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長崎出島支部　園田　能理子

　長崎出島支部では、本セミナーを10月例会に充当
することとしました。
　報告では、コロナ禍で前年同期比8割減の受注の中、
4月に指針発表を期にスタッフと共に知恵の出し合いと

下請けから元請けへ変動した藤河さんのお話が凄く心
に残りました。デザイン性と機能性を充実させオリジナ
リティーを独特の感性で商品化することを目指すことに
よりコロナの終息を待つ心構えに共感を覚えました。
　そして小田さんの報告の中で会計すなわち数字の勉
強を社員と行い具体的な会社の実情を把握させること

中同協 人を生かす経営オープンセミナー 参加報告
日　　時：10 月 22 日（木）13：00 〜 17：00

会　　場：プライムステージ（長崎浦上支部）/  長崎市立図書館（長崎出島支部）/  プラットおおむら（大村支部）

四季の蔵  食楽亭（諫早支部）/  HOTELシーサイド島原（島原支部）/  松浦シティホテル（北松浦支部）

観光ビルはたなか（五島支部）/  Web 

テ ー マ：人を生かす経営の実践で難局を乗り切ろう！

報 告 者：（有）コーリヤマ  代表取締役  藤河  正弘 氏（秋田同友会・常任理事）

　　　　　（株）バイタルリード  代表取締役  森山  昌幸 氏（島根同友会・代表理事）

　　　　　（有）小田商店  代表取締役  小田  大輔 氏（徳島同友会・副代表理事）

　　　　　（有）奥進システム  代表取締役  奥脇  学 氏（大阪同友会会員）

問題提起：中同協人を生かす経営推進協議会  代表  加藤  明彦 氏

行動提起：中同協 経営労働委員長  林  哲也 氏　/　中同協 共同求人委員長  川中  英章 氏

　　　　　中同協 社員教育委員長  梶谷 俊介 氏　/　中同協 障害者問題委員長  比嘉  ゑみ子 氏



　長崎県中小企業家同友会におかれましては、
日頃より中小企業の繁栄、地域経済の振興に
ご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。また、
昨今の新型コロナウイルス感染症につきまし
ては、会員の皆様におかれましても、不安な
日々を過ごされていることと拝察いたします。
　このような中、雲仙市におきましては、中
小企業の皆様の経営支援や再建の一助となる
よう、国や長崎県が実施する様々な支援制度
をはじめとして、独自の支援制度を策定、実
施するなどの事業展開を行っているところで
あり、新型コロナウイルス感染症の一日も早
い収束と皆様のご健康を心より祈念申し上げ
る次第でございます。
　現在、本市では、第二次雲仙市総合計画に
掲げる将来像「つながりで創る　賑わいと豊
かさを実感できるまち」の実現に向け、人口
減少問題をはじめとする様々な課題解決や新
たな事業などへの取り組みを加速しておりま
す。
　本年度の主な事業といたしましては、創業
者を増やし育てていくことで産業の新陳代謝
や新たな雇用を創出し、地域の元気・活力を
生み出すことが重要であると考え、高い成長
性や地域への貢献などを審査した上で支援を
行う雲仙市産業サポート事業や、商工業を活
性化する取り組みに対して支援を行う雲仙市

商工業活性化推進事業など、雲仙市で経営を
行う企業の皆様を多角的に支援する体制を整
えております。また、テレワークやワーケー
ションなど、新たな生活様式に資する環境整
備への対応を進めるため、市内全域を対象と
した光ブロードバンドの基盤整備について、
来年度までの完了を目指しております。
　今後、九州新幹線西九州ルートの開通、地
域高規格道路「島原道路」の完成を控え、交
通の便の改良が期待され、更なる地域経済の
振興が見込まれる状況にあることから、本市
としましても、国見町及び吾妻町の２地区に
おいて工業団地の造成を行い、新たに企業を
誘致する準備を進めております。
　このように、本市が抱える様々な課題を解
決するため、着実に取り組みを進めることで
地域経済の活性化を図っておりますが、長崎
県中小企業家同友会の会員の皆様をはじめと
した中小企業の皆様とともに歩みを進め、中
小企業の皆様がそれぞれお持ちの魅力を十分
に発揮できる環境を整えることが大切である
と考えております。
　今後におきましても、様々なご意見を賜り
つつ地域経済の振興に努めてまいりますので、
引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

プロフィール
・生年月日：昭和35年11月24日　・出身地：長崎県雲仙市小浜町
・2007年　4月　長崎県議会議員  当選（１期目）　・2010年　3月　長崎県議会農水経済委員会委員長  就任
・2011年　4月　長崎県議会議員  当選（２期目）  / ９月　有明海自動車航送船組合議会議長  就任
・2013年　1月　雲仙市長  当選（１期目）　・2017年　1月　雲仙市長  当選（２期目）　現在に至る

各界からの提言
金澤  秀三郎雲仙市長

福井  義憲  会員（長崎出島支部）

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

　“10年後には、認知症患者の金融資産凍結が200兆規模に”（日本経済
新聞 2018.8.26）との予測があります。認知症になると資産活用の意思表
示が難しくなり、次のような取引に関する 契約行為 ができなくなります。
　・不動産等の売却・取得、建物の取壊しや建替え、分筆等、借入・担保設定、

金銭の活用、遺言書作成等々
　認知症になる前に、民事信託の信託契約を行うことで上記は解決します。
※信託について関心がある方は、小冊子「資産を守り、笑顔で咲かせる、家

族信託」を無償で提供します。（30 名限定）。私まで、「家族信託の小冊子
送付依頼」とメールをください。

 士業の方へお知らせ
依頼者のご希望に沿う信託契約を結ぶには、信託法を正しく（深く）理解し、税法や
その他関連法を駆使しながら、高度の判断が求められます。その為、信託業務を行
うに際しては、チーム（弁護士、司法書士、税理士の３者で）で対応したいと考えてい
ます。賛同する弁護士さん、司法書士さんは福井まで連絡ください。
　ルール1：定期的に事例研究の場を持つ
　ルール２：案件の企画書提案には３者の協議の下に行い、契約の際は合同受注
　　　　　　とする
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のすばらしさにも心打たれました。我社で取り組みた
いと思ったことはグーグルスプレッドシートの活用！
　多大な費用をかけなくてもスタッフ全員が情報の共
有ができること！をまずは取り組みとして行おうと思
います。会社を思う気持ちとスタッフとの温度差は必
ずあるものだと思います。しかしながら、経営人とし
て指示する側から尋ねる役になることも今回のテーマ
である人を生かす経営に値するものではないかと今回
のセミナーでは一番感じ取ったことでした。

変わることの大切さ
です。コロナ禍で、世
の中は大きく変わり
ました。私は変化に対
応することが苦手で、
できれば現状維持で。
変わらなければいけ
ないのであれば、なる

べくゆっくりと、と思うタイプの人間です。実践報告
の中で、ある方は同友会に入会して数年。変わること
ができたと。しかしコロナ禍でもっと早く変わること
ができた、チャンスだ。とおっしゃっていました。
　第2部のグループ討論では、参加者が少なかったこ
ともあり、時間が少々余ってしまいました。急遽内容
を変更し、活動の手引きを基に同友会についての勉強
会を行いました。
　最後に新入会員の福田さんの今後の活躍に期待いた
します。

五島支部　設楽　誠

　五島支部では「人を生かす経営オープンセミナー」
を10月例会に充当することとしました。第二部のグ
ループ討論の前に、新入会員の福田さんへバッジの贈
呈を行いました。
　4名の実践報告をお聞きして、共通して感じたこと
は、まずは、平時から備えることの大切さでした。経
営者一人が頑張って走るのではなく、社員の方と普段
からコミュニケーションを綿密にとり会社の主役を社
員さんに置いているということです。
　例えば売り上げなどの数字を、毎日SNSで共有し、
決算資料が読める社員教育を行うなど、また、企業変
革支援プログラムを社員さんの話を聞いて取り組み共
有しているなどです。また、別の企業では社員さんを
パートナーとして考え、アピールしやすい環境づくり
や話しやすい仕組みづくり、何かあれば一緒に解決す
る姿勢で対応しているとのことでした。普段から社員
さんと一丸となっているからコロナ禍に対応すること
ができたと思いました。
　もう一つ感じたことは、コロナ禍をうまく利用して
いるということです。例えば商品が売れず工場が休業
している状況で、これを機に普段はできないあらゆる
研修会や、社員さんへ機材を自由に使ってもらい商品
開発を行うなどです。別の企業では、システムの新た
な開発や、改修を行い商品の質も上げるなど、うまく
時間を使っていると思いました。
　このセミナーに参加して私が一番に学んだことは、
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これで基本業務のリモートワークが完結します。（特
殊な事案に関しては一部有料ソフトを使用）
　グループ発表では、店舗販売をやめリモートによる
ネット通販に完全に移行予定の会員もおり、この報告
をきっかけに取り組んでみたいとの声もありました。
実際に取り組むためには、いかに社員の士気を高める
か、固定観念を打破する必要がある、リモートの管理
者が必要などの意見もありました。
　どの程度の合理化ができたのか？の質問に対して
は、実際仕事が滞ったり、トラブルが起きたりはして
おらず、むしろ社員がテレワークの予定を入れたがる
くらい好評であるとのことでした。
　サポートがあれば導入したいという会員には、溝越
さんが無料相談に応じるということなので、これを機
会にぜひ多くの会員にチャレンジしていただきたいと
思います。

（文責　齊藤　誠史）

　溝越さんは、会計事務所
での経験を生かしTM事務ソ
リューションを設立。同友会
の企業変革支援プログラム、
SWOT分析を活用し、2年後
に経理業務等の代行・合理化
などの支援業務を行う現在の
（株）アルティメットを創設
しました。
　コロナ感染に特別な危機感

を持っていたわけではありませんが、ある日突然、社
員の家族の友達がコロナ感染者との濃厚接触者とな
り、大変なことが起きたと認識。結果陰性で事なきを
得ましたが、皆さんは、社員に感染者が出たらどう
やって会社を守りますか？この答えの一つが「リモー
トワークに取り組む」でした。
　リモートワークのメリットとして、
①移動時間・業務中断が減る　②集中できる　③会議
が減った　④共有ソフトで情報交換の効率向上
などが挙げられます。
　一方デメリットとして、
①他スタッフとのコミュニケーションがとりにくい　
②チームの仕事の進捗状況の把握がしづらい　③情報
機器と通信環境の必要性
などが挙げられます。
　中には、PCやスマホが使えない、新しい試みに文
句を言う社員がいるなどの問題を抱える会社もあると
思いますが、元々は社員の接触機会を減らすことが目
的であり、現場で働く社員も必要であるため、無理に
全員が取り組む必要はなく一部の社員からでも始めら
れます。リモートワークの良さが浸透すると、これま
で否定的だった社員も挑戦するようになるとのことで
した。
　また、設備投資にお金がかかる問題も、PC、スマ
ホ対応のクラウド型無料アプリを活用します。
₁．朝礼、報連相～Chatworkのビデオ機能
₂．社員の行動予定の把握～グーグルカレンダー
₃．社員、顧客との情報共有及び資料閲覧～ Chatwork
₄．日報、報告書をお客様別に時系列管理～ trello
₅．FAX～複合機ならばメールで転送可能

長崎浦上支部 例会報告
日 時 10月20日（火）19：00 ～21：00
会 場 長崎ブリックホール・Web

テ ー マ コロナ禍をきっかけとした
リモートワークへの取り組み

報 告 者 （株）アルティメット　代表取締役
　溝越　正　会員

出席者数 30名（会員25名（うちWeb11名）、ゲスト3
名、他支部1名、事務局1名）



5

像を設定したら、その未来像を追い求める覚悟を持っ
て、未来の希望となるのが中小企業であるとのことで
した。
　同友会のコロナ影響調査アンケートの結果から見る
現状分析、県内コロナ感染状況とその時の経済状況を
振り返りながら自社の状況についても回顧して話され
ました。
　永久劣後ローンについては、業界を超えて知恵を結
集し連携することの必要性を訴えました。
　また、来月例会の報告テーマ「デジタルトランス
フォーメーション（DX）」について説明され、中小企業
振興基本条例もデジタル化社会に向けて変更がでてく
るかもしれないことなど、会場を引き込む語り口で50分
の報告時間いっぱいに力強く話していただきました。

（文責　田端　正成）

　今回は、県政策委員長
を務める時さんに報告
をお願いいたしました。
　コロナの状況は今後
もどうなるかわからな
いが、同友会、中小企業
にとって、厳しい時代に
なっていくと私見を述

べつつ、コロナ禍の打撃を受ける飲食業界にありなが
ら、「じっとしていても死にゆくのみだ、何らかのア
クションを起こさなくては」と新店舗のたい焼き店を
開店されました。また、私たち中小企業家が未来の希
望となる体現者たらんことを示していかなくてはなら
ないとの思いも話されました。
　未来の社会は、人の移動に制限がかかるため、抑え
られた消費行動になり、地域内循環経済の誕生、バー
チャルな社会、テレワーク、時差出勤などワークスタ
イルの変化をあげて話されました。社員との信頼関
係、社会との信頼関係、労使見解、自社の経営指針も
未来の社会に対応して内容を再確認、再構築する必要
も出てくるとのことでした。
　また、中小企業があるからこそ、地域が生き生きと
明るい社会になっていけるのであり、私たちの目指す
未来像が、地方を牽引する力となり、その目指す未来

報告者のお二人とも熱心に受講され見事に最後までや
り遂げられました。今回の例会ではそのまとめも兼ね
て報告していただきました。

　県主催の経営指針実践セミナーが2019年の7月から
2020年の8月まで10回シリーズで開催されましたが、

大村支部 例会報告
日 時 10月15日（木）18：30 ～21：00
会 場 長崎インターナショナルホテル・Web

テ ー マ

コロナに負けるな‼︎
アンケート結果から見る今、これから！
「永久劣後ローン制度提唱から見えたもの」、
中小企業からの政策提言の声で新時代を築こう。

報 告 者 （株）大幸企画　代表取締役
　時　忠之　会員

出席者数 30名（会員29名（うちWeb2名）、事務局1名）

諫早支部 例会報告
日 時 10月21日（水）18：30 ～20：00
会 場 小栗ふれあい会館・Web
テ ー マ 経営指針を初めて作って分かったこと

報 告 者

（株）上園商事ベストワーク　代表取締役
　上園　明彦　会員
長崎海産（株）　代表取締役
　三宅　ちはる　会員

出席者数 44名（38名（うちWeb9名）、ゲスト3名、
他支部2名、事務局1名）



6

会者がでており、また、在籍会員においても今後の経
営方針・サービス内容含めて抜本的に会社を一から見
直し、利益の出せる体質への進化、そして思い切った
経営判断をしなければ生き残れない時期にあります。

　今回島原支部では、以前よりご縁をいただき当支部
会員向けに経営セミナーも開催していただいておりま
す福永さんに報告をお願いいたしました。
　テーマでもわかるように当支部におきましても「コ
ロナ禍」の影響はすさまじいものがあり、退会者・休

学校で福岡同友会の（株）アイルの樋口さんに勧められ
て長崎同友会に入会されました。
　入会する前は、自分自身の精神状態と会社の雰囲気
は最低最悪だったそうです。そういうこともあり、昨
年の7月から県の経営実践セミナーを受講されました。
また昨年の6、7月と諫早支部の経営理念策定セミナー
を受講され、経営理念を作成されています。
　経営指針を作成されたことにより、それまで自信が
なく不安だらけだったのが、自信ができ、新しいこと
にもチャレンジしようという意欲が出てきました。ま
た、何よりも社員の意見を素直に受け入れることがで
きるようになってきたことにより、会社が明るくなっ
たというのが一番良かったとおっしゃってます。
　これからは、指針を実践し社員の思いも指針に加え
ていこうと意欲満々の三宅さんでした。
　最後に三宅さんの言葉にありました「経営指針をつ
くれば、心の霧がはれる」まさに名言です。
　最後に質疑応答があり、県の経営労働委員長の宇土
さんが、お二人の報告を聞いて、やっとここまで来る
ことができたかと思うと本当にうれしいと涙ながらに
話しておられ、私も胸が熱くなりました。

（文責　松田　卓）

　まず上園さんに報告していただきました。
　（株）上園商事は、ベストワークという店舗名で作業
用品、作業服の販売を諫早、島原、伊万里で展開して
います。
　上園さんは実は事業をやめようかと思っておられま
したが、甥っ子さんが入社されたこともあり、事業承
継をする気になられ、そのためには、経営指針をつく
ることが一番重要だというということで今回経営指針
実践セミナーを受講されました。
　今回経営指針を発表されて、その過程において全て
の事柄を文章化、数値化したことによって、会社の目
指す方向が明確化されたことが非常に良かったとおっ
しゃっています。また、経営者自身が常に学び続ける
ことが社員のモチベーションアップにつながり、企業
の発展につながることを確信されました。
　そして、経営指針を半期ごとに、検証し見直すと言
われていますので、そこが一番重要なことであり、す
ばらしいなあと感心いたしました。
　最後に、今回のセミナーは受講10回で3万円という
ことで、実に費用対効果が高いと力説され、まさにそ
うだなと改めて思いました。
　次に、三宅さんに報告していただきました。
　長崎海産（株）さんは、大村の溝陸で海産乾物の卸
売りと製造をされています。昨年の3月、中小企業大

島原支部 例会報告
日 時 10 月 20 日（火）19：00 ～ 21：00

会 場 HOTELシーサイド島原

テ ー マ コロナに勝つ企業になるために

報 告 者 岩永会計グループ  （株）IGプロジェクト
　福永　政文　氏

出席者数 29名（会員23名、ゲスト6名）



7

コンサルタントとして企業の役に立つコンサルタント
になる」と書かれています。そのメモに偽りなく、朝
永さんは「コンサルタント業は経営者と社員に寄り添
い、一緒に取り組み、半歩先を見ながら進むこと」を
行動基準とし、コンサルタント業務やISO審査のため、
日本全国を日々飛び回られています。
　そんな朝永さんがコンサルタントとして出会った、
様々な経営者の姿を守秘義務に反しない範囲で報告い
ただき、参加者は自分の姿と比較しながら熱心に耳を
傾けていました。
　報告補足では、9月佐世保支部例会【コロナと生き
る・コロナを乗り越える】にて実践されたアンケート
のことを振り返り「是非、多くの会員に読んでいただ
きたい。ここに集約された会員からの声に耳を傾け支
部活動において実践することが必要である」との問題

　朝永さんは、多様な職歴を経て40代でコンサルティ
ング業を個人事業として創業、60歳で現在の（株）
地域総合研究所を設立されました。
　常にバッグに忍ばせている創業時のメモには「経営

カッションも大変盛り上がっていたように思えます。
　さらに今回の例会では各テーブルに岩永会計グルー
プ様の社員の方が1名ずつ付いてくださり、私どもの
グループディスカッションが円滑にすすむようフォ
ローしてくださいましたので、効率よく・的確な議論
ができた例会になりました。
　最後になりますが、どの業界においても「コロナ禍」
の影響はあります。その影響を的確に分析し、自社の
業界に何が起こるのか？人々の仕事がどう変わってい
くのか？予測し、準備をし、会社と雇用を守っていく
事が我々経営者の仕事であると改めて学べるよい例会
となりました。

（文責　織田　哲平）

そのことを1人でも多くの会員企業が認識し、対応を
協議して準備に取り掛かるためのとてもよいきっかけ
になるものと思い報告を依頼させていただきました。
　報告内容はまさにその期待に十分に応えていただけ
る内容で、世界的なコロナの影響から大企業経営者の
考え方まで沢山の情報の提供をしてくださり、まさに
「危機感」を各会員がしっかりと持てる内容でした。
　中でも「7割経済になってどう会社の利益を確保す
るのか？」「withコロナ時代の生き残り戦略は？」と
いう内容には各テーブルともに大変熟慮と議論がなさ
れていました。
　当支部の用意したディスカッションテーマもまさに
この「コロナ禍において、会社をどう変革し“利益”
を確保するのか？」といったテーマでしたのでディス

佐世保支部 例会報告
日 時 10月16日（金）19：00 ～21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web
テ ー マ コンサルは見た！良い経営者と悪い経営者

報 告 者 （株）地域総合研究所　代表取締役
　朝永　憲法　会員　

出席者数 43名（会員35名（うちWeb7名）、ゲスト1名、
他支部5名、事務局2名）
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ている、成長されている姿だと確信しております。論
語の中に思いの伝達を引用されてるのはいいことだと
思いますが、社員さんとの思いを統一するための面談
を進めるのが必要かと考えます。悪戦苦闘の毎日の中
に大橋さんの大器晩成の姿を見た気がします。同友会
の目的である経営指針策定をもう少し実践して、全社
一丸で進めるために、活用して頑張ってください。能
力の高い大橋さんだからこそ、今後のご成長を期待し
ております。また3回目を聞きたいものです。大変勉
強になりました。

（文責　池野　晋一）

　今回の例会では、大橋さん
の報告を今回2回目として聞
かせていただきました。まず
は前回の報告時よりかなり進
歩した施設運営をされている
印象を受けました。自ら実践
している姿は圧巻です。その
半面、大橋さん自身が悩まれ
ている様子がありありと伝
わってきました。

　社長の略歴から仕事観を短い時間で報告していただ
きましたが、紆余曲折の経営の厳しさに直面している
様が少し長いような気がします。しっかりと考えて戦
術を明確にして、理念を一緒に働く社員に落とし込み
をしないとまだまだ続くような感じもしています。
　売り上げは徐々にですが上がっている中で、要因の
分析と今後の計画そして何がしたいのか、どう在りた
いのかを思い伝えること、思いを共有する大切さをつ
くづく感じました。社員に対して同じ目的の意思の確
認ができないまま、社員間での騒動、オーナーとの確
執がいつまでも安定できない理由のような気がしま
す。
　ただすべて自分の口からオープンに話されている姿
は一歩も二歩も前進して、自信をもって経験を積まれ

ただきました。
　北極星に向けて、行く道はいくらでもある。決して
諦めず北極星を目指し幾通りの道を捜すことこそが成
功の秘訣である。報告の結びで朝永さんが語ったその
言葉に胸が熱くなり勇気をいただきました。
　参加者の皆さんは、コロナ禍で厳しい経営環境が続
く中、決して諦めず、理念を胸に試行錯誤しながら前
に進むことこそが大切なのだと、今回の報告で改めて
学んだのではないでしょうか？その後に続く、質疑応
答・グループディスカッションも活発に討論されまし
た。さらに、今回の例会は青年経営者会からも5名参
加していただき、活気あふれる例会となりました。

（文責　村上　敦子）

提起もありました。
　「経営者は夢を語ることが大切。しかし実現しない
とホラ話になる。実践あるのみ」「成功する秘訣は決
してあきらめないこと」経営を「経線」、指針を「北
極星」に例えながら、経営とは何たるか、経営者と
してあるべき姿等、非常に分かりやすく解説してい

北松浦支部 例会報告
日 時 10月20日（火）19：00 ～21：00
会 場 松浦シティホテル

テ ー マ 挑戦！ “信用金庫” はあっても
“信頼金庫” はない！

報 告 者 桃李（株）　代表取締役
　大橋　尚生　会員

出席者数 12名（会員10名、ゲスト1名、事務局1名）
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など初めて聞く話ばかりでした。
　途中ドローンの操作体験を交えて、質問も沢山交わ
され今後はどんな仕事で活躍してくるかを考えながら
の楽しい報告でした。
　今後はドローンの開発に携わり、ドローンを取り扱
う全ての方をハッピーにしたいとビジョンを語ってい
ただきました。

（文責　河合　恵）

　今回は久しぶりの例会開催でした。
　山一商事（株）の小田美鈴さんにドローンの現場と今
後について報告していただきました。
　ドローンとは良く耳にはしますが、なかなか接する
機会がなく会員皆興味がある内容でした。
　現在、災害支援で使用されたり、土木での空撮や、
農薬散布、風力発電の点検などで活躍していますが、
一般の方には浸透していないのが現状で、知識がない
まま使用してしまうと、航空法や電波法などに引っか
かる恐れがあることや、来年から国家資格になること

し、各会員への意識付けを行い、活性化を図っている
との話がありました。
　また、広報委員会を毎月1回開催し、委員会後には
様々なテーマで勉強会を開催。Facebookでは各支部
と連携して週2回のライブ配信を行うなど、積極的に
情報発信を行っています。「広報誌をつくる委員会で
はない」との言葉に委員会の役割を改めて考えさせら
れました。
　そして情報のSTUV「simple（シンプルに）、total（全
体思考で）、You attitude（あなた目線で）、visual（美
しく）」の考え方の紹介がありました。今後の情報発
信に生かしていきたいと思います。
　その後のグループディスカッションでは、各地のコ
ロナ禍での活動状況と今後の取り組みについて意見交
換を行いました。総じてどの同友会でもe.doyuやホー

事務局　森川　健吾

　中同協の広報委員会に初めて参加させていただきま
した。
　まず、今年度の委員会の体制として、新委員長に愛
知同友会の宇佐見さん、副委員長として東京同友会の
内田さん、兵庫同友会の西さんが就任されたことが確
認されました。
　そして、中同協Webサイトリニューアルの検討や
中同協公式LINEの開設、YouTubeチャンネルの認知
度アップ等について報告があった後、兵庫同友会の実
践報告に移りました。
　兵庫同友会からの報告では、支部・ブロック別の同
友会活動について、入退会や例会、ブロック会の参加
率等の要素をもとに活性化状況を数値化した表を作成

中同協 第１回 広報委員会 参加報告
日時：9月 29 日（火）14：00 ～ 17：00　会場：Web

青年経営社会 例会報告
日 時 10 月 23 日（金）18：30 ～ 20：45
会 場 三菱記念会館
テ ー マ 長崎から羽ばたくドローンの夢

報 告 者 山一商事（株）専務取締役
　小田　美鈴　会員（長崎出島支部）

出席者数 15名（会員13名、ゲスト2名）
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用し全国の会員とのつながりを持ちたいとの意見があ
がっていました。
　今回参加させていただき、学ばせていただいたこと
を委員会活動に生かしていきたいと思います。

ムページにコロナ関連の特設ページを設けて情報発信
を行ったりZoomを使っての情報交換会を開催したり
していました。また、動画配信を行っている同友会も
ありました。今後の取り組みとして、Zoomをより活

・座長のまとめを報告者の会社から行うなど、Web
を活用した新たな取り組みがあった

・入念に準備をすることでWebでも報告者の熱量を
伝えることができた

課題
・分科会の設営ではカメラや音響・ライティングなど

で、満足度に差が出た
・Zoomでのグループディスカッションにおけるグルー

プ長のスキル不足があり、グループ長研修が必要
・途中退席や欠席が目立った
などの意見が出ていました。
　2日間にわたる全国大会のオンライン開催は今回が
初めてで、この取り組みはこれからの全国大会や各地

事務局　田口　友廣

　今回の青年部連絡会では、初のONLINE 開催（1481
名の参加登録）となった第48回青年経営者全国交流
会（9月17・18日）の振り返りから始まりました。
　冒頭の石川青年部連絡会代表のあいさつでは、今回
青全交の開催を無事成し遂げることができたのは、①
歩みを止めなかった　②短い準備の時間でも工夫しベ
ストを尽くした　③本気・本音で関わった　以上の3
点を挙げられました。
　また、全国からの感想として
良かった点
・オンライン開催のため、今まで参加できなかった人

が参加できた

第 29 回 中同協 青年部連絡会 参加報告
日時：10 月 6 日（火）13：30 ～ 17：00　会場：Web 

会長談話を発表しました。
₁．コロナ禍を乗り切ろうと奮闘している中小企業、
小規模事業者に対し、「1社もつぶさない」「雇用を守る」
との観点で、いっそうスピードを上げて、その取り組
みを進めること。
₂．日本経済の根幹を担う中小企業、小規模事業者の
存在意義や魅力等に関する正しい理解を、広く醸成す
る機会を、「中小企業の日」や「中小企業魅力発信月間」
に限らず設けることともに、首相直属の省庁横断的機
能を発揮する会議体や「中小企業担当大臣」を設置す
ること。
₃．生産性のみで評価するのではなく、一人ひとりが
そのすばらしさを発揮し、多様性ある社会とするため
にも、雇用を守り、地域経済を担う中小企業の育成・
支援をすすめること。
　このように中同協も全国の会員企業の経営環境に少
しでも寄与しようとの強い思いを持って活動・運動を
続けています。
　長崎同友会としても会員さんの声を集め会内外に積
極的に情報発信し経営環境の改善に努める必要性を強
く感じた幹事会でした。

代表理事　金井　政春

　10月に入り1年で一番過ごしやすい日々が続く秋晴
れの中、残念ながら今回もWebによる開催となりま
した。全国46同友会より幹事157名中111名、事務局
員51名、監事、顧問を含め総勢168名にて開催されま
した。
　冒頭、広浜会長の挨拶ではコロナ禍の中、日銀の企
業短観において中小企業の資金繰りが悪化していると
の報告がありましたが、同友会の景況調査では会員企
業の悪化は少ないとのことで、同友会会員企業の対応
の早さを嬉しく思いました。日々、同友会活動に参加
して情報を得て学びを深めている成果だと思います。
　しかしながら長崎同友会においては、例会、委員会
活動もコロナ禍以前の様な活動ができないため（例会
後の懇親会開催不可も含め）同友会活動に参加される
会員さんが少ない現状に、私なりにもどかしさを強く
感じると共に残念でなりません。この様なコロナ禍、
時代の変革期だからこそ情報収集には積極的に（コロ
ナ対策を講じて）活動して欲しいと切に思います。
　また、中同協は新政権への期待を込めて次のような

中同協 第２回 幹事会 参加報告
日時：10 月 5 日（月）13：00 ～ 17：00　会場：Web 
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型の会社や同友会を目指そうとまとまりました。
　他のグループからは、地域や国にとらわれず世界で
活躍をするといった意見も出ており、これから青年部
の活動がさらに広がっていくのではとわくわくできる
グループディスカッションとなりました。
　また、今回グループディスカッションを通して
2030VISIONの理解が深まりました。今回学んだこと
を、長崎の青年経営者会でお伝えし、長崎においても
2030VISIONが浸透されるよう取り組んで参ります。

の活動で生かすことができるものになったと思いま
す。
　そして次年度の青全交は岐阜で開催されます。岐阜
での青全交は会場とオンラインの両方のハイブリット
での開催を予定していると報告がありました。
　後半では先日の青全交で発表された青年部 203 
₀VISIONに謳われている「われわれ青年経営者で次
代に誇れる豊かな世界を創ろう！」から、「豊かな世
界」とはどんな世界だろうか、またそのために会社や
同友会はどうあるべきかをテーマにグループディスカ
ッションが行われました。
　私が参加したグループでは、多様性を生かす・認め
ることが豊かな社会につながるという意見が出まし
た。そのためには、その人のことを知る、活躍できる
場や役をつくる、巻き込みながら共に行動することが
大事である。またそうした取り組みを通して全員参加

き、企業は人手不足が解消できるといったメリットが
あります。
　こうした働き方を実現させるためには、障がい者を
雇用した後に何をするか決め仕事を与えるという考え
をやめ、企業はどんなことをしてもらえると課題解決
できるか、その仕事に適した方をマッチングすること
が大事だということでした。
　また近藤氏から「少数派は誰か？」という話があり
ました。これまで企業が採用を想定していた「若くて
健康でフルタイム働く男性」は日本においてどんどん
減っています。しかし少数派と言われる「障がい者」

「高齢者」「ひきこもり」「ニート」「専業主婦」の中には、
働きたくても職に就くことができないといった現実が
あります。人手不足を解決するためには、今まで少数
派と言われていた方たちの活躍を考えることが必要で
あると改めて学ばせていただきました。
　近藤氏の講演を受け、「超短時間雇用」をテーマに
グループディスカッションが行われました。その中で
障がい者に限らず、超短時間やジョブ型などの多様な
働き方を考えていかなければならないのではといった
意見や、これまでは採用してから何ができるのかを探
していたが、そのためにミスマッチが起きるのではと
いった意見があり、多くの気付きがありました。
　今回学んだことを長崎のダイバーシティ委員会の活
動に生かして参ります。貴重な機会をいただきありが
とうございました。

事務局　田口　友廣

　今回の中同協障害者問題委員会は、第1部で全国大
会・各地の取り組みの報告と確認、第2部では超短時
間雇用モデルについての講演がありました。
　第1部では、2021年第21回障害者問題全国交流会
について開催意義とテーマの確認、設営については会
場を設けて実施を検討と報告がありました。
　次に10/22開催の人を生かす経営オープンセミナー
について、比嘉中同協障害者問題委員長より報告、当
日は行動提起を行うと発言がありました。
　1部の最後には各地の取り組みが報告され、現在
Webを活用したセミナーが増え、距離を気にせず参
加できるため、全国の会員が参加しており、交流する
機会も増えているようでした。
　第2部では東京大学  先端科学技術研究センター  
准教授  近藤  武夫氏より「産学官連携によるインク
ルーシブな働き方の創出－東大先端研IDEAプロジェ
クト・超短時間雇用モデルの実践から」をテーマに講
演がありました。
　超短時間雇用とは、障がい者の方が週あたり15分
や１時間といったごく短い時間働くといったもので
す。雇用する側は依頼する業務を具体的に定義し、そ
の作業を行うことができる障がい者を雇用します。作
業単位で仕事を依頼するので、超短時間での雇用が可
能になります。また働く意欲はあるけれども、体力的
に長時間働くことが難しいといった障がい者が活躍で

中同協 障害者問題委員会 参加報告
日時：10 月 8 日（木）14：00 ～ 17：00　会場：Web

報告者：東京大学　先端科学技術研究センター　准教授　近藤  武夫 氏

中同協青年部連絡会  2030VISION（案）

われわれ青年経営者で次代に誇れる豊かな世界を創ろう !

1．学びを体現する次世代リーダーとして全人格的成長を遂げよう。
2．多様性を生かし人と地域が輝く企業をつくろう。
3．本気本音で関わる仲間を地域に増やし世界とつながろう。



12

マートフォンホーム画面へのアイコン設置や広報誌への
QRコード掲載、Facebookへの投稿等も紹介されました。
　その後、e.doyuの操作方法や機能に関する質疑応答
があり、要望として多く挙がったのが、スケジュール
での行事登録時に添付するデータの上限引き上げでし
た。現在、ファイル数3、合計3MBが上限となってい
ますが、行事開催前に配信したい資料データがゆうに
上限を超えるとのことで、切実な声が挙がっていまし
た。その他、細かな改修についての要望も含めて、中
同協にて今後検討を行うとのことです。
　また課題として、スケジュールの出欠回答依頼の
メールが多くなり、結果見てもらえないという意見が
あり、「必要な情報発信」と「受け手側は情報過多と
感じる」とのバランスは難しいと改めて感じました。
　今回参加させていただいて、Zoomならではの画面
共有によって他県同友会のe.doyuの具体的な活用方
法を知ることができましたので、長崎でも生かしてい
きたいと思います。

事務局　森川　健吾

　中同協主催のe.doyu活用情報交換会に参加させて
いただきました。
　まず、静岡同友会から活用事例報告があり、力を入
れていることとして、行事登録等の「会員さん自身」
でのe.doyu活用や新型コロナウイルスに関する補助
金や施策等の「事務局からの情報発信」が紹介されま
した。その他、e.doyuのメニューをカスタマイズした
各関係ホームページへのリンク追加等、いかに会員の
皆さんにe.doyuを活用していただくかという点から
大変参考になる取り組みをご紹介いただきました。
　その後、各地同友会から活用状況についての情報交
換を行いました。主な取り組みとして、e.doyu掲示板
での新型コロナウイルスに関する各種情報発信、例会
時のZoomの活用、Youtubeチャンネルの開設といっ
た様々な取り組みが紹介されました。
　また、e.doyuへのアクセスを促す取り組みとして、ス

中同協 e.doyu 活用情報交換会 参加報告
日時：10 月 9 日（金）13：00 ～ 15：45　会場：Web 

している中、長崎で開催された第4回中小企業問題全
国研究集会にて「決して悪徳商人にはならない」との
声明文を発表し「国民や地域と共に歩む中小企業」で
はなくてはならないことが確認され、1990年同友会
理念が採択されました。私達は常にこの理念に沿った
活動・運動を展開すべきことを確認しました。
　第2講の企業づくりにおいては労使見解に明記して
ある「すべては経営者の責任」このことをしっかり胸
に刻み、労働環境改善に取り組み社員の自主性が発揮
できる環境をつくること。地域づくりに関しては中小
企業振興基本条例制定、振興会議等にも積極的に関与
し地域の問題を解決する企業を目指すこと。同友会づ
くりでは理念・労使見解を本気で実践しようとする本
気度が不足している。しっかり学び、実践して同友会
理念の体現者になり会内、会外に広めていこう。また、
事務局の重要性を確認し不離一体で同友会づくりに邁
進すべきであるとの報告がありました。

代表理事　金井　政春

　和歌山同友会が7年間全国行事を開催していないと
いうことで満を持して立候補され、強い意気込みで準
備を進めておられましたが、コロナ禍の影響で今回も
オンライン開催となりました。私も南紀白浜での開催
を楽しみにしていただけに残念でした。
　今回はWebで5時間の長丁場の開催で最初から最
後まで参加できる方との制約もあり若干不安を持って
の参加でした
　第1講では1957年日本中小企業家同友会が「天は自
ら助くる者を助く」「自助努力」の精神を持って設立さ
れ、その後1969年、現在の中同協が「自主・民主・連帯」
の精神にて会の運営、企業づくりを目指す団体として
設立されました。1973年「同友会の三つ目的」が採
択されその翌年に「労使見解」が発表されました。当
時はオイルショックにて買いだめ、便乗値上げが横行

第 35 回 中同協 役員研修会 参加報告
日時：10 月 15 日（木）13：00 ～ 18：00　会場：Web 

第 1 講　同友会の歴史と理念　～その体現者をめざして

　講師：中同協会長　（株）ヒロハマ　会長　広浜  泰久 氏

第 2 講　同友会の役員の役割　～企業づくり、地域づくり、同友会づくりの観点から

　講師：中同協幹事長　（株）ヒューマンライフ　代表取締役　中山  英敬 氏

第 3 講　同友会は「学んで実践」してこそ

　講師：中同協相談役幹事　（株）エステム　名誉会長　鋤柄  修 氏
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する。同友会活動に積極的に参加し役員になり人間関
係を強化する。同友会は「経営能力を磨く道場」で、
よき師匠・よきライバル・よき仲間をつくることが学
びを深める。その学びを成果が出るまでやり続けるこ
とと熱く強く語られました。
　今回の研修会には全国から177名の方が参加されま
したが、長崎からの参加者が私一人だったことが非常
に残念でした。

　第3講では鋤柄相談役幹事が友達と2人で50年前に
創業された（株）エステムが創業10年目で労働組合が
できたことがきっかけで同友会に入会され学び実践さ
れた結果、社員数450名・売上47億の水処理会社とな
られ東海地区では業界一番になられた実践報告でし
た。
　労使見解をベースにした経営指針をつくり、社員を
経営の良きパートナーに位置づけ感謝の念をもって接

　₂．理念は根っことして確立
　₃．面で捉える（広い視野と考察）
まとめ：経営の根幹は変えない経営姿勢を確立しつ
つ社員も巻き込み段階的に企業戦略を更新し実践す
る「理想を追い求める現実主義者」であることが重
要です。

③第2部　委員会議事
₁．東京同友会、吉本委員長よりコロナ対応の経営
指針セミナーの事例報告がありました。

　₁．Zoomで80名の参加者5人程度の個別にする
　₂．web上に息抜き部屋を開設
　₃．ITサポートチーム設置
　余白（手探り）が大きな状況でこそ人は生き
生きと躍動するようでした。

④企業変革支援プログラムにもとづく実践
企業変革支援プログラムの1と2は一冊にまとめら
れる

県経営労働副委員長　平野　大介

①開会宣言：林哲也委員長より
　コロナウイルスの影響で変容する経営環境に対
し、同友会の役割と経営労働委員会の真の存在意義
を試されると提起。
　特に経営指針の中で10年ビジョンが重要で目先
のことに囚われがちになる局面においても、10年
ビジョンに立ち返り、腰の座った経営を実践する。
　増強する経営労働委員会として同友会を牽引する
原動力となることを目指す。
②第1部　学習と意見交換
　コロナ禍における「労使見解」の理解と実践の推
進「変えてはいけないもの、変えなければならない
もの」をテーマとして（株）ミル総本社　代表取締役
藪　修弥氏の実践報告でした。
　₁．「無財の七施」の精神

らないものは、「戦略、戦術」であるとの報告でした。
特に、経営者の経営姿勢の確立、経営理念の明確化の
重要性が求められています。今後の委員会活動で盛り
込んでいきます。
₃．企業変革支援プログラムの改定状況の報告があり
ました。2022年の9月改正の予定です。
₄．人を生かす就業規則の作成状況の報告がありまし
た。
　最後に、各地同友会もコロナ禍の影響で活動の見直
しが行われています。経営指針の成文化も大きく様変
わりしていました。共通していたことは、「同友会活
動の基本」を振り返り、活動を見直していることです。
労使見解、経営者の経営姿勢の確立（経営理念）、経
営指針の成文化と全社的活動、共育ちの精神、社員を
最も信頼できるパートナーと考えるなどの点です。足
元を見直し、強化し来年度の活動の基礎を残りの期間
で準備する決意ができました。

県経営労働委員長　宇土　敏郎

　今年度の経営労働委員会が開催されました。
₁．林委員長より
　コロナ禍の影響で、市場と顧客の変化に即応できて
いない企業では雇用調整・整理解雇が懸念される。自
社の現状をきちんと把握するためにも「企業変革プロ
グラム」の活用を進めてほしい。更に「自社経営とコ
ロナレポート」を活用してほしい。再度、労使見解の
理解と実践の推進をしてほしい。経営指針の成文化と
全社的実践の推進を行ってほしい。最後に、会員増強
の経営労働委員会になろう。と挨拶がありました。
₂．コロナ禍における「労使見解」の理解と実践の推
進　「変えてはいけないもの、変えなくてはいけない
もの」のテーマで京都同友会　藪相談役からの報告が
ありました。
　変えてはいけないものは、「経営の根幹（経営理念、
人間尊重の経営基本姿勢）」であり、変えなくてはな

第１回 中同協 経営労働委員会 参加報告
日時：10 月 23 日（金）13：30 ～ 16：30　会場：Web 
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⑥感想及び考察まとめ
　全国でも、コロナだからこそ様々な取り組みを手
探りでも「とにかく、やりながら改善していく」、
失敗も受け入れながら、覚悟を持って同友会活動に
取り組んでおられ、長崎でも取り入れて地域企業発
展の道標になる経営労働委員会を目指し活動してい
きたいと思います。

Step1の本登録が伸び悩んでいるので推進運動を強
化する
コロナレポートを有効活用する
⑤労使関係の今日的課題
人を生かす就業規則を活用し就業規則の普及率を高
める
オンライン、ハイブリッドセミナーの開催で就業規
則作成を促す

　自己姿勢を確立したうえでつくり上げる経営理念に
ついては、「理念は浸透させてこそ理念」と説明されま
した。理念は社員へ共有し、同じベクトルを向くことで
初めて生きるものだと改めて学ばせていただきました。
　また、報告のまとめとして玄地中同協経営労働副委
員長より、自社経営を通して新入会員のみなさんにい
かに「労使見解」を伝えるか、これを運動としてどの
ように広げるか各地で考えて欲しいと提起があり、今
後長崎においてどのような取り組みができるのか、経
営労働委員会で協議を進めて参ります。
　第2部では、
①全国の経営指針成文化の取り組みの共有がなされ、
オンラインを活用している事例の紹介がありまし
た。しかし顔を合わせて実施したいという声も多く
あがっているようでした。

②企業変革支援プログラムに基づく実践のチャンスと
して「改訂プロジェクト」の進捗の説明がありまし
た。「人を生かす就業規則プロジェクト」からは、
来年春の出版を予定と報告がありました。また今年
度の「働く環境づくり月間」が、2021年2 ～ 3月に
実施されることが確認されました。

　今回の中同協の委員会では、「労使見解」という基
本に立ち返り、運動を展開していく必要があること。
経営指針の実践においては、基本である自己姿勢をど
のように確立するのかが大事であると学ばせていただ
きました。

事務局主任　田口　友廣

　今年度1回目の中同協　経営労働委員会がWebで
開催されました。
　開会挨拶では林哲也中同協経営労働委員長より、11
～ 12月の企業変革支援プログラム登録月間で「『自社
経営』とコロナレポート」の活用の呼びかけがありま
した。（レポートは10月または11月発行の広報誌に折
り込まれています。）
　労使関係の今日的課題として、コロナ感染対策と
セットで「働く環境づくり」への取り組みや、「労使
見解の理解と実践の推進」「全社一丸での経営指針成文
化・実践運動の推進」「増強する経営労働委員会になろ
う」について話されました。
　第1部ではコロナ禍における「労使関係」の理解と
実践の推進～変えてはいけないもの、変えなければな
らないもの～をテーマに（株）ミル総本社　代表取締役
藪　修弥氏（京都同友会相談役）より報告がありまし
た。
　報告では、経営の根幹は、何も変えない。戦略や戦
術は変えなければならないとありました。（コロナ対
策には徹底して全社一丸で取り組む。ポストコロナの
新・事業継続計画（BCP、新事業モデル等）を策定す
ることも大切。）変えてはいけない部分の根幹として
価値判断の基準となる「自己姿勢の確立」の重要性を
繰り返し説明されました。

タッフにつくってもらうところからのスタート！女性
が働きやすい会社は、よい会社への近道、よいスタッ
フも集まります。また、元法政大学大学院教授の坂本
氏に学び、人を大切にする経営を知ります。新卒採用
をするために受け入れ環境の構築を始める中で同友会

県共育委員長　松本　一孝

　森山氏の報告では、社員数8名の時に事務員の女性
スタッフから子育てしやすい、働きやすい就業規則を
つくりたいとの提案があり、就業規則をその女性ス

第６回 中同協 共同求人・社員教育合同委員会 参加報告
日時：10 月 23 日（金）14：00 ～ 17：00　会場：Web 

テーマ：｢ 人を生かす経営の実践で共同求人活動を推進する！ ｣

報告者：（株）バイタルリード　代表取締役　森山  昌幸 氏（島根同友会　代表理事）

テーマ：｢ 人を生かす経営の総合実践で魅力ある企業づくり ｣

報告者：（有）小田商店　代表取締役　小田  大輔 氏（徳島同友会　副代表理事）
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聞く、質問することを通して、体験、表現、理解を促
しています。経営指針をつくったことから一歩進ん
で、社員個人が主体的に表現することで本人の学びに
なっていきます。小田商店が行っているのは社員一人
ひとりが課題を発表し考える場づくり。会社の利益率
（付加価値）を上げるには、社員が目的を持って学ぶ
こと、インターネット教育（自ら学べる教育）が必要
です。原因をつくれば、結果がつくれる。この勉強を
したらレベルアップできるかもと社員が気づくことが
大切です。企業変革プログラムを活用して、いい会社
をつくっていく、社員教育が強靭な企業体力をつくる
ことを実践している会社の素晴らしい発表でした。
　グループ討論では、「人を生かす経営の実践を行い、
利益率が10％上がった」「求人、採用、教育などのPDCA
を回して採用にはまった」「人を育てることが面白くなっ
てきた」「会社だけでなく地域まで考えて経営しだした」
等の発表があり、自分のできていないことに多く気づき、
初心に戻れる時間でした。また、全国の優秀な志高い
経営者の方々と交流できる素晴らしい時間でした。

に入会。これまで自分自身が経験したことが同友会に
は準備してありました。新卒・中途採用者をきちんと
教育、お金もかけます。結果新卒採用者の3年未満離
職者は、寿退社の一名のみでした。また、経営指針
の実践（10年ビジョン、中期経営計画、単年度計画、
発表会）を行い、現在では様々な賞も受賞。社員が講
演、テレビ、雑誌に取り上げられるまでになりました。
発表を聞いて会社を動かすのは社員、そしてその社員
を育てることが経営者の優先すべき仕事の一つである
ことが腑に落ちました。
　小田さんの報告では、数字を社員と共有することの
重要性として、月次決算の取り組み、人時生産性の共
有、決算資料が読める教育を行ってきました。また、
企業変革支援プログラムを全社的に取り組み、すべて
の社員に質問に回答・入力してもらっています。
　また、インターンシップも活用し、企業変革支援プ
ログラムに沿って社員にインタビュー等を行っても
らっています。社員に人を生かす経営塾を受講しても
らい、自社の経営計画及び他社の経営計画をを話す、

来、中堅企業や大企業に成長する通過点としてのみ価
値がある。永遠に成長しない中小企業は、国の宝どこ
ろか国の負担」
　人口減問題、超高齢化社会、社会保障費の課題など
外的要因の中で日本が経済成長するための前向きな提
言なのでしょうが、菅政権がアトキンソン氏の主張を
ドラスティックに実行しなくとも、私たち中小企業を
取り巻く環境がより厳しくなっていくことは容易に想
定できます。
　その環境と対峙する上で、同友会での学びと実践は
私たち企業の永続性と直結します。Ｍ＆Ａや単純に社
会に淘汰されるリスクがある中、永続的な経営のス
タートラインに立てるのは、経営理念を成文化し、経
営計画をきちんと成文化させることができた企業で
す。
　同友会は単なる異業種交流の場ではありません。経
営者の仕事は「今を生きる」のではなく「明日を創る」
です。その明日を経営者の頭の中だけではなく、成文
化して社員や取引先、そして地域と共有してこそ、企
業も経営者も社員も、地域になくてはならない存在
「地域のインフラ」に近づいていきます。その哲学と
ハウツーが学べる場所が同友会です。
　久しぶりの中同協の参加で改めて同友会との縁に感
謝しました。

佐世保支部　橋口　久

　共同求人・社員教育の合同委員会でしたが、改めて
三位一体（ダイバーシティ経営を含めた四位一体）の
経営の重要さを認識した学びの場でした。
　その中で、企業経営の一丁目一番地である経営指針
の策定と経営指針発表会の開催は、令和の中小企業経
営において長崎同友会でも更に啓蒙していく必要があ
ると感じました。
　菅政権になって新設された「成長戦略会議」が10
月に開催されました。召集された8人の有識者のうち
特に注目されたのは、菅首相のブレーンとされる小西
美術工芸社社長のデービッド・アトキンソン氏でし
た。議題となったのは（１）新型コロナウイルスの影
響を踏まえた日本企業の事業再構築（２）生産性の向
上（３）足腰の強い中小企業づくり（４）強靭なサプ
ライチェーンなどでしたが、アトキンソン氏の主張は
中小企業、特に小規模事業者にとっては逆風です。
　「企業規模が小さいほど生産性が低くなるのは世界
経済の鉄則。この法則に則り、先進国では小規模事業
者で働いている労働者の割合が大きくなるほど、その
国の生産性は低い。よって、日本における“中小企業
は日本の宝”は究極の暴論。特別な理由がない限り小
規模事業者や中小企業に“宝”という価値はない。将

セミナー」で実践報告をされた島根同友会森山代表理
事、徳島同友会小田副代表理事がさらに自社の取り組
みについて深く報告いただき、グループディスカッ
ションという流れでした。

事務局次長　峰　圭太

　中同協の共同求人・社員教育合同委員会に参加させ
ていただきました。前日の「人を生かす経営オープン
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長崎新聞 10 月 14日 佐世保支部  中町  寿男  会員

長崎新聞  10 月 7日
佐世保支部  吉村  市代  会員

長崎新聞  10 月 1日
長崎浦上支部  吉田  清規  会員ほか

長
崎
新
聞  

9
月
6
日

大
村
支
部  

岸
川  

恵
美
子  

会
員

　最後に徳島の小田副代表理事の補足報告にもありま
した「『地域に若者を残す』という考えも大事だが、
いい会社をつくった結果『地域に若者が残る』という
発想が大事」という発言は私の中でも大きく響き、企
業づくりの会である同友会としては、三つの目的の実
践の結果、地域にさらなる付加価値が生まれるものと
いう考えに至りました。
　後日開催の長崎同友会の共同求人委員会にて参加報
告し、得た学びを共有しましたので今後の会活動に生
かしていきたいと思います。
　参加させていただきありがとうございました。

　森山代表理事から社員と共に働きやすい環境づくり
の実践事例を、小田副代表理事から企業変革支援プロ
グラムを活用しての自社の取り組みをそれぞれ深く報
告いただき、あらためて求人から採用、社員教育が一
連の流れであり、かつそこには労使見解をベースにし
た経営指針が必要であることを再認識しました。
　グループディスカッションでは各地のコロナ禍にお
ける取り組み事例を共有し、特に得たこととして、他
県は同友会主催の合同企業説明会に参加できる条件と
してJobwayの登録項目を満たすこととしている点で
した。長崎同友会の共同求人委員会では今後会主催の
イベントを検討する上で重要なヒントになりました。

会員活躍
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長崎新聞  10 月 19日
長崎出島支部  永石  一成  会員

長崎新聞  10 月 18日 長崎浦上支部  岡村  雅彦  会員

長
崎
新
聞  

10
月
10
日

　佐
世
保
支
部  

松
尾  

慶
一  

会
員

長
崎
新
聞  

10
月
14
日

　佐
世
保
支
部  

西
頭  

翔
太  

会
員
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＜入      会＞

新入会員の皆さんです <１０月入会 > （敬称略）

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 太

お お た

田　隆
たかはる

晴
企 業 名（株）NSNプランニング

企 業 住 所
〒850-0862
長崎市出島町1-43 
D-FLAG309

T E L 0956-55-7721 F A X 0956-55-7383

業 種 テレビ番組制作・映像配信業
企 業 PR テレビ番組制作及び技術、CM・VP制作、映像配信業務

スポンサー 安井　忠行

支 部 名 大村支部
氏 名 梶

かじはら

原　恵
めぐみ

企 業 名（同）まなび会
役 職 名 代表社員

企 業 住 所 〒856-0807
大村市宮小路2丁目538-1

T E L 0957-51-5329 F A X 0957-51-5329

業 種 学習支援・子育ち支援・療育支援

企 業 PR

理念『誰一人、とり残さない!』〜子どもを社会のど真中に〜
・世の中の差別や偏見を無くすこと。
・行政と民間が連携して子育ちのサポートをする環境をつく
ること。

に尽力していく。

スポンサー 谷　信一郎

支 部 名 五島支部
氏 名 福

ふ く だ

田　勝
か つ み

己
企 業 名（有）アスカ
役 職 名 財務部長 兼 人事部長

企 業 住 所
〒853-0041
五島市籠淵町 2176-１

（福江営業所）
T E L 0959-74-5515 F A X 0959-88-9800

業 種 警備業・防犯カメラ販売
企 業 PR 警備と防犯カメラのアスカです。

スポンサー 設楽　誠

長崎新聞  10 月 27日 長崎浦上支部  小林  征春  会員

長崎新聞  10 月 29日
佐世保支部  横山  昌隆  会員
北松浦支部  前川  浩二  会員
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事務局企業訪問 

ことは今も忘れることができない青春時代のすばらし
い思い出だそうです。
　高校卒業後は、大手の自動車会社に勤務し、今の基
礎を身に着けられました。4年後Uターンされ、地元
企業に勤めるも1年半で退職。その後、松瀬さんは思
い切った行動に出られます。
　なんと、バイクでの日本一周です。無線で多くの
方々と繋がっていた北海道に行きたいという思いが
結果的に日本一周となりました。人見知りだった性格
は、一人旅で大きく変わったそうです。
　北海道で「佐世保ナンバー」のバイクを見つけ話し
かけると弟さんの同級生だったりと不思議な？貴重
な？体験も忘れられない思い出の一つです。

【ついに独立！】

　その後は、地元の電気工事業社と装置メーカーで技
術を身に着け、ついに機が熟し、独立に至りました。
その名も「フォーワン」!　企業名の由来は、お名前「久
一（ひさいち）」から!　久→永久→「forever」、一は

「one」、 「forever one」を略して「フォーワン」。「永遠
の1番」を目指すという松瀬さんの思いが溢れています。

【同友会で得たもの】

　ひとりでは考えきれないことに対して、様々なアド
バイスを受けられることに感謝すると同時に、先輩方
と一緒に地域貢献ができる喜びを痛感されています。
　7月例会で、こういう時こそ積極的に打って出ない
と!と学び、すぐ動き10月に熊本に出張所を開設され
ました。

【これからのビジョン】

　組織化（3事業部制（電気ヒーター販売部門・産業
機械部門・温水温風器部門））をめざすと熱く語る松
瀬さん。「仕事の困った解決のお手伝い！」の夢は膨
らむ一方です。まだまだとのことですが、現在東京在
住の26歳のご子息への事業承継も少しずつ視野に入
れられています。

　お忙しい中　お時間いただき本当にありがとうござ
いました。松瀬さんのお人柄に引き込まれました。
　今後更なる企業の発展と、松瀬さんの益々の地域と
同友会でのご活躍を祈念申し上げます。

＜会社情報＞

　（有）フォーワン　社員3名
　〒859-4744 松浦市星鹿町岳崎免1357
　電話・FAX 0956-75-0988　HP https://www.fo1.jp/

（文責　事務局　山田　幸司）

　2015 年 3 月に入会され、現在副支部長兼総務委員

長として北松浦支部を牽引されている松瀬さん（57歳）

にお話しを伺いました。

【企業概要】

　今年5月に設立20周年
を迎えられた（有）フォー
ワンの主な業務内容は、

「機械・電気制御盤の設計・
製作・修理改造等」です。
と一言で簡単に言えますが、
・産業機械設計・製作・
　設置工事業
・産業機械用電気制御盤
　設計・製作・工事業

・ハウス栽培用温水温風暖房機及び関連機器販売
・工業用電気ヒータ設計・販売
・温度調節器等電気制御機器類販売
・テフロンコーティング取次業
・電気工事業/機械器具設置工事業
等々　その内容は非常に多岐に渡っています。
　なぜなら、経営理念の「仕事の困った解決のお手伝
い！」を松瀬さんが追求し続けてきたからです。
　「経営理念」とスローガンには、
仕事の困った解決のお手伝い！
　生産に関する、仕事の困ったを解決する為、顧客と
情報を共有し、共に考え、自分たちの持つあらゆる強
みを使ってその解決をお手伝いする事により、社会に
貢献し会社・社員の地位向上に努める！
「こんなの無いですか？」お客様の創造を具体的なカタ
チにすること。それが有限会社フォーワンの使命です。
　弊社では、ものづくり企業との豊富なお取引きを土
台とし、設計・製作・設置などの製造受託を行ってお
ります。創造したことを実際に現実の中で「カタチ」
にすることは決して容易ではありません。「こんなも
のがあったらいいのに」というように、現実不可能な

「理想」として思い浮かべるかと思います。それは本
当に実現不可能なのでしょうか？
ないなら作りましょう！
　抽象的なアイデアを大事にし、具現化していくには設
計図面は必要不可欠です。一品生産、試作・試作加工
から、多品種少量生産、量産まで柔軟に対応、設計か
ら加工・生産までを一括でご依頼頂くことも可能です。
と掲げられています。

【これまでの歩み】

　子どもの頃、真空管のテレビやラジオをおもちゃに
して遊んでいた松瀬さん。トランシーバーとの出逢い
が無線に興味を持つ大きなきっかけとなりました。海
外の日本語放送にはまり、高校入学を前にアマチュア
無線の免許を取り、全国の多くの方と関わりを持った
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11月理事会  報告
11 月 5 日（木）　つくば倶楽部・Web　出席 28 名、欠席 1 名 

開会あいさつ（抜粋）－金井代表理事

理事会もWebと会場の参加の割合が半々くらいになってきていま
す。議論しにくい部分もあるかと思いますが、Web参加の方も意見
を出していただき、活発な意見交換をお願いします。先日の三役会
も完全Webで開催しました。11月11日には役員研修会があります、
ぜひ参加してください。よろしくお願いします。

仲間づくりについて

１）入会・復会・休会・退会・企業変更の承認について
→1名の入会、4名の復会、1名の休会、4名の退会、1名の企業変更

を承認

２）10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

11月2日に仲間づくり委員会を開催、コロナ禍ではありますが懇親
会も行いました。各支部、新規入会者を見つけることが難しいと
いう意見もありましたが、一人ひとり声をかけることと休会者に声
をかけるなど対応していただきたいと思います。また休会者には
スポンサーなど仲が良い方から声をかけていただくなど配慮をお
願いします。支部一丸で仲間づくりへの取り組みをお願いします。
11月17日の仲間づくりの日は、4支部で報告が行われ、他の4支部
がWebで参加します。TSRの新設会社に案内を出しています。で
きること・新しい取り組みをしていますのでよろしくお願いします。

・金井代表理事
仲間づくり委員会は非常に動きがあります。会員数を期首に戻そ
う、11年連続の会員拡大をしようと話をしました。休会者が全員
復会するということは難しい現実もあるでしょうから、休会者40
名のうち復会が20名、そして新規で20名の入会を目標としましょ
う。いろいろなツールを使い、情報発信をして仲間づくりに取り
組んでもらっています。期末までに期首の会員数に戻してバトン
を渡したいと思いますのでよろしくお願いします。

協議・承認事項

１）例会等の新型コロナウイルス感染症対策について－金井代表理事
※三役会からの提案－例会等の対応は下記の通りとさせていただき

ます。（懇親会以外は変更なし）
・検温、手指の消毒を徹底願います。
・参加人数を全会場　収容人数の2/3まではOKとします。
・グループディスカッションは、マスク着用で距離を取り、開催可

とします。
（但し、新型コロナウイルスの状況で変更する場合があります。）

・Zoom参加の方にも配慮して一体感を持ち、感染対策をしっかり
と取り組み、例会等を開催願います。

懇親会  －仲間づくり委員会の提案規準に基づき開催を承認

三役会－例会委員会からの提案を追加してはどうか？
（10/12・13　緊急理事会にて決議）
→三役会案の例会委員会からの提案の追加を承認

２）「人を生かす経営オープンセミナー」を振り返って－田口事務局主任
・開催日時　10月22日（木）13時～ 17時
・開催場所　各支部サテライト会場＋Web　・参加費無料
・参加状況

浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合　計
会場 4 11 7 6 7 4 3 42
Web 1 1 1 3 6
合計 5 11 7 7 8 3 4 3 48

→参加状況を確認。収支を承認

３）役員研修会について－山田事務局長
（これまでの決議事項）

・開催日－11月11日（水）18：30 ～ 21：00
・旧ブロック別にサテライト会場を設営
・Web（Zoom）参加も可

（長崎新聞文化ホールアストピア／ホテルフラッグス諫早／佐世保
市労働福祉センター）
・内容と報告者－「歴史と理念」平湯相談役、「役員としてのあり方」

馬場諫早前支部長
・ディスカッションテーマ－「これからの長崎同友会を役員として

どう支えるか」
・参加目標は各支部役員数の70％
・各支部の参加状況を確認、各支部長に動員を依頼

４）賀詞交歓会（2021年1月15日（金））について－峰事務局次長
・三役会－17時開会～ 19時30分閉会予定
　新春記念講話と懇親会を開催する方向で準備を進める。
　（結論として）
　　日時：2021年1月15日（金）17時～ 19時30分
　　会場：ホテルニュー長崎を承認

５）公式インスタグラムの開設の提案について－松本共育委員長・野
方共同求人委員長

（結論として）
　公式インスタグラムの開設を承認

６）来期に向けて
①2021年度に向けて・議案書作成スケジュールの提案について
　－山田事務局長
②活動方針案作成・提出スケジュールの提案について
　－山田事務局長
③役員人事の提案について－中村副代表理事

（結論として）
①2021年度に向けて・議案書作成スケジュールを承認
②活動方針案作成・提出スケジュールを承認
③役員人事の提案について総会に上程することを確認

報告・連絡事項

１）10月　県本部・支部・委員会等の活動状況について
≪県委員会等≫

例会

＜委員会開催日＞10月19日（月）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・各支部の例会について（9月）
・現地例会とZoomを併用した例会を実施してみて直面して

いる課題と対策

経営
労働

＜委員会開催日＞9月30日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞

（今回の活動）
・「経営指針実践セミナー 2020」の開催
⇒終了　諫早支部で受講者2名　例会にて体験報告
　島原支部　調整中
・支部委員会に今後参加する
⇒10/28　諫早　経営理念を作る会　実施予定
　12/18　五島　経営者塾　経営理念の作成を予定

共育 ＜報告事項＞11月7日（土）
第2回新入社員フォローアップ研修（Web）の準備

政策

＜報告事項＞
■10/15（木）18：30 ～大村支部例会報告
　＠長崎インターナショナルホテル

報告テーマ：「コロナに負けるな！景況調査アンケート結
果から見る今、これから！～永久劣後ローン制度提唱か
ら見えたもの～」

■10/20（火）18：00 ～福岡同友会糸島支部例会報告
　＠麺caféぱくぱく（糸島市）

報告テーマ：「みんなでつくる、地域の未来～「条例」をきっ
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かけに、行政・市民・企業は何をすべきか～」
■10/24（土）中同協企業環境研究センター Web公開研究会
「新型コロナウイルスと中小企業」にオンライン参加

情報
広報

＜委員会開催日＞10月26日（月）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
₁．広報誌　編集会議　₂．ホームページについて
₃．e.doyu利用　₄．報道機関との関係強化について
₅．情報交換

仲間
づくり

＜報告事項＞
・9月18日委員長、副委員長、峰事務局次長で打ち合せ
・10月7日髙山会員のお店（11/2会場）にて委員長、副委

員長にて打ち合せ
・開催時の安全対策等打ち合せ
・峰事務局次長と11月17日の県下一斉仲間づくりの日特別

企画に向けて、各支部の体制を随時確認のすり合わせ

ビジョン

＜委員会開催＞10月2日（火）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
₁．ビジョン進捗アンケートについて
₂．各委員会の進捗状況検証について

⑴　仲間づくり委員会　⑵　共同求人委員会
⑶　追加検討分（政策委員会、ダイバーシティ委員会）

₃．今期の年間予定（各回のメイン内容）について（案）

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞10月23日（金）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・4委員会報告　・中同協障害者問題委員会報告
・特別支援学校アンケート状況　実習進捗状況について
・10月30日希望ヶ丘特別支援学校　見学会
・11月16日女全交
・長崎出島支部4委員会　12月11日　中村こずえ会員報告
・2月3日ダイバーシティ委員会例会予定

共同
求人

＜委員会開催日＞10月26日（月）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・NAGASAKIしごとみらい博について
・長崎県産業労働部（Nぴか）の取り組みについて
・大学との取り組みについて（包括連携協定締結に向けて）
・認証制度について

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞10月12日（月）　＜開催場所＞事務局・Web
＜報告事項＞
・10月例会について「長崎から羽ばたくドローンの夢」
・11月例会について　県央エリア担当

開催概要：後日報告　場所：プラットおおむら
・12月臨時総会については開催方法検討中
・1月例会について　県央エリア担当　内容検討中
・10月6日　青年部連絡会（事務局、田口主任参加）：青全

交のフィードバック

・ばりよか券：進捗状況確認：購入上限の変更：10口→20口
・役員研修会：青経役員で支部役員の方は支部の方で参加

２）例会について（更なる充実をめざして）－德田例会委員長
例会出席率と目標に開きがあるようです。支部によっては返信率の
低下も目立ちます。そこに出席率低下の一因もあるかと思います。
・各支部例会出席率確認

（金井代表理事）理事会資料として例会出席率が提出されていたが、
フォーカスされていなかった。これを機会に各支部で検討して意識
を持っていただくことが大切だと思います。返信率が上がると、出
席率も上がると思います。まずは声をかけて参加してもらいましょ
う。役員会でも話をしてください。

３）副代表理事より各担当委員会について
・中村副代表理事－経営労働・共育・ダイバーシティ・共同求人

それぞれの委員会が活発に活動しています。11月7日には共育委
員会の新入社員フォローアップ研修があります。ダイバーシティ
委員会では特別支援学校の進路指導の先生と意見交換をし、同友
会で実習受け入れのアンケートを実施しました。2月には実習受け
入れの報告会を行う予定です。共同求人委員会ではインスタグラ
ムの活用など新しい取り組みをすすめていただいています。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
10月2日のビジョン委員会、10月26日の情報広報委員会に参加し
ました。どちらの委員会も段取りがよく、スムーズに進行していた
だきました。10月30日は政策委員会主催として新型コロナウイル
ス感染症影響調査発表会が行われました。長大の山口先生に報告
いただき、コロナの状況を分かりやすく説明していただきました。
コロナが静まるのを待っているだけだと、周りはどんどん進んでい
き取り残されてしまうこと。また、コロナで消費者のライフスタイ
ルが変わり、そこにビジネスチャンスがあることを学びました。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
例会委員会はZoom併用で開催されました。最終的には現地での
開催に戻したいと考えています。現地で会うことで仲間の絆を深
め、学び合いたいと思います。仲間づくり委員会は11月2日委員
会を開催、懇親会も行いました。ほとんどの支部から参加いただ
きました。11月17日の仲間づくりの日は休会者やゲストの方に
声をかけ取り組んでいきます。

４）その他
◎緊急理事会（メール使用）承認事項の確認－10月21日
共同求人委員会からの「NAGASAKIしごとみらい博」用の「長崎
同友会PR動画制作」についての提案を承認（今回だけでなく、今
後会として使用できるように制作を考えているとのこと）
→作成中の動画を確認。NAGASAKIしごとみらい博への参加を依頼

次回開催予定  12月3日（木）19時  つくば倶楽部・Web併用予定

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

●企業住所等変更

池田　慎  会員（諫早支部）

新会社名：VOICE エージェンシー

新役職名：代表者

新住所：〒854-0026 諫早市東本町1-15 404号

伊福  賢剛  会員（島原支部）

新住所：〒855-0064 島原市柏野町1644-1

竹内  勝也  会員（佐世保支部）

新役職名：所長

10 月 28 日にお亡くなりになりました。

（享年 59 歳）

心よりご冥福をお祈りいたします。

平山 玲子 会員（五島支部）

会　員　数（１１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 130 130 106 110 75 200 38 37 826
期 首 109 112 105 92 68 180 37 32 735
現 在 100 106 102 87 61 159 35 30 680

退 会 者（敬称略）

会 員 名 会　社　名 支 部 名 入会年月
宿 野 部　 悟 ヤド設備 島 原 2020年  2月
永 末　 勝 宏 STSOL 佐 世 保 2010年10月
谷 川　 久 利 （有）ケアメイト 五 島 2019年 6月交代
平 山　 玲 子 （株）レイワ 五 島 2015年  9月

訃 報
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他支部の例会情報は、ホームページや e.doyu からも閲覧・参加申込可能です。

１２月例会案内

●島原支部

日 時 12 月 15 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 HOTELシーサイド島原
テ ー マ 事業承継

報 告 者 あしたば整骨院　院長
　寺田　宏　会員

●佐世保支部

日 時 12 月 18 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 セントラルホテル佐世保
内 容 忘年例会

報 告 者 メインバーマスターズ　代表者
　関戸　洋二　会員

●北松浦支部

日 時 12 月 15 日（火）19：00 ～ 21：00
会 場 松浦シティホテル
テ ー マ お客様が新型コロナウイルスに

感染していることが判明
～その時どのように対応したのか～

報 告 者 九州教具（株）　社長室  室長
　岡村　雅彦　会員（長崎浦上支部）

●五島支部

日 時 12 月 18 日（金）18：30 ～ 21：00
会 場 福江総合福祉保健センター
テ ー マ 経営理念について考える

報 告 者 チェンジコンサルティング（同）業務執行社員
　宇土　敏郎　会員（大村支部）

●諫早支部

日 時 12 月 16 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 未定
テ ー マ 未定

報 告 者 参加者全員でショートスピーチ

●長崎浦上支部

日 時 12 月 22 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 長崎新聞文化ホールアストピア・Web
テ ー マ 未定

報 告 者 （株）恵比寿組　代表取締役
　谷　信一郎　会員（大村支部）

●長崎出島支部

日 時 12 月 16 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 サンプリエール
内 容 忘年例会

報 告 者 アジャスト（株） エグゼクティブプロデューサー
　太田　伸二　氏

●大村支部

日 時 12 月 17 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 長崎インターナショナルホテル
テ ー マ 経営指針作成からみえたこと（仮）

報 告 者 大村製氷（株）　代表取締役専務
　村山　浩一郎　会員

●青年経営者会

日 時 12 月 9 日（水）19：30 ～ 21：30（予定）
会 場 サンプリエール
テ ー マ 臨時総会

報 告 者 なし

7 月 14 日に開催された中同協第 52 回定時総会の記録集『中同協』が 10 月 25 日に発行されました。
今年の総会は「いまこそ難局を乗り越え、未来を創造する主体者として躍進しよう」をスローガ
ンに掲げ、新型コロナウイルス感染防止措置のためにオンラインで開催されました。
今回は分科会は設けず、北海道同友会、宮城同友会、島根同友会の実践事例、総会宣言、総会採
択文集などが収録されています。ぜひご一読ください。

A4 版 55 ページ / 価格：800円

『中同協』第 105号（中同協第 52回定時総会記録集）

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。

発行：中小企業家同友会全国協議会


