も修理もや ます︒将来は池田喜伴商

また︑池田社長自身は

んな私をフォローしてく

智樹氏が食品卸会社に

うです︒

きていないが︑社口貝がそ

れる︒お蔭で︑今日まで

やってこれた︒﹂と社員

への感謝の気持ちを素直 就職した時には3〜5年

程度外で経験を積み︑そ

いたようですが︑少し早

準備に入りたいと思って

現在19人の従業口写を指 の後︑跡を継いでもらう

に話されました︒

成しているのも︑従業口貝

揮し︑安定した売上を達

うです︒

てほしいと思っているそ

一人一人が力を発揮しや いがすぐにでも戻ってき

るい性格が作り上げてい

ートし旧社屋の看板では

養蚕具の販売からスタ

◇

のことでした︒

流れを経験してほしいと

で︑この多忙期の仕事の

事など比較的忙しいの

今は︑モノラックの工

すい環境を池田社長の明

しょう︒

るという一面もあるので

◇

ご家族は奥様と長男︑

次男︑長女︒長男は東京

で会社を立ち上げ独立し

次男の智樹氏は中学の

ています︒

﹁農業用品のデパート﹂︑

現社屋は総合商社として

﹁農業薬品︑工業薬品︑

板に掲げています︒

機器資材︑計量器﹂を看

地域産業の変化に対応

し︑地域の需要に応え︑

商人としてサービスに徹

に期待します︒

に︑今後ますますの活躍

し︑後継者の成長と共

あらゆる変化に対応

います︒

中の大きな変化が起きて

により販売店の選択・集

カーによる吸収・合併等

農薬販売も︑外資メー

と成長してきました︒

現在の卸売中心の会社へ

する商売を続けた結果が

池田喜伴商店倉庫

代表取締役
池田洋一氏
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