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諫早支部長　廣谷　慎也

　新型コロナウイルスにより、経営に大きな影響を受
けている飲食店の会員さんに対して、諫早支部では、

「諫早支部テイクアウト大作戦！」という取り組みを
始めました。その取り組みの経緯と内容についてお話
します。
　新型コロナウイルスで影響を受けている会員さん、
中でも大きな被害を受けている飲食店関係の会員さん
に対して、諫早支部として何かできないかという思い
から、まず支部のグループラインで、「ランチは会員さ
んのお店で食べましょう！」「夜は会員さんのお店でテ
イクアウトをしましょう！」という案内を流しました。
　その結果、「飲食店のリストをつくったらどうか」、

「支部のホームページをもっと活用して拡散したらど
うか」など、会員の皆さんから沢山の意見が出てきま
した。
　そこで、情報広報委員会とズーム会議を行い協議す
る中で、同じタイミングで「諫早テイクアウト」とい
う情報サイトが既に公開されていたこともあり、この
サイトの諫早支部バージョンをつくろうということに
なりました。
　何よりも、スピーディにやることを重視していたこ
ともあり、お店の情報や、提供内容、写真などの掲載
情報は、会員さん自身にホームページやグループライ
ン、メール等で情報を送ってもらい、情報が来た順に
ホームページにアップしていくという方法で行いまし

た。最初は2 ～ 3店舗程度の掲載からスタートし、徐々
に掲載店舗も増えていき、現在13店舗のテイクアウ
ト情報がアップされています。内容の変更や、情報の
追加、写真の追加なども、その都度迅速に更新し、フェ
イスブック等でシェア拡散し、周知を図っています。
このテイクアウト情報ページはコロナ終息後は、飲食
店に限らず、支部会員のPRページとして活用する予
定です。
　もう一つの取り組みとして「テイクアウトのノボ
リ」です。これも支部のグループライン内で制作の声
が出てきたので、その日の夜に情報広報委員会とやり
取りを行い、翌日にはノボリのデザイン案をつくり、
諫早支部の予算で制作したいという旨を支部のライン
グループで承認をいただき、発案から3日後には発注
することができました。
　発注から一週間後、現物が届き、対象の会員さんへ

諫早支部 テイクアウト大作戦！

手前が廣谷支部長、奥が市来会員



福井  義憲  会員（長崎出島支部）

ー４月号より続くー

　さて、購買者のマインドが変わり、購買の優勢順位が変化した時、
貴社の売上はコロナ以前の水準に戻ると思われますか？
　『ビジネスの目的は、顧客を作り、維持することにあり』（ピーター・
ドラッカー）誰もが起業時には挑戦し、事業を成長させてきた。
　既存顧客へのメッセージ、見込み客へのメッセージは従前の方
法で事足りるのか？

ダイレクト・レスポンスマーケター
税理士 福井 義憲

TEL：（095）842-3555  FAX：（095）842-3557
e-mail：fukui-yoshinori@tkcnf.or.jp
HP：http://www.tkcnf.com/fukui

　長崎県中小企業家同友会の皆様におかれま
しては、1972年の発足以降、会員企業皆様
の活動を通じ、地域経済の活性化につながる
取り組みをされてあることに敬意を表します。
　現在、世界全体で新型コロナ影響が拡がり、
未曽有の危機に直面しております。当初は、
中国で起こった事象ではありましたが、その
後の状況が悪化の一途を辿る中で、あらゆる
業種に影響が及んでおります。大企業を中心
に牽引されたと言われる日本経済ではありま
すが、その礎にあるのが、大多数の中小企業
の皆様があるのは周知の通りでございます。
今回の影響はそうした中小企業の皆様の存続
さえ危うくするものであります。
　私共、商工中金は1936年に政府と組合と
の共同資本で設立された中小企業の育成のた
めの金融機関です。設立当時も金融恐慌が吹
き荒れる中で中小企業の皆様は大変な逆風の
経営環境にございました。そこで、組合とい
う形態を通じ資金の円滑供給を実施し経営の
安定化の一助となった経緯がございます。時
代は変わり、株主組合を通じての融資のほか、
組合の構成員である企業の皆様に直接ご融資
する形態も取っておりますが、セーフティー
ネット機能を発揮する点においてはいささか
も変わっておりません。

　現在の経済状況はある意味設立当時の状況
に類する状況であります。こうした状況下で、
商工中金は危機対応業務での融資制度を取り
扱わせていただき、新型コロナ影響により収
入減少となった企業の皆様に長期安定資金を
供給することで、足元の資金繰りの安定、事
業の継続を目指す取り組みを行っております。
　コロナ影響もいずれは収束すると思います。
しかし元の経済環境に戻るかという点におい
てはいかがでしょうか。過去先人は様々な困
難から復活してきましたが、現在は少子化等
に伴う人材不足や後継者問題があり、長崎県
下においては人口減少が続く状況です。また、
BCP体制の在り方やビジネスモデルの変化
等への対応等、様々な課題がございます。危
機を乗り切った後も、債務の増加等財務面の
課題も出てくる可能性もあります。そうした
中でも、日本経済を支えているのは中小企業
であり、企業の持続的成長を追求することが
大切だと思います。そのために足元の安定化
と併せて、企業の皆様には是非将来ビジョン
を掲げ、実現を目指して頂きたいと願います。
商工中金は、地域金融機関や外部機関と連
携して、そうした企業の皆様の価値向上に
向けた取り組みを全力でサポートして参る
所存です。

各界からの提言

プロフィール
・1970年5月生まれ　福岡県出身
・1993年3月　九州大学　経済学部経済学科　卒業
・1993年4月　商工組合中央金庫　北九州支店　配属
・2015年4月　八王子支店　次長
・2017年4月　広島支店　次長
・2019年8月　現職

（株）商工組合中央金庫長崎支店  支店長 柏木  二郎
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動においても非常に心強いものになるのではないかと
感じました。
　まだまだ、事態の収束までは時間がかかると思いま
すが、諫早支部として何ができるかを考えて、会員の
皆さんの知恵と力を結集しこの難局を乗り越えたいと
思います。

ノボリを手渡しで配達して回りました。お渡しした時
の会員さんの喜ぶ笑顔が印象的で、効果の有無は別と
して、つくって良かったと感じた瞬間でした。
　この「諫早支部テイクアウト大作戦」を通じて、諫
早支部の絆の強さと団結力の強さを改めて感じること
ができ、何といっても、行動の早さは、今後の支部活

より温かいお声掛けに飲食店経営者の皆様が救われた
ことと思います。言い尽くせぬほどの『感謝』に尽き
ます。
　終息にも、経済の回復にも、そして我々飲食業を営
む者にとっても原状回復にはまだまだ時間がかかりま
すが、この有り難い御恩を忘れることなく、苦難を乗
り切って行きたいと思います。

諫早支部　時　寛

　廣谷支部長のお声掛けで、支部の皆様が会員飲食店
での飲食、並びにテイクアウトのご利用をしていただ
き、また、諫早支部オリジナルの“テイクアウトのぼ
り”の作成と無料配布、様々なWebサイトでの広報
活動に至るまでを支えてくださりました。そして、何

えたゴールデンウィーク期間ですが国道の車往来は
ビックリするくらい少なく仕方ないと思っていても何
十年か前に戻った感覚でした。
　諫早支部では早々に飲食店を応援しようとテイクア
ウトのオリジナルのぼりをつくられ、支部長が一店舗
ずつ回っていただきその写真を支部facebookに載せ
てもらいました。
　当店も通りすがりにのぼりを目にしてテイクアウト
を注文しに来られます。支部からの熱い応援に本当に
ありがたく感謝しております。
　こんな時だからこそ笑顔を忘れず、今後の変化にど
う生き延びるのかを柔軟な頭で考えていきたいと思い
ます。

諫早支部　鐘ヶ江　秀美

　諫早支部、廣谷支部長のお声掛けで、支部の皆様が
全国に緊急宣言が出されてから、長崎県でも多くの飲
食店の休業や自粛をすることになり、当店でも4/25
～5/6の期間短縮営業でした。
　当店は、カウンター席のみで席数も16席しかあり
ませんし、狭い店内ではマスク着用での接客と来店さ
れるお客様への手洗いや消毒のお声かけをし、換気の
ため出入り口と窓を開けています。お客様自身が着座
される時に距離を取られて座られるなど気を付けてお
られます。
　4月は売上は減少するばかりでした。そんな中で迎

諫早支部  テイクアウト大作戦の
詳細はこちらから

鐘ヶ江会員 時会員
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２０２０年度　理事　紹介

抱　負

ニコット・サービス（有）

代表取締役

佐世保支部

新型コロナウイルスで社会全体が大変な状況となり我々の生活、会社

運営も先が見えない今となっています。新副代表理事として同友会の

仲間がお互い助け合い支えなければ何のための組織かわからなくなっ

てしまいます。「今動かなくていつ動くのか」を念頭に同友会に必要と

される一人として働かせていただきます。

副代表理事　江口　陽一
例会・仲間づくり  各委員会担当

抱　負

九一庵食品協業組合

執行役員　総務部長

大村支部

今年度、例会委員長を仰せつかりました。皆様よろしくおねがいします。

県の例会委員会の役割は同友会の三つの目的、「よい会社をつくろう」、

「よい経営者になろう」、「よい経営環境をつくろう」の目的のもと、各

支部の個性や伝統を尊重し、会員の皆様へ気づきや学びを提供する支

部例会委員会の支援をすることです。微力ではございますが貢献でき

ればと思っています。皆様のご指導ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い

いたします。

例会委員長　德田　義彦

抱　負

チェンジコンサルティング（同）

業務執行社員

大村支部

今年度も経営労働委員長を拝命しました。5年目の今年度は、「経営指

針の成文化と実践」を全県に広げていき、同友会活動の語り部を増や

していきます。「人を生かす経営」の実践の基盤を確立します。長崎同

友会の次の50年を見据えた活動を推進します。

経営労働委員長　宇土  敏郎

抱　負

（有）金井建設　代表取締役

大村支部

代表理事3年目を迎えます。何卒よろしくお願い申し上げます。3年目

を集大成にとの思いで新年度を迎えましたが、新型コロナウイルス感

染拡大の影響にて、あらゆる行事が中止、延期となり非常に残念でな

りません。しかしながら今回のコロナウイルス感染症問題で同友会の

存在価値は一段と高まったと思います。今年度も会員さんと共に微力

ながら全力で頑張りたいと思います。

代表理事　金井  政春

抱　負

（有）エス・ケイ・フーズ　取締役

長崎出島支部

今期、3年目の副代表理事を仰せつかりました。未曾有のコロナウイル

スにより、日本はもとより世界中が混沌とした中、同友会活動もままな

らず会員の皆様にお会いできないのがとても残念です。そんな中でも会

員の皆様の工夫を凝らした取り組み等を拝見し、さすが同友会と感激至

極の思いです。1日も早く収束することを願い、笑顔で皆様にお会いし

たいと思っています。今期もどうぞよろしくお願いいたします。

副代表理事　中村  こずえ
経営労働・共育・ダイバーシティ
共同求人  各委員会担当

抱　負

（有）ワイエヌコンサル  代表取締役

島原支部

今年度、引き続き副代表を仰せつかりました。新型コロナウイルスで大

変な時代を迎えております。しかしこういう時だからこそ、心と心で繋

がり、同友会の仲間で助け合い、この難局を乗り越え、アフターコロナ

による変化した時代に立ち向かうべく知恵や行動を起こしていかないと

いけないと思っております。絶対に皆で乗り越えましょう。今年度もど

うぞよろしくお願いします。

副代表理事　横田  耕詞
政策・情報広報・ビジョン
財務  各委員会担当

抱　負

（有）東洋印刷所　専務取締役

長崎浦上支部

専務理事になり3期目に入りました。今期は新型コロナウイルスの蔓延

により大変な毎日を過ごす中での同友会活動となり、会運営にも様々

な影響がでています。この様な時にこそ同友会を利用して苦難を乗り

越えられるよう一致団結して行動していきましょう。私もその一人に

なれればと思っておりますので、皆様のご協力を是非ともお願いいた

します。

専務理事　山口  善也

抱　負

（株）荒木工務店　代表取締役

島原支部

今期より財務委員長を拝命しました。昨年まで支部長を2年間務めさせ

ていただきました。今回もこのような大役を仰せつかり身の引き締ま

る思いです。立場が人を育てると申しますが財務委員長という新しい

視点から長崎同友会の更なる発展に貢献できるよう「自分らしく」取

り組んでいきますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。

財務委員長　荒木　博
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抱　負

（株）マツモト　代表取締役

長崎浦上支部

同友会の三つ目的は「よい会社をつくろう」「よい経営者になろう」「よ

い経営環境をつくろう」。よい経営環境はすべての社員の成長と協力が

なければ成り立ちません。社員と経営者が共に育つための委員会が共

育委員会です。お互いに成長し貢献していきましょう。

共育委員長　松本  一孝

〜中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である〜

近年続いている自然災害や、人命を脅かすウイルスの世界流行といっ

た想定外の事態を乗り越え、我々中小企業家が新時代を築いていくた

めには、その役割が条文で明確に規定された「中小企業振興基本条例」

が必要です。長崎県内未制定地域での完全制定を目指し活動します。

抱　負

（株）大幸企画　代表取締役

大村支部

政策委員長　時  忠之

抱　負

（株）新生電気　専務取締役

大村支部

今年度も引続き情報広報委員長を務めさせていただきます。今年度、

新型コロナウイルス感染症の流行が拡大している状況を受け、活動の

中止、延期等が発生し、企業経営の安定にも支障が生じ、終息時期が

いつになるか先が見えない状況となってます。今年度に掲げた情報広

報委員会活動方針に加え、今後の活動及び行動に対し自分でできるこ

とを再認識し、Zoom会議などを積極的に取り入れ、会員間のコミュニ

ケーションを図りたいと思います。今後とも皆様のご協力よろしくお

願いいたします。

情報広報委員長　浦郷  学

抱　負

山下・川添総合法律事務所

弁護士

大村支部

今期から、県のビジョン委員会の委員長を担当させていただくことに

なりました。これまでは、前委員長のもとで、第５次ビジョン（３年）

の検討及び立案過程に携わって参りました。金井代表理事の熱い思い

を「ビジョン」という形に成文化していく過程に、大変やりがいを感

じておりました。今後は、この明確になった第５次ビジョンを実現し

ていく過程に尽力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。

ビジョン委員長　佐藤  敬弘

抱　負

（有）東友建設　営業部長

諫早支部

今年度も引き続きダイバーシティ委員長を務めさせていただきます。

各支部の委員会が活発に活動できるようにバックアップして、特別支

援学校、各大学、行政機関と連携を深めていけるように架け橋になり

たいと思っています。皆さんの経営の役に立てるような例会の開催に

努めていきたいと思います。皆様のご協力をよろしくお願いします。

ダイバーシティ委員長

　寺尾　昌晃

抱　負

（株）LTU　取締役  総務部部長

諫早支部

今年度、共同求人委員長を務めさせていただくことになりました。認定

制度の制定、パンフレット制作など会員企業の皆様が、さらに輝く「選

ばれる企業」になるための道標ができればと思います。さまざまな機関

との協力関係を構築していきながら、委員のメンバーの方々のみならず

多くの会員様と一緒になってつくりあげていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

共同求人委員長

　野方　康平

抱　負

（有）栄光式典社

専務取締役

活動再開に備え、今できることを考え発信します。今期も１人でも多く

の会員さんに同友会に関わっていただきたく、「楽しむ」をコンセプトに

活動を組み立てます。これは例会に限らず委員会、役員会、仲間づくり等、

全ての活動の根底をなすものとします。私はそのための準備や仕組みづ

くりに注力します。

長崎浦上支部長

　西村　浩文

抱　負

（株）TAF　代表取締役

長崎出島支部

今期より仲間づくり委員長をさせていただきます。前期の支部長経験

を生かし各支部における仲間づくりの在り方を考え実行していきたい

と思います。同友会本来の学びを充実させるには人と人との繋がりを

大事にして、増のみならず強の実践を強化することによって学びたい

人が自然と同友会に魅力を持っていただく仲間づくり委員会にできる

よう頑張ります。よろしくお願いいたします。

仲間づくり委員長

　田中  清隆
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抱　負

（有）廣谷環境開発

代表取締役

本年度より、諫早支部長を務めさせていただくことになりました。諫

早支部では、昨年の国立諫早青少年自然の家で開催された経営フォー

ラムをきっかけに会員同士の絆がより一層深くなり、若い会員さんも

増え活動も活発化しております。通常の委員会活動はもちろん、諫早

支部独自の産学連携委員会や毎週月曜日の「社長さんいらっしゃ〜い」

のラジオ放送など支部独自の活動が行われており、会員同士の意識も

高くなっているように感じます。諫早支部独自のホームページも立ち

上げ、支部会員の情報発信を活発化できる体制も整いました。支部長

として会員の皆様の力になれるよう頑張っていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

諫早支部長　廣谷  慎也

抱　負

GYAR I RU

代表者

島原支部の活性化を図り、よい経営環境、よい経営体質をつくれるよ

う頑張っていきたいと思います。コロナの影響で支部内での助け合い、

かかわり合いが見直される大変な時期ですので、まだまだ若輩者では

ありますがスピード感を大事にして、皆様の企業の発展にご協力でき

るよう頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

島原支部長　北尾  新

抱　負

（有）山﨑マーク

代表取締役社長

今期、佐世保支部長を務めさせていただきます。役員、委員長、会員さ

んに新しい提案をしていただける環境をつくっていきたいと思います。

佐世保支部の良さは多様性です。各委員会が生き生きと活動し、支部全

体が活性化していく個性豊かな支部になることが目標です。

佐世保支部長　山﨑  秀平

抱　負

（有）荒木水産

今期、支部長を務めさせていただくこととなりました。よろしくお願

いいたします。北松浦支部は残念ながら参加率の低下など、なかなか

活動が活発化していません。したがって今期は各委員会に役割分担を

して各委員会活動を活発にし、支部活動の充実を図っていきたいと思

います。支部会員の皆様ご協力お願いいたします。

北松浦支部長　荒木  大輔

抱　負

（有）マコト測量設計

代表取締役

今期２年目の五島支部長を務めさせていただきます。私は会員の皆様

が、「同友会に入ってよかった」と思っていただける支部を目指します。

そのために、まずは例会の充実が不可欠だと思います。また、支部以

外の学びの重要性をお伝えすることや、経営理念等の学習も必要だと

感じています。このようなことに注力して参ります。

五島支部長　設楽  誠

抱　負

（株）山晃ユニティー  代表取締役

長崎浦上支部

今期の青年経営者会の会長を務めさせていただきます。感染症の影響

で様々な制約がある中でのスタートではありますが、前期から開始し

た3エリア体制を活用し、幅広い活動を行うとともに、会員同士の交流

がより深まる会を目指します。そして、共に切磋琢磨する仲間ができ

る場にしたいと思いますので、今期1年間、何卒よろしくお願いいたし

ます。

青年経営者会会長

　山﨑  晃

抱　負

（株）浮羽園

代表取締役

今期も引き続き務めさせていただくこととなりました。よろしくお願

いいいたします。100名もの会員を抱える大所帯となり活動率が低下し

つつあった中に、今般のコロナ禍による活動の停滞から会員の会への

意識離れが懸念されます。支部活動の基本である例会の充実はもとよ

り各委員会が独自の活動を展開することで、支部活動の充実化と支部

会員の帰属意識の向上を図ります。

大村支部長　生野  信一郎

抱　負

（株）ホロスプランニング

長崎出島支部長の大役を仰せつかりました。力不足ではありますが一

年間、よろしくお願いいたします。今まで築かれた長崎出島支部の「会

員の皆様との絆を深め、共に学び、楽しめる」を継承していくことが

できればと思っております。今期も４つの班が中心となり、支部活動

に取り組み、各委員会活動も活発に行われると思っております。支部

が一丸となり、協力し合いながら支部を盛り上げたいと思います。ご

協力をどうぞよろしくお願いいたします。

長崎出島支部長

　加瀨  和利
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良い。スマホでは厳しい。音声ははっきりしている。
初めてにしてはすんなりと入れた。セキュリティーの
問題に関しての詳しい説明が必要（大事な資料がある
PCは使用しない）。タブレットの使用に関して注意事
項（充電をしないまま使用したため消費電量がかなり
あり画像がダウンした）。Web会議は対面で話すのと
違って感情、声のトーンがわかり辛いが、情報交換、
報告については便利なアプリだと感じた。基本的には
違和感なかった。普段と違った会議で面白かった。普
段ではなかなか難しいことが実現できる可能性を感じ
た。リアルな会議では移動が大変、場所の弊害がある
中、瞬時に集まりやすい。情報伝達をFAXで行って
いる方々をどう言う風に周知して巻き込んでZoomの
利便性を感じていただくかが今後の課題かと…。
　今回の新型コロナウイルス感染症を機に、会議やイ
ベントがオンラインで開催され、その流れが一気に加
速し今後の会議の主流となるであろうZoom会議。県
委員会、支部例会及び役員会にZoom会議導入の舵を
きりましょう!

（文責　情報広報委員長　浦郷　学）

　新型コロナウイルス感染拡大で全国に緊急事態宣言
が発令され、さまざまな活動が自粛、延期となる中、
2019年度最後の当委員会（3/23月予定)も開催中止と
なり最後の締め、打ち上げ等の委員会活動ができなく
なり残念な結果となりました。
　終息時期がいつになるか先が見えない状況の今、当
委員会としてできることはないかと再度話し合った結
果、一部の業種で在宅勤務の普及が進んでいるイン
ターネットを使ったオンライン会議システム「Zoom

（ズーム）」の導入実践をまず手始めに当委員会で行
うことになりました。委員会開催数日前にZoomをPC
にインストール。この作業はマニュアル従って行った
ため、容易にインストールできましたがアカウント登
録手順で少々難航すると思われます（Googleアカウ
ント、もしくは Facebook アカウントが有れば登録は
容易）。登録後、動作試験を行うため事務局と調整を
行い、2020年度 第1回情報広報委員会をZoom会議に
て開催しました。
　初めてのZoom会議、司会進行の重要性がまざまざ
と思い知らされました。
　対面で話す会議と違ってPCに向かっての会議は緊
張しまくり。司会進行時、沈黙の時間があり参加メン
バー方々が不安を感じさせ迷惑を掛けました。申し訳
ありません!
　今回の委員会の中でZoomのブレイクアウトセッ
ション機能を使い、テーマとして「Zoom会議を初め
て実施した感想」のグループディスカッションを行い
ました。
　以下、Zoom会議の感想です。
　自宅のWi-Fi環境が悪いため途切れる。環境に左右
されるため職場でのしっかりした環境で行ったほうが

＜2019年度　例会最多出席者＞

※理事、フォーラムキャラバンは非対象
1位：谷 信一郎（大村）　2位：宮﨑 洋輔（大村）
3位：岩 素子（長崎浦上）
 
＜2019年度　例会皆勤者　48名＞

・長崎浦上支部：4名

大城 あゆみ、西村 浩文、橋本 裕次郎、吉澤 健
・長崎出島支部：10名

岩崎 誠一、梅本 國和、加瀨 和利、田中 清隆、
中村 こずえ、本多 邦暁、松田 学、安井 忠行、

・2019年度　例会表彰　※敬称略
＜2019年度11月〜2月例会特別表彰＞

①平均最大出席率賞

第1位…島原支部 （47.3％※11月73.5％、12月39.7％、
1月44.8％、2月31.3％）

②単月最大出席率賞

第1位…島原支部（11月例会時73.5％ 50/68 支部例
会出席率目標60％）

③最大ゲスト参加賞

　第1位…島原支部（11月例会時対象ゲスト22名）
 

情報広報委員会ZOOM会議 開催報告

2019年度 例会・仲間づくり表彰

日時：4月 27日（月）19：00 ～ 21：00
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・2019年度　仲間づくり表彰　※敬称略
＜第3回仲間づくりの日　スポンサー賞＞

※同数の場合、申込書到着順
1位：庄司 博昭（長崎出島）：3名
2位：平倉 浩（佐世保）：2.5名
3位：倉科 聡一郎（佐世保）：2名
 
＜第3回仲間づくりの日　最優秀支部賞＞

佐世保支部

＜年間最優秀スポンサー賞＞

※同数の場合、申込書到着順
宮﨑 洋輔（大村）：3名
 
＜年間最優秀支部賞＞

佐世保支部

山﨑 貴彦、レイガー 裕美
・大村支部：8名

岩永 貴彦、宇土 敏郎、金井 政春、髙瀬 邦彦、
谷 信一郎、德田 義彦、益田 智行、宮﨑 洋輔

・諫早支部：7名

太田 陽、鐘ヶ江 秀美、田浦 健吾、寺尾 昌晃、
平湯 湧一、廣谷 慎也、山口 大輔

・島原支部：6名

荒木 博、池田 知謙、河原 邦昌、北浦 雄一、
三田 茂樹、山田 崇生

・佐世保支部：7名

浦崎 健治、片桐 孝章、川下 眞文、豊福 和明、
平倉 浩、府川 正樹、綿川 淳子

・北松浦支部：3名

荒木 大輔、鬼塚 秀典、津﨑 幸三
・五島支部：3名

設楽 誠、宮田 秀樹、山本 一徳

＜入      会＞ ＜交      代＞

新入会員の皆さんです <４月入会・交代 > （敬称略）

支 部 名 北松浦支部
氏 名 山

やまぐち

口　圭
けいすけ

介
企 業 名 信光陸運（有）
役 職 名 代表取締役

企 業 住 所 〒859-4754 
松浦市御厨町北平免 47

T E L 0956-75-1774 F A X 0956-75-2387

業 種 運輸業

企 業 PR 弊社は生鮮食品や冷凍食品を関東地方中心に配送業務を行っ
ております。安全・安心をもっとうに日々業務に励んでいます。

スポンサー 鬼塚　秀典

支 部 名 佐世保支部
氏 名 西

にしとう

頭　翔
しょうたろう

太郎
企 業 名（株）東藤ロータスグループ
役 職 名 専務理事

企 業 住 所 〒857-0805
佐世保市光月町 8-17

T E L 0956-24-5555 F A X 0956-24-5556

業 種 ホテル、飲食業

企 業 PR
佐世保で約10年、ホテル・飲食業を営んでおります。地域
の皆様に恩返しができるよう、これからも精一杯努力いたし
ます。

前 会 員 草野　卓也

受賞された皆さん、おめでとうございます！
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会員活躍 長崎新聞  4 月 10日 長崎浦上支部  川口 義己  会員

長崎新聞  4 月 16日
長崎出島支部  貞松 徹  会員

長崎新聞  4 月 16日
長崎浦上支部  吉田 清規  会員ほか

長崎新聞  4 月 12日
大村支部  山口 成美  会員

長崎新聞  4 月 9日
大村支部  野添 祐二  会員
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長崎新聞  4 月 17日 長崎出島支部  田本 佳史  会員

長崎新聞  4 月 22日 佐世保支部  横山 昌隆  会員
北松浦支部  前川 浩二  会員

（上）長崎新聞  4 月 24日 長崎出島支部  安井 忠行  会員
（下）長崎新聞  5 月 1 日 長崎出島支部  永石 一成  会員



11

５月理事会  報告
5月15日（金）　Web会議（Zoom）　出席23名、欠席1名
 
開会あいさつ（抜粋）－金井代表理事

新年度が始まりましたが、思わぬことになりました。総会も書面表決、
理事会もZoomでの開催となりました。しかし労使見解のもと、いかに
環境がきびしくとも、時代の変化に対応して、経営を維持し発展させ
る責任があるという思いを持ち、自助努力をもって、この局面を乗り
越えないといけません。理事の方と事務局とワンチームでこの局面を
乗り越えましょう。この一年よろしくお願いします。

（理事全員より自己紹介）

仲間づくりについて
１）交代・休会・退会の承認について

→1名の交代、34名の休会、8名の退会を承認

２）4月の仲間づくりの進捗状況・具体的活動状況について
・田中仲間づくり委員長　総括

5/13、仲間づくり委員会をZoomで実施しました。14名に参加いただ
きました。話の中では、Zoomの活用、個別に連絡してはどうかとい
う意見がありました。１つ１つみなさんの困りごとを解決していかな
ければなりません。まずは「増」よりも「強」を、退会者を増やさ
ないようにしていきましょう。仲間づくりの日は開催する予定ですが、
緊急事態なので皆さんの意見を聞き、検討します。また、諫早支部の
テイクアウト大作戦など参考にしつつ、できることをやっていこうと
思います。活動しているということを発信していくことが大事ではな
いかと委員会ではまとまりました。

 
・金井代表理事

せっかく休会という制度を設けたので、退会の希望者には休会をす
すめて、休会で繋ぎとめることが第一です。また時政策委員長と
4/15に県に要望にいき、数の力も必要だと感じました。こうした
ことも頭に入れておくことが大切です。誰か候補者がいないかリス
トアップをし、コロナ終息後動けるようにしましょう。たくさんの
方が集まることができない現状ですので、各支部の委員会で集まり、
仲間づくりのことや経営についての話をしましょう。委員会で動く
ことで一般の会員さんまで活動が広がります。今できるのはそういっ
た活動だと思います。少人数で集まる、電話をするなどしていただ
ければと思います。

 
協議・承認事項
１）第49回定時総会 書面表決結果と意見についての確認－山田事務局長

→第49回定時総会　書面表決結果と意見について確認。ポスター作成
は継続審議。休会制度を設ける。また、休会制度を設けたので会費
減免を行わない。

２）コロナに負けるな！ミニ例会！について－田口事務局主任
→コロナに負けるな！ミニ例会！の実施を承認。理事の所信表明から

行うなど、今後内容を詰めていく
 
３）人を生かす経営全国交流（10月・徳島）開催日程変更について－山

田事務局長
→人を生かす経営全国交流の長崎開催を2024年に変更することを承認

 
報告・連絡事項
１）4月　県本部・支部・委員会等の活動状況について
≪支部≫

≪委員会等≫

２）例会について（更なる充実をめざして）－德田例会委員長
5/18にweb会議にて県の委員会を開催します。いつから例会ができる
のか見えません。安全に例会に参加いただくためにどうしたらいいか
検討したいと思います。

３）中同協　主要行事の開催予定

４）その他・近況報告・意見交換　等々－
・Zoomのブレイクアウトセッション機能をテスト利用（※「ブレイク

アウトセッション」とは、大人数で会議をしている時、そのメンバー
を少人数に分けて、それぞれで話し合ってもらう機能。）
メリット：4 ～ 6人くらいの少人数に分けることで、マイクのオン・
オフをせずに、実際に会って話すような感じで会話をすることがで
きる。同友会的なグループディスカッションが可能になる。
デメリット：ブレイクアウトセッションスタート後は、他のグルー
プの話を聞くことができない。またホストは各グループに参加はで
きるものの、俯瞰してみることができないため、進捗状況を把握す
ることが難しい。

 ※ 次回開催予定　6月4日（木）　19時

諫早

支部ホームページ内に、「諫早支部テイクアウト大作戦」とい
うページを立ち上げ、支部会員のテイクアウト情報を掲載し、
Facebook等、SNSを利用して情報の共有拡散を行いました。また、
支部で、「テイクアウトのぼり」を作成し、対象会員さんへ支給
することとしました。会議ができない状況の中、支部内の決議
事項はLINEで情報を共有し行っております。今後、Zoom会議
の検討も行っており、数人でデモ検証済みです。同友会活動が
大幅に制限される中で、支部の中でも、会員の皆さんが、何が
できるかを考えています。

佐世保

①4月14日LINE役員会の開催
②コロナ対策：飲食店、小売店等の紹介販売をHPで準備中。
③させぼ宅配サービスの紹介
④「さきめしキャンペーン」の連携支援

政策

4月15日（水）　新型コロナウイルスに関しての長崎県への緊急
要望・提言
長崎県庁にて平田副知事対応　出席者9名 金井代表理事、長崎
大学山口先生、（県議）大村支部　北村会員、佐世保支部　山下

（博）会員・山田（朋）会員、事務局　山田・峰・田口、委員長
時　アンケートのご協力、本当にありがとうございました。
金融機関の対応に関する緊急調査結果について説明
金融機関の対応に関する緊急調査を実施、結果を見ると多くの
方が金融機関から期待通りの対応をしていただけているようで
した。今後はコロナの影響が深い産業に対し、第2弾のアンケー
トの実施を行うので、ご協力お願いします。また、4/15に金井
代表理事と山口准教授と事務局で、県に対し緊急要望・提言を
行いました。今はまた違う局面になってきているので、中同協
の国に対する要望と照らし、地方が要望できることを考えてい
きます。

情報
広報

4月27日（月） 19：00 ～ Zoomにて委員会を開催。出席者 10名
1．広報誌　編集会議
2．ホームページについて

・新型コロナウイルス対策特設ページ バナー追加
・e.doyuにて、新型コロナウイルス感染症対策の経営支援情報
・随時発信更新情報をお知らせするSNSアカウント【Twitter】
【Facebook】【LINE】

3．e.doyu利用
・3月アクセス状況は46％

4．WEBを利用した会活動の検討について
・Zoom 活用のマニュアルとルール
・コロナに関する情報交換会の実施、Zoom飲み会の実施
・Zoomでのミニ報告（経営体験報告、セミナー、企業PR）を

企画
5．その他・情報交換
6．ブレイクアウトセッション機能を使いグループディスカッ

ションを開催
Zoomを使用した委員会を実施。いつもより多くの方の参加を
いただいた。五島からも参加いただき、距離に関係なく参加
しやすいという利点を感じた。各支部Zoomのアカウントを用
意したので、ぜひ活用を。Zoomのマニュアルも用意し、e.doyu
に掲示するので使用ください。

共同
求人 採用に関するアンケート調査結果について説明

5/28 九州・沖縄ブロック　代表者会議／ web（Zoom）

6/9 憲章条例キックオフ会議／東京（開催方法変更予定）

6/10 第 5 回  幹事会／ web（Zoom）

7/14・15 第 52 回  定時総会／北海道（web 会議に変更）

7/15 第 1 回  幹事会／北海道（web 会議に変更）

8/20 組織強化・会員増強全国交流会／（開催場所　未定）

9/17・18 第 48 回  青年経営者全国交流会／愛知（開催方法変更予定）

10/22・23 第 7 回 人を生かす経営全国交流会／徳島（2022 年に開催変更予定）

11/16・17 第 23 回  女性経営者全国交流会／新潟（目標 5 名）
（6/18・19 から変更）

3/12・13 第 51 回  中小企業問題全国研究集会／福島
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会　員　数（ ５月１日現在 ）

浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合計

目標 130 130 110 200

期首 109 112 105 92 68 180 37 32 735

現在 107 109 103 92 67 175 37 32 722

退 会 者（敬称略）

会 員 名 会　社　名 支 部 名 入会年月

髙江喜一郎 たかえ 長崎浦上 2013年  3月

原崎　　正 原崎特許商標事務所 長崎浦上 1989年  2月

山﨑　　玲 （株）公善社 長崎出島 2013年 9月交代

久保　誠司 （株）WORK・MARKETING 大 村 2018年  9月

佐野　充宏 ソニー生命保険（株） 島 原 2015年12月

丸山　誠司 ノールネットワークス（同） 佐 世 保 2018年  4月

村島慎一郎 （有）と～る企画 佐 世 保 2014年  8月

横田　博幸 （株）ミラクルあおば 北 松 浦 2017年  3月

休 会 者（敬称略）

会 員 名 会　社　名 支 部 名 入会年月

井口　達宣 エース出版長崎（株） 長崎出島 2008年 8月

松尾　直美 染趣庵 長崎出島 2020年 3月

水俣　　実 水俣技工 大 村 2017年 1月

柴田　靖也 （有）西海物産館 佐 世 保 2019年 8月交代

舩津　大輔 （有）西海物産館 佐 世 保 2019年 8月復会

村瀬　高広 （株）オネスト 佐 世 保 2013年 4月

購入を希望される場合は、同友会事務局（095-822-0680）までご連絡をお願いします。

全５冊シリーズを予定している『共に育つ』の第１巻目。大田堯・東京大学名誉教授の「教
育と何か」（共に育つⅠより）、大久保尚孝・中同協初代社員教育委員長の「同友会の社員
教育」（共に育つⅢより）を掲載し、教育の本質とそのあり方を学ぶ一冊。

A5判 55 ページ / 頒価 500円

全５冊シリーズを予定している『共に育つ』の第 2 巻目。梶谷俊介・中同協社員教育委員
長の問題提起「私たちの経営に労使見解をいかすために」（2016人を生かす経営全国交流
会問題提起より）、二宮厚美・神戸大学名誉教授の「人格の発達と労働の役割」（共に育つ
Ⅰより加筆修正）を掲載。人間にとっての労働の意義、そして労使見解を軸にした「共育」
をどう考えるかを学べる一冊。

A5判 63 ページ / 頒価 500円

新版  共に育つ１〜人育ての本質と同友会の社員教育

新版  共に育つ 2 −働くことの意義と成長、
労使見解と共育の関係を考える

会員動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●企業住所等変更
廣瀬　一孝  会員（諫早支部）

新TE L番号：095-873-8500

新FAX番号：095-873-8501


