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〜 同友会理念の実践こそが明るい次代を創る 〜
「私たち中小企業家が長崎県を牽引していく」
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　今期はコロナ禍で、例会や委員会活動も思うように
開催できない中、役員研修会をどうするか？活動を止
めてはいけないとの理事会の総意で旧ブロック別の会
場及びWebでの開催となり、報告者は満場一致で平湯
相談役と馬場諫早前支部長に決定しました。
　平湯相談役からは「同友会の歴史と理念」を、馬場
さんからは「役員としてのあり方」というテーマで報
告をしていただきました。同友会の会歴も長いお二人
の報告は共通して同友会の原点である、労使見解、人
間尊重の経営、経営指針作成の重要性などに触れ、時
間の都合上話し足りないこともたくさんあったのでは
と感じました。参加した会員さんからも「もっと聞き
たかった」との声が多く、役員研修会にふさわしい報
告だったと思いました。

　グループディスカッションも盛り上がり、「役員と
してどう支えるか」についてたくさんの意見が出まし
た。特に皆が納得したのは「支えるという一方通行の
気持ちより、皆で支え合うという相互理解が必要」と
いう意見でした。また、役員をしてこそ同友会のこと
が良く理解できる、同友会の大切さが良くわかると
言った意見も多く、もっとたくさんの人に役員を経験
して欲しいとの声もありました。「役が人をつくる」
の言葉通り役員を経験して成長したとの意見もありま
した。参加者が少なかったのはとても残念でしたが、
もっと役員自ら皆に声かけをし、次の機会にはたくさ
んの役員さん達と共に学びたいと思います。

（文責　副代表理事　中村　こずえ）

日　時：11 月 11 日（水）18：30 〜 21：00

会　場：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 / Web

テーマ・報告者：「同友会の歴史と理念」長崎同友会相談役・ダイヤモンドクラブ会員　平湯 湧一 会員（諫早支部）

　　　 　　　　 「役員としてのあり方」諫早支部前支部長・ダイヤモンドクラブ会員　馬場 一信 会員（諫早支部）

出席者数：80 名（会員 75 名（うちWeb16名）、事務局 5 名）
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　長崎県中小企業家同友会会員の皆様におか
れましては、地域の発展と振興のため日々尽
力されていることに対し、心より敬意を表し
ます。
　また、日頃より私ども財務省福岡財務支局
長崎財務事務所の財政・金融行政にご理解と
ご支援を賜り、この場をお借りしまして厚く
御礼申し上げます。
　さて、金融庁は毎年夏に、「金融行政方針」
を公表しています。今年は「コロナと戦い、
コロナ後の新しい社会を築く」をテーマに、
コロナ禍への対応として金融機関が金融仲介
機能を発揮して、企業や家計をしっかり支え
るよう、行政としても万全を期す旨を記載し
ています。
　当事務所も当該方針に基づき、対話等を通
じて金融機関による事業者の皆様への資金繰
り支援や経営改善・事業再生支援等の取組状
況を確認し、関係省庁とも連携して、必要な
サポートを行って参ります。
　ところで、この方針の中に「心理的安全性」
という言葉が出て参ります。
　これは、「チームの一人ひとりが不安を感じ
ることなく、安心して発言、行動できる場の
状況や雰囲気」と解され、これが確保されて
いない場合には、「メンバーが周囲の評価を気
にかけるあまり、結果として、チームの生産

性を低下させる」と言われています。
　私どもも金融機関との対話においては、こ
の心理的安全性を確保しながら実施している
ところですが、一般企業の中でも参考にして
いるところが多いようであり、最近では書籍
なども多く見受けられるようになりました。
　しかし、やや懸念に思うこともあります。
　それは、心理的安全性を「とにかく社員に
優しく接する」と誤って捉え、いわゆる「ぬ
るま湯」のような企業体質や雰囲気になって
いないかということです。
　自分自身の若い頃を顧みますと、「怖い上司
や先輩」がどの組織にもいて、仕事のやり方は
勿論、プライベートな事やお酒の飲み方まで、
将来を考えて厳しく指導いただいたものでした。
　暴力やパワハラはもちろん論外ですが、こ
の「温かみのある厳しさ」のおかげで私自身、
社会人として恥ずかしい思いをせず、人との
繋がりも大過なくできていると思っています。
　今はコロナ禍の時代で、テレワークやWeb
会議など、非対面での業務が多く、職場内の
目配せが難しい状況となっていますが、それ
でも職場において人を育てるということは避
けて通るわけにはいきません。
　せめてこの「温かみのある厳しさ」を胸に、
職員一人ひとりのことを考え、心を込めて接
していくべきではないかと考えています。

プロフィール
昭和38年７月25日生まれ。福岡県北九州市出身。
昭和57年福岡財務支局入局。大蔵省（現財務省）、金融庁に出向。
平成27年福岡財務支局理財部主計課長、平成28年同総務課長、
令和元年同理財部次長を経て、令和２年７月より現職。

各界からの提言
丸山　徹財務省福岡財務支局長崎財務事務所長
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お二人への質問 平湯さん回答 馬場さん回答

1 同友会活動のモチベーションの保ち方は？

寝る前に鏡で自分の顔を見て「○○をす

る！」と命令し、翌朝起きてから鏡を見

て「自分は○○ができる！」と断定をする

こと。これを行えば実現できると信じて

毎日行っている。この方法は、全国大会

の時に他県のある会員の方から教わった

もの

同友会を会社と同じように考えた。経営

者としての目配り・気配りを同友会でも

やっていった。会員さんの様子がおかし

かったら声をかける等、自分の持ち場所

はここにあるという考えでやってきた

2
ワンマン経営からどのように経営スタイ

ルが変わっていったか？

同友会で全国大会に参加して学ぶにつれ、

自分に足りないことが分かってきた。ま

た、自分より能力が高い社員がたくさん

いることに気づかされ、変わっていった

様々な例会、研修会に参加した際に自分

よりすごい人がいることに気づき、また

皆が会社のためにやっていると感じ、社

員からの意見に耳を貸すようになった

3
役員をして一番学んだことは？

また、大変だったことは？

100人いたら100とおりの考え方がある。

時間が足りない

報告・連絡・相談です。又、大変なことは

一人ひとりが、個性のある経営者や責任者

であること

4 ベテラン会員を役員に誘う方法は？ 皆に顔を見せてくれんね 長年在籍してるせいか、感じなかった

5
若い会員とベテラン会員の新陳代謝をす

るためのバランスのとり方は？

遊びを通じて（運動、課外活動、色んなサー

クル）

若い会員と、コミニケーションを取って

いく

6

役員をしているとどうしても同友会活動

に時間をとられてしまうと思うが、実際、

業務に支障をきたさなかったか？

業務の取り組みが熱く・深く・密になる

夜の会合の時は、あらかじめわかってい

るのでスケジュール管理ができたが、急

な行事の時が大変だった

7 役員に適しているのはどんな人か？ 全員 適材適所の人材を見抜く。会社と一緒

8
同友会で学んだことを実際の経営に生か

した具体例を知りたい
経営計画書の作成、発表会 褒め言葉

9 今、同友会として何をすべきか？ ３つの目的の掘り下げ 連携

10 今の同友会に足りないものは？ 活動は充分できている 横のつながり（組織的な）

11 同友会の魅力とは？ 本音で話せる 平等主義

12
フォーラム後の諫早支部の変化はあった

か？現状は？
お互いを認め合い、良い雰囲気だと思う

大変団結心ができたが、コロナ禍の影響

で、冷めてきてるのが心配

13 どうやったら会員が増えるか？ 例会にともかく誘う 同友会らしさがPRできれば

14 返信率100％にするための具体的手法は？ 返信しない会員へ電話等で聞くしかない

本人の自覚。（徹底的に委員会別に電話で

返信を聞くこと。その時に、もし会社で

の会合の時は貴方は、返信していますか？

それと一緒ですよ）と言い続ける

平湯さんへの質問 回答

1
平湯さんの報告にあった３つの約束「あい

さつ」、「履き物を揃える」、あと一つは？
呼ばれたら『はい』と返事をすること

2 成功事例だけでなく、失敗事例も聞きたい 失敗ばっかり。謙虚に反省して取り組むことが必要ではないか

3 スイミングスクールの今後の展望は？ 子供の生き抜く力を育てるプログラムで差別化する

〜２０２０年度  役員研修会  質問と回答 〜

馬場さんへの質問 回答

1
同友会に入会して社員の反発に対する理解

をどう進めていったか？

最初は隠れて同友会に参加していたが、役員を経験してから同友会の良さに気づき、同友

会行事に参加する時は「役員会、例会があるから参加するよ」と堂々と社員に伝えてから参

加している。次の日の朝には「昨日はこうした報告があった」と社員に伝えている。社員か

らは「はい、行ってらっしゃい」と言ってもらっている
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カメラを向くよう配慮したほうがより良い（サテラ
イト会場では大スクリーンで見ているため）。また、
背景も配慮があればよかった

＜県央＞
・受付にマスク、体温計、消毒液があり、とてもよかった
・ソーシャルディスタンスをとって快適だった
・音のクオリティを上げる必要がある。微妙に通信が
切断される時があった。
・もう少し長い時間が欲しかった

＜県北＞
・開始時刻にZoomに入っていないところがあれば、
一言何か連絡、確認してほしい

＜Zoom＞
・ブレイクアウトセッションに参加して、ハイブリッ
ドのZoom側を初めて体験したことを今後の例会運
営に生かしていく
・音声が途切れる等、ネットの不安定さが気になった。
会場でのソーシャルディスタンスの取り方がまだ曖
昧のように思う
・Zoomで参加できるため、直前に仕事が入っても出
席できることは大変ありがたい
・ブレイクアウトセッションの招待があり、クリッ
クすると司会の音声が途切れてしまった。討論メン
バーが予定と大幅に違っていた。質問用紙の回収は
事前に確認しておけばよかった

①≪今回学んだことは何ですか？≫

・同友会は会社と同じ、トップや役員のモチベーショ
ンがみんなに伝わる。「トップのモチベーションが
大事」、すぐ行動・実践!!
・経営者として社員と謙虚に向かい合い、お互いの意
見を尊重し継続的に探究していく弛まない心が必要
だと学んだ。失敗を恐れず前に向かって進むことが
必要だと思った
・理念を守り続ける努力をすること、学んだことを会社
に持ち帰り、みんなで共有し成長につなげる。役員を
することで運営の大変さと同時に会の良さも分かった
・経営理念、経営指針がいかに大事か分かった
・腹を割ることは大事だということ、何でも相談でき
る人をつくる

②≪今回の学びを今後どのように生かしていきますか？≫

・寄り添うこと、気がけること、相手のことを考えて
動く、人のために何をするのか？何ができるのかを
考える、つながり合いをつくるために企業訪問、1
社でも多く会社の話を聞く、悩みを聞く、みんなを
笑顔にして一人でも多くの幸せをつくり続ける
・委員会活動の活性化、全国大会に出席して支部活動
に生かす
・支部ではダイヤモンドクラブとの関わりがあまりな
く、今後関わることが増えたらいい
・役員として社業と共に会員、社員とコミュニケー
ションを取りながら模索、成長していきたい
・「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」を常に意識して毎日行動する

③≪設営に対して、またお気づきの点等ございました

らご意見をお願いします。≫

＜県南＞
・ディスカッションテーマは、「～役員としてどう支
え合うか」ではないかと思った
・Zoomはスムーズでよかった
・事務局からのZoom配信について、報告者の目線が

〜２０２０年度  役員研修会  アンケート回答まとめ 〜

2
コロナ禍で事業が難しい中でどのように経

営していけばよいか？

これだけ世界中との取り引きがストップしている中で、今後は国内で需要があると考えて

いる。コロナで海外からは人は来ないし、自分たちも行けない。どんな業種でも国内で需要・

供給を行わないといけないのではないかと考えている

3
休会して復会した時期に、会社を立て直すた

めにどう取り組んだか、また、その手法は？

ゼロから始める。仕事がおろそかになっていたため、先頭に立って行動し、それから少し

ずつ同友会の良さを、社員に報告していきながら、会員が遊びに来て大いにPRしていただ

いたおかげ

4
支部長として役員としての意識が大きく変

わったきっかけは？

大きな組織の中で、いかに責任をもって運営できるのか、また会員の協力が必要か、会社

の中でも同じことが合っていることが、勉強になっています
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いう形で、新たな仕事へのシフトを大成功させました。
　この仕事を通じ誰が真の顧客かを意識することや
ミッションの大切さを実感した甲斐さんは長崎へ帰
郷。現在の会社では主に学校教育で長崎県全体のIT
リテラシー向上を目指し、事業承継では事業価値を高
めるためにもIT化をすすめています。
　この仕事以外にも地域のためにと多くの仕事に関わ
る甲斐さんのお話からは仕事の能力の高さだけではな
く、人としての力や心の在り方の大切さを学んだ気が
します。コロナ禍でDX化が加速している今だからこ
そ、本当に自分たちがすべき仕事とは何なのか？目の
前のミッションは正しく設定されているのか？を深く
考えておかないと、時代の波にただ押し流されてしま
います。例会に参加した一人ひとりが考え、行動して
いくことで、長崎の明るい未来に繋がっていくことを
確信できた例会でした。

（文責　大城　あゆみ）

　長崎生まれの甲斐さんは大学進学のため関西へ。大
学在学中から雑誌編集の仕事へ関わる中で出版業界へ
そのまま就職。ちょうど写植やフィルムカメラからデ
ジタルへ移り変わるという業界の大転換の時代を経
験。出版のあらゆる仕事が短時間で済むようになり、
今まで仕事だったことは作業だったと思い始めます。
　その後Web業界への転職のため東京へ。新しい業種
業態を生み出す仕事に没頭し、ベンチャーキャピタル
や海外進出に関わる等、様々な経験を積んでいきます。
　2012年からはぴあ（株）に今までの経験を買われ転
職。紙でのチケット発券という大きな割合を占める仕
事をなくし、デジタル化を図る中心人物として活躍。
取引先ではなく、チケットを買って、エンターテイメ
ントを楽しんでくれるお客様に喜んでいただくために
と、ITを活用した様々な新しい仕掛けを展開しながら
も、紙チケットに関わっていた人達は全員配置転換と

ます。今回の報告は、森山さんが制作した50分間の
動画を視聴するかたちとなりました。

　11月例会は「仲間づくりの日」例会で、島原支部
とWebで繋がり合同例会となりました。報告者の森
山さんは、長崎市内で2店舗の飲食店を経営されてい

長崎浦上支部 例会報告
日 時 11月17 日（火）18：00 ～ 21：00
会 場 長崎ブリックホール・Web

テ ー マ コロナ時代のデジタルシフト
～これからの本当の仕事とは何か？～

報 告 者 （株）長崎再興　代表取締役社長
　甲斐　亮　会員

出席者数 34名（会員28名（うちWeb13名）、ゲスト
4名、他支部1名、事務局1名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 11月17 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 メルカつきまち・Web
テ ー マ ヒロシ流  人生の楽しみ方

報 告 者 Daisy Hill　代表者
　森山　博史　会員

出席者数 32名（会員29名（うちWeb1名）、ゲスト2名、
事務局1名）
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し、縁あってポルシェセンター神戸のメカニックをし
ました。ここでは「人を見かけで判断しない」という
経営者の考えを学びました。ポルシェセンター時代に
通っていた、スナックのママから「夜の店をやりなさ
い」と言われ続け、その言葉がいつも頭にあり、夜の
商売を考え始めた頃、知人からレッドブルの撮影で、
2週間の仕事を紹介され長崎に来ることになりました。
外国人が軍艦島でスタントするCM撮影の通訳の仕事
で、この時、軍艦島まで船を出していたのが、長崎出
島支部の馬場さんでした。そして、長崎に移住したい
気持ちが募り、長崎に移住。その後、馬場さんの協力
もあり、バー「Daisy Hill」を出店しました。英語が
通じる店と評判になり外国人が集まる店となりまし
た。
　同友会入会のきっかけは、当時、お客さんとして来
ていた長崎浦上支部　中村さんから、当時の長崎出島
支部会員を紹介されてのことでした。同友会に入会し、
楽しいだけではなく、ビジネス感覚のある仲間と出会
えたことが良かったと森山さんは語っていました。
　今後は長崎のことを考え、観光に目を向け、仲間と
動き出しているということです。「遊びで仕事をして
いる」とのことでしたが、遊び・楽しい・仕事の垣根
がないと感じ、人とのご縁・感謝を感じる報告で、仲
間づくりの日に相応しいと感じました。

（文責　加瀨　和利）

　森山さんは、大阪で生まれ、兵庫県西宮市の甲子園
学院幼稚園・小学校に通いました。茨木市にある中学
校の受験で失敗し、警察沙汰を起こし、14歳から単身
オーストラリアに行くことになりました。英語が話せ
ず馬鹿にされる時もありましたが、オーストラリア人
との交流を深めるため、デイジーヒルにある高校を紹
介され入学。高校では、母が学校への呼出3回、停学
5回と、やんちゃな高校生活を送りました。
　その後、大学を卒業、現地で自動車関連の仕事に就
きますが、現地経営者のトラブルに巻き込まれ帰国。
大阪で自動車関連の仕事や、大阪の新しい土産物の企
画・開発・デザインの仕事を行いました。小型ボート
を使った水上タクシーの立ち上げ・企画・運営を経
験、この時「目標に向かって切り開くスタイル」は、
今の仕事にも生かされているとのことです。その後、
東京で、サントリーの景品の企画・デザインの仕事を

いる園田大村市長にも参加いただきました。
　第1部は菅原氏の講演「DXとは何か？」。DXとい
う流行り言葉に踊らされないため、地に足が着いた
DX推進のため、その本質を解説。デジタル技術は「手
段」であり、「目的」ではありません。DXによって
実現できる3つのこと。ICT化とDXの違い。また、
DX推進のためのDX人材の在り方とその重要性を説
いていただきました。
　第2部パネルディスカッションでは菅原氏と園田市
長にご登壇いただき、政策委員会がコーディネーター
を務め、講演内容を深掘りしました。また、大村市の

　今回は、政策委員会企画「官民創論2020」を開催。
官と民。全ての力を結集するために大いに論じ合うこ
とを趣旨に今回で5回目の開催となりました。
　新型コロナウイルス感染症の影響を見せつけられ、
終息後もまた別の危機が起こり得ることは想像するに
難しくありません。自社事業を現状維持するだけでは
10年後の姿をイメージし難く、今まで以上に事業変
革が求められる時代にいきなり突入しました。
　変革をもたらす手段の１つが「DX（デジタルトラ
ンスフォーメーション）」。今回はDXの理解を深める
企画としました。講師は全国でDXの重要性を訴え、
官民様々なDXに精通されている菅原氏をお迎えしま
した。また、毎年官民創論での議論を楽しみにされて

大村支部 例会報告
日 時 11月19 日（木）18：30 ～ 21：30
会 場 長崎インターナショナルホテル
テ ー マ 官民創論2020 ～DXだョ！全員集合～

報 告 者 （一社）Publitech  代表理事　菅原  直敏  氏
大村市長　園田  裕史  氏

出席者数 67名（会員43名、ゲスト18名、他支部5名、
事務局1名）
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て自社でまず何から取り
組み始めますか？また、
それを実践するに当たり
どういったサポートがあ
ればできますか？」。ま
ずは自社の課題の洗い出
しやITリテラシーを高
める必要性に気付きまし

た。DX推進においても基本となる経営理念の大切さ
に気付きました。問題解決のための手段としてのDX
を推進したいという意見や普段からデジタル技術や
DXについて学び、相談できる場を求める意見も多く
あがりました。

（文責　中川　有二）

自治体DX推進の認識、自治体DXと中小企業DXの
相乗効果について議論。民間DX推進のための行政サ
ポートの在り方についても事例を挙げながら今後の可
能性を考える時間となりました。
　グループディスカッションテーマは「DXを目指し

自分自身に余裕をもって、できることから少しずつや
るだけ。」
　当時人に相談することが苦手で、変なプライドもあ
り、弱い自分を出すことが嫌いだった林田さんですが、
改めて気づきがあったそうです。
　同友会との出会いはZEROが入るビルに会員の店舗
があり、そこで当時の支部長を紹介され、どういう会
なのかわからないまま、勢いで2018年4月に入会しま
した。初めの頃は、時間帯が合わず、ほとんど例会に
も出ずにいましたが、たまに出席した例会や会員の方
に来店いただいたりして、徐々に繋がりができてきま
した。
　店舗経営も何とか順調に行き、ZEROオープンの借
入金が予定よりも早く完済することができ、2019年
の年末頃から2店舗目のCafe Rei開店準備にかかりま
した。ところが2020年3月頃からの「コロナ禍」で
ZEROに影響が出て、4月には休業等もあり厳しい展
開になりました。当然出店は周りから大反対でした
が、店舗、スタッフ、全て準備した後だったので思い
切って2020年6月開店しました。
　「コロナ禍」最中は昼営業、弁当主体に切り替えま
した。諫早支部が立ち上げた弁当テイクアウト大作戦
の旗をたて、同業の他の会員数名とコラボして何とか

　林田さんは1991年生まれ、高校卒業後病院の厨房
で実務経験を積み、調理師免許を取得、大村、諫早の
居酒屋やBARで修行。ホール、調理師補助や接客マ
ナーなど基礎から勉強しメイン作業をまかせてもらう
ようになり、2017年10月10日に自身の店「集い居酒
屋 零～ ZERO ～」を開店しました。開店には家族、
親戚のほとんどが大反対だったそうですが、思い切っ
て決断したそうです。
　挫折だらけの毎日、スタッフを抱えたことも初めて
だったので当然うまくはいきません。
　悩んだ日々が続き、1年で閉めようかと考えたこと
もありました。その頃、ふと大村の修業時代の師匠が
来店、特に何を言うわけでもなくただ一言「頑張るの
と無理するのは違う。無理しても誰もついてこない。

諫早支部 例会報告
日 時 11月17 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 小栗ふれあい会館・Web
テ ー マ 同友会と私

報 告 者 集い居酒屋 零 ～ ZERO ～　代表者
　林田　太一　会員

出席者数 42名（会員34名（うちWeb 3名）、ゲスト8名）
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がいることを森山さんの一番の魅力に感じました。私
も会社経営を行っていく中で、想いを共有し先頭にたっ
て牽引していくことが必要なのだと再認識しました。
　また、第二部は全支部をつなぎ拠点報告をする形で、
コロナ禍で新しい生活様式に対応した新しい形の「仲
間づくりの日」となりました。島原支部は古瀬仲間づ
くり委員長の頑張りもあり、４名のゲストに参加して
いただきました。グループディスカッションのテーマ
が「仲間とは」というテーマだったので、ゲストの方
も話しに入りやすいテーマで各グループとも充実した
仲間づくりの日のディスカッションが行われました。
そして、なんと例会当日にゲスト出席者より3名の入
会申込書をいただくことができました。大変実りある
例会となりました。

（文責　北浦　雄一）

　今回は「第二回県下一斉仲間づくりの日」企画とし
て、県内各支部をWebでつないで行いました。第一
部として島原支部は長崎出島支部とタイアップして、
森山さんから報告をいただきました。報告は、初めて
全て動画で行うスタイルで行われました。退屈な例会
になるのかなと思いきや、出来栄え、内容ともに素晴
らしく、出席者全員が画面に釘づけになり、動画に見
入っていました。
　森山さんは波乱万丈の人生で、目まぐるしく生活環
境が変わり、その時々で現在につながる出会いを繰り
返してきています。今の自分に影響を与えている出会
いに大変感謝し、その方たちへの感謝の想いを強く持
ち、また、それをモチベーションとして経営している
ことを感じました。また、報告を聞いていて、仲間と
のつながり方が大変深く、また牽引力も強く感じられ、
何かに取り組む時そこにはいつも誰か協力者、賛同者

であるということです。彼は、「自分は人に支えられ
ている。一人の力はたいしたことはない。」として社
員はじめ、いろいろな意見を言ってくれる周囲の人間
を大事にしていることが、言葉の端々に感じられまし
た。まだ30歳弱の青年でありますが、そんな彼の姿
勢から改めて私自身が学ぶことができた「良か」報告
でした。
　結びに、このような活動を通して出会い、学び、感
銘を受けることこそ同友会なのです。ぜひ、会員の皆
様には、役員を経験して欲しいです。同友会は、自分
を鍛える素晴らしい道場です。

（文責　古川　無逸）

危機を乗り越えました。顔見知りの会員に会社の弁当
など度々購入していただきありがたかったそうです。
　私が思う林田さんは「聞く耳」をしかと持った人間

島原支部 例会報告
日 時 11月17 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 HOTEL シーサイド島原
テ ー マ ヒロシ流  人生の楽しみ方

報 告 者 Daisy Hill　代表者
　森山　博史　会員（長崎出島支部）

出席者数 19名（会員14名、ゲスト5名）
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そのエネルギーが大きいもので簡単でないことを知り
ました。このようなご時世、また景気低迷時はやはり
原理原則に従って経営することが極めて重要で、今一
度自社や経営者自身を見直す機会、そしてこの時代を
チャンスと受け入れ100年に一度の災難もビジネスの
世界では発想の転換次第でピンチをチャンスに変える
こともあり得ると非常に前向きな話の数々でした。ま
た、堤さんは自社の市場や利益獲得だけではなく、業
界全体のことを考え、将来的な家具のあり方、販売方
法、販売業態まで幅広い視点で捉え、業界全体を盛り
上げていこうとする熱意を感じました。

（文責　浦崎　健治）

　今回は北松浦支部の堤さん
に報告をお願いしました。い
つも前向きで斬新な経営手法
と社会や経済、そして時代を
読む力が素晴らしい方です。
堤さんは北松浦郡佐々町で家
具店を経営されており、売場
面積も広く大手家具店より展
示数の多い商品も目を引きま

す。お客様への見せ方、売り方も大変ユニークで斬
新です。雑貨類も充実しており、女性客や家族連れ
も多く店は活気に溢れています。
　堤さんは、船井総合研究所の創業者船井幸雄氏を師
と仰ぎ、経営ノウハウを学びます。今回の報告のポイ
ントとして、自社の強みを最大限に生かし地域ナン
バーワンを目指すためのスキルアップの内容、数字
の裏付けが非常に心に残りました。中でも業種別の
「マーケットサイズ」という市場規模を数字に表した
ものも大変興味深く、分析や方向性を定めるのに重要
な要素であることが分かりました。
　昨今のコロナ渦でも、堤さんは営業自粛や停止は絶
対によくないと断言され、できることを対策打ちなが
ら前に進めることが肝心であると力説され売上や利
益、雇用に対して、一度止めたものはすぐには戻らず、

に対応し、顧客ニーズを掴み、事業を発展させてきた
歴史とマーケティング戦略をお話しいただきました。
　質疑の中では、経営の転機となった時期や、社員教
育の進め方、広報ツールの作成活用方法、今後の目標

　今回は、「第2回県下一斉仲間づくりの日」企画と
しての例会を開催。Webにて佐世保支部会場の皆さ
んにもご参加いただきました。　　
　鬼塚さんの報告では、1979年鬼塚工務店として創
業し、1988年12月（株）グッド・ハウスを設立。30年
を超え成長を続ける同社が、時代の流れに敏感、迅速

佐世保支部 例会報告
日 時 11月20日（金）19：00 ～21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web
テ ー マ 世界経済激震！商環境の分析と対策

報 告 者 （株）スタイルマート　代表取締役
　堤　直司　会員（北松浦支部）

出席者数 44名（会員38名（うちWeb5名）、ゲスト2名、
他支部3名、事務局1名）

北松浦支部 例会報告
日 時 11月17日（火）19：00 ～21：00
会 場 松浦シティホテル
テ ー マ 我社の歴史とマーケティング戦略

報 告 者 （株）グッド・ハウス　代表取締役
　鬼塚　秀典　会員

出席者数 13名（会員12名、事務局1名）
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さん、状況を前向きに捉えておられ、「どんなときに
でも活路は見いだせる」との荒木支部長の言葉が印象
に残りました。
　第2部は、Webで全支部がつながり、それぞれの報
告が行われました。会場のWebのセッティングをス
ムーズに行えるように準備を進める必要性を感じまし
た。
　入会1年目の私にとって、刺激があり、元気をいた
だける例会でした。

（文責　今田　圭二）

等の質問が相次ぎ、「学びつくりあげてきた経営指針
を元に、経営コンサル等を活用して、県北でも業界の
三本の指に入ることを目標にしたい」との、静かで力
強い鬼塚さんの決意表明が印象に残りました。
　グループディスカッションでは、「あなたの会社の
経営状態はいかがですか？」のテーマで、参加した
12名の会員から、自社の状況について報告がありま
した。
　新型コロナウイルス感染症の影響は業種により差が
ありますが、おおむね良好であるとのことでした。皆

難しかった内容だったのではと思います。私自身も甲
斐さんと似たような職歴で、新卒後は横浜のデータセ
ンター、海外でWeb事業、現在は地元で雑誌製作（五
島列島の季刊誌）と経験があり専門用語も理解できま
したので、報告の内容は楽しく拝聴することができま
した。「本当の仕事とは何か？」とサブタイトルにあ
りますが、業種によってはとらえ方が様々かもしれま
せんが、私の場合は器用貧乏で趣味がいつの間にか仕

　今回は仲間づくり委員会が担当の「第2回県下一斉
仲間づくりの日」企画としての例会で、五島支部は長
崎浦上支部例会にWebで参加しました。半年前まで
はZoomってなんだ？怪しいソフトじゃないのか？と
不安もありましたが、今ではすっかり設営と操作に慣
れ、画面を通して例会に参加することに抵抗もなくな
りました。
　報告テーマは「コロナ時代のデジタルシフト～これ
からの本当の仕事とは何か？～」ですが、報告の中に
聞きなれない専門用語が多く、他業種の方からすれば

五島支部 例会報告
日 時 11月17日（火）18：00 ～21：00
会 場 福江文化会館

テ ー マ コロナ時代のデジタルシフト
～これからの本当の仕事とは何か？～

報 告 者 （株）長崎再興　代表取締役社長
　甲斐　亮（長崎浦上支部）

出席者数 会員3名
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　今回の報告は、考えると深い内容だと感じましたの
で、各々の会員は今の仕事を見つめ直すきっかけに
なったのではないでしょうか。

（文責　浦上　純人）

事になっており、仕事とプライベートの差がなくなっ
ています。ただ、メリハリはやはり必要と思い、４年
前から始めたキャンプは絶対に仕事にしないぞと、報
告を聞いて決意を新たにしました（笑）

変わる度に交換」「国のガイドラインに添った飲食店向
け換気工事の実施・ウイルス除去空気清浄機の導入」
「入店時の検温、体調チェック。発熱している方、体
調が思わしくない方には入店をご遠慮いただく」とい
う取り組みをされています。
　新型コロナウイルスが終息するまでイベントを控え
るのではなくガイドラインに添った内容で取り組むこ
とで成功事例を積み重ねていき、常連のお客様にこそ
店舗の取り組みを理解してもらい協力を仰がれており
ます。全てのお客様、もちろんライブに来られたアー
ティストさんにも実施しますので入店禁止条項に当て
はまればライブは中止になります。その中で鳥山さん
が気をつけているのは特例をつくらないことです。今
回の取り組み事例は、飲食業だけでなく、各業態にも
落とし込める内容の報告だと思いました。

（文責　岩永　貴彦）

　鳥山さんは前職で看護師と
いう職業から、県職員とし
て県内病院の精神科、精神
科認定看護師を取得後４年
前に独立されミュージック
バー TORI-Kを開業されま
した。看護師時代、県職員時
代に様々な経験をされ、特に

看護師に関しては論文まで書かれているということで
した。そこまで本気で仕事に打ち込んでいましたが、
ある時、ふと職場の患者さんを見るとご高齢の方しか
毎日病院に来てない光景を目の当たりにされ、「この
ままではダメだ、医療の世界で頑張ってきたがこのま
ま医療の世界にいては社会で働く人の手助けにならな
い」と思われたこと、そこから高校時代の店を持ちた
いという夢を思い出し、「働く世代を元気づける活力
補充のお手伝いをするための仕事がしたい」と独立開
業されました。
　開業後は、お客様に楽しんでいただけるサービス、
特に生バンドの演奏やライブなど様々なイベントを開
催してきましたが、今年の3月から新型コロナウイル
スの影響により、中止を余儀なくされました。
　しかし、そこであきらめるのではなく臨床現場で
培った「スタンダードプリコーション」の考えをもと
に飲食店でできることを実践されてきました。主な内
容として、「飲み物を作る度、料理を作る度の手洗い・
消毒の実施」「店舗で働くスタッフは全てマスク着用。
ライブ開催時はお客様にも飲食以外はマスク着用を依
頼」「テーブルの上は基本的に何も置かない。取り皿、
カトラリー、調味料はお客様が使用する時に用意し、
全て店舗スタッフの管理下に置く」「未使用のものでも
お客様に配付したカトラリー・取り皿は全て洗浄。お
客様が変わる度にテーブル・席・メニュー表を全てア
ルコール消毒。マイクにはカバーを取り付けお客様が

青年経営者会 例会報告
日 時 11月26日（木）19：00 ～21：00
会 場 プラットおおむら

テ ー マ 臨床現場で培ったスタンダードプリコーション
の飲食店運営における活用

報 告 者 ミュージックバーTORI-K　代表者
　鳥山　哲郎　会員（大村支部）

出席者数 15名（会員11名、青年経営者外会員3名、事
務局1名）



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

　家族信託（民事信託）とは、簡単に言うと「家族を信じて自分の財産を託
す」事です。家族信託の登場人物は次の３者です。家族内で完結できます。
　•財産を託す人（委託者）
　•財産を託される人（受託者）
　•信託される財産から生じる恩恵を受け取る人（受益者）
　先月案内した無償提供（残り20名限定）の小冊子「資産を守り、笑顔で咲
かせる、家族信託」には、右記のような事例を掲載しています。自分の現況或
いは心配事と重なると思われる方は、この小冊子を手に取り学習すること
をお勧めします。当方まで、小冊子希望と、FAX又はメールをください。

•不動産オーナーの認知症対策
•介護費用の捻出には、家族信託が必要！？
•障害者支援のための家族信託
•浪費癖のある子どもに、現金を贈与したい場合にも使える家族信託
•遺言ではできない孫へのサプライズも信託なら可能
•自分が所有しているマンションの管理を、贈与税を支払わずに息子に移管したい
•共有不動産の問題を家族信託で解消
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りました。
　10年間会社は赤字でしたが、社内の業務改善等を
行い、黒字に転じました。今では社員待遇として年に
2％のベースアップを行っており、宮崎県内では清掃
業としてトップレベルの給与体系です。社員研修を以
前は強制的に受けさせていましたが、今では社員自ら
受けるようになり、意識の変化もありました。
　税田さんが二人目のお子さんを出産される時にもし
かしたら障害が出るかもしれないと言われて、悩んで
いました。この悩みをきっかけに後に障害者雇用をす
ることになりました。法人化して初めての新入社員が
てんかんの病気を抱え、3人の子供は擁護施設に行っ
ていました。この時から児童養護施設とも繋がりがで
き、地域のためにインフラなども力を入れていきまし
た。ダイバーシティ経営で他社との差別化を行いなが
ら、大学新卒、特別支援学校の生徒の採用なども行っ
ています。
　「チャレンジしたい人が集まる会社にしていきたい」
「一人ひとりの社員を見つめ、人が育つ経営をしてい
く」「あきらめずにやり続けた結果今がある」ダイバー
シティ経営のお手本となる内容で参加してよかったと
思います。

諫早支部　寺尾　昌晃

　税田さんは、宮崎でビルメンテナンス業のグローバ
ル・クリーンをご夫婦で営まれておりダイバーシティ
経営企業100選受賞もされています。受賞に至るまで
は社内改革を実践してきましたが、受賞後に揺り戻し
があると先輩から助言された通りに、様々な人間関係
の問題が出てきました。しかし、あきらめずに続けて
きたことにより会社が発展してきています。
　ビルメンテナンス業は人が全て、15年間欠員を出
さずに毎日お客様に約束している、でも社員は休みや
すい会社。先代と交代し会社を法人化した時に7人も
退職し、取引先も3社になり一気に仕事もなくなりま
した。残った社員で社内の整理をするとパソコンの中
から隠されていたミスが出てきました。社内の風通し
が悪かったためでした。社員に仕事の仕上がりが悪い
と注意すると、「これ以上やると赤字になる」と社員
と経営者では見る物が違うと思い知らされたこともあ

らず、隠ぺい体質、お客様視点の欠落等の問題が浮き
彫りになりました。
　そこから社内改革に着手し、業務の見える化、就業
規則の見直し等進めていきました。また、人手不足が
激しいこの業界で、「応募したい会社に生まれ変わる」
という思いのもと、業績改善、待遇改善、社員の能力
開発に注力しました。これらの取り組みを進めてこら
れたのも税田さんの様々な経験から培った「あきらめ
ない力」が大事だったことを学びました。
　尾畑さんの記念講演では、実家の酒蔵を継ぐと決心
して佐渡に戻るも周囲の理解がなかなか得られない5

事務局　森川　健吾

　初めて女全交に参加させていただきました。
　分科会では、宮崎同友会の税田さんよりこれまでの
企業変革に至る経緯と様々な取り組みについて赤裸々
にご報告いただきました。
　グローバル・クリーンは、2017年に経済産業省「新・
ダイバーシティ経営企業100選」を受賞。順風満帆な
企業経営と思いきや、内情は累積赤字が10年続き、
昨年11月には社員が大量離職するという事態になっ
てしまいました。社内での意思疎通が十分にとれてお

第 23 回 女性経営者全国交流会 from 新潟 参加報告
日時：11 月 16 日（月）13：00 ～ 18：00　会場：Web

第２分科会

あきらめずに続ける「ダイバーシティ経営」

〜人間尊重の精神で共に育つ社風づくり〜

（株）グローバル・クリーン　専務取締役　宮崎同友会 税田  倫子  氏
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　そして人を信じる力と何のための経営か会社かを問
い続け、変化に対応していくことの大切さを実感して
いると話されました。また、生き残るための新規事業
からビジョン実現のための変革をされている辻さんは
25年もの両親の介護体験からデイサービス・訪問看
護ステーション・ケアプランセンター等の新規事業を
「虹の里」という施設を設立しこれからの高齢社会へ
の貢献にチャレンジされています。
　グループディスカッションの参加者は6名で突っ込
んだ話をすることができました。討論のテーマが、「あ
なたの会社は未来永劫続きますか？そのためには何
が必要ですか？」という大きなテーマでした。長い歴
史となると創業241年の自社の得意分野なので思いっ
きり話しました。今できることを精一杯し、なるべく
良い状態で次の人に渡す。つまり貰ったタスキを次の
人を育てて渡すことではないでしょうか？変化に対応
するには、変化も多様化していて大変ですが、各々の
目標に向け挑戦し続けると言うことでまとまりまし
た。

佐世保支部　松尾　慶一

　今回の女全交は昨年の長崎全研に参加していただい
た皆さんへのお礼の意味もありました。
　そこで楽しかったのは分科会でのグループディス
カッションでスムーズな進行がなされたことでした。
　辻さんの報告は建設業の型枠工事を専門に従来の工
法と最新技術の融合を果たし、同友会で経営指針を学
び、親子で5年もの暗闇からやっと抜け出せたと実践
の報告でした。そこで辻さんの3つの気づきを話され
ました。「誰も私を理解してくれないという甘い考え」
「社員の前で親子喧嘩しても互いの顔をつぶすだけで
何一つ良いことはない」「周りを変えていくのは大変だ
が一生かかる」

　また、最後に「一番大事なことは信じる力」と話さ
れました。これは、自分も社員も「できる」というこ
とを信じぬいて取り組んでいくことが大事ということ
で、この言葉を胸に日々の仕事に邁進したいと思いま
す。今回は貴重な学びの機会をいただき、ありがとう
ございました。

年間の苦悩の日々。そんな状況を打破するために「自
分を変える」決意をし、海外への販路拡大や地元の資
源を最大限に生かした学校蔵プロジェクト等を行いま
した。地元佐渡を想う尾畑さんは「酒づくりは地域づ
くり」と話されました。事業を通しての人材育成、地
域資源の価値化、地域内での資源循環が持続可能な地
域の成長につながると考えています。

て「酒造りは地域創り」ということで原材料は佐渡の
ものを、エネルギーも太陽光パネルを設置して佐渡に
こだわり個性のあるお酒を造られているなどといった
お話がありました。その中で「周りを変えるのではな
く自分が変わる」ということやできないことをコロナ
のせいにしていないか」などできない理由を探すので
はなくどうやったらできるのかを考えることが大事な
ことだと学びましたし、感じることができました。
　私はなかなか全国大会に参加する機会は少ないです
が、今回この女全交に参加することができ、とてもい
い経験ができました。
　参加させていただきありがとうございました。

事務局　大島　小枝

　新潟での開催予定だった女全交が新型コロナウイル
ス感染症の影響のためWebでの開催となりました。
　分科会では、「両親の会社を守りたい」という気持
ちがある中で同友会に入会をして何のために働くのか
と考えた時に入会時は「娘のため・会社を守るため」
だった考えが、同友会や業務を行う中で学びと経験を
積んだことにより「社員のためや世の中の役に立つた
め」に変わったというところが印象的でした。「両親
の会社を守りたい」という強い気持ちを持つことも大
事なことですが、そのためにはどんなことが必要にな
るのかを考えて行動する行動力がこの報告を聞いて必
要なものだと感じました。
　グループディスカッションにはとても緊張をして参
加をしましたが「人が大事で財産」や「人を育ててい
くよりも共に育っていくことが大事」など他県の会員
の方の色々な意見を聞くことができました。
　分科会の後はYouTube配信で尾畑酒造（株）尾畑
さんの記念講演でした。「佐渡を変えたい」という思
いや自分がしたいことをしながらも佐渡のことを考え

第４分科会

夢みる夢子が経営者に変わる時

〜生き残るための新規事業からビジョン実現のための変革!!〜

辻和建設（株）/（有）佐賀商事  虹の里  代表取締役
大阪同友会 税田  倫子  氏
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では、現在全国651自治体に制定がなされ、昨年比で
96か所に新制定があったことと、中でも全都道府県
唯一未制定地域であった高知県にもいよいよ本年度中
に誕生との嬉しい報告がありました。その後のグルー
プディスカッションでは、私がグループ長を務め、香
川・愛知・広島の同友会会員と中同協平田政策広報局
長を加え、各地の状況について意見を交わしました。
議論の中で、条例制定地域でも人口規模によって運用
の成否が大きく分かれる様子が窺えました。今後、自
治体規模に照らし合わせた成功モデルの共有が急がれ
ます。その他、条例とは直接関係はありませんが、会員
事業所の所在エリアをGoogleマップの活用で作成して
いる同友会もあり、一目瞭然に会員分布図が見れるのは、
今後の同友会活動や運動にも役に立つ、長崎同友会で
も検討すべきとの感想を持ちました。
　政策委員会の本会議に数年間出席していますが、出
席の面々はほぼ固定化されてる様にも思えます。政策
委員会の活動が同友会の中でも少し難解さを帯びてい
るのか、役割を継承するどころか、運動へ参画する会
員の不在もまた、これを進めるにおいて問題となりつ
つあります。会員皆が条例制定の意義を理解し、振興
会議に積極的に関わり続けることこそが同友会3つの
目的の一つ「よい経営環境をつくる」ことに繋がると
理解して欲しいと強く願います。
　これから先、生産性向上だけでは語れない中小企業
の真価を発揮して、我々が主役の国づくりを実現しな
ければと最後に誓い終了しました。

政策委員長　時　忠之

　今回で39回目となる標題会議が、今年はコロナ禍
の影響を受け、Zoomを用いたオンライン形式で開催
され、初日は冒頭報告のみを、そして2日目は全参加
しました。まず初日は先般の新政権誕生に合わせ、コ
ロナ禍にあっての新たな基本方針が生み出される中
で、経済政策立案の重要な役割を担う「成長戦略会議」
の構成員の顔ぶれに触れ、中小企業が多数を為す我が
国の構造について再考を迫られる恐れについての警鐘
が鳴らされました。これは今に始まったことではなく、
コロナ以前においても「労働生産性の向上」などを筆
頭に繰り返し言われてきたことであり、もちろんそこ
に向けての努力目標は必要ですが、このコロナ禍によ
るタイミングでの強引な舵切り（中小企業のスピード
再編）は地域経済に大きなダメージをもたらすものと
危惧します。
　2日目は、新型コロナウィルスの影響が出始めた3
月から中同協が行った第5次に渡る国への要望提案内
容とその結果報告、また全国各地の中小企業振興基本
条例の制定状況に関する報告及びグループディスカッ
ションが行われました。まず要望内容については、新
たな資金調達策としての「永久劣後ローンの創設」要
望に触れ、名称や形は違えども資本性劣後ローンとし
て誕生し活用されている現状は、同友会運動の成果だ
とするコメントと同時に、更により良いものを研究し
ていくと発表されました。また、条例に関する話題

という中小企業憲章の精神に照らし合わせてよく考え、
経営環境改善の運動の観点から考えるべきだという提
起をいただきました。この内容に関しては再度憲章の
理念や閣議決定された背景を学ぶことができました。
　すべての報告をいただいた後のグループディスカッ
ションでは各地の取り組み事例や振興会議の状況など
先進事例を学ぶことができました。1日目のまとめで
は現在の仕事が地域の役にたっているという自覚を持
ち、発信し続けるということ、企業理念を子供たちに
伝えることにより域内循環が生まれキャリア教育にも
つながる、など多岐にわたった議論をすることができ
ました。2日目も影響調査の結果共有や永久劣後ロー
ンなどあらためて政策委員会は地域や経営環境改善に
向けて大きな視点で物事をとらえる必要性、ならびに
理論的に考える思考と知識が重要だと感じました。
　担当事務局としての役割として、まずは県の委員会
を定期的に開催し、情報共有と学習会などを重ねてい
きたいと思います。

事務局次長　峰　圭太

　コロナ禍により、今回の合同会議も完全Webにて
開催されました。
　1日目は名城大学経済学部名誉教授：渡辺俊三氏か
ら、主にデービッド・アトキンソン氏が提唱する「国
運の分岐点」から考察する中小企業憲章の理念の再確
認。続いて、神崎中小企業庁企画課長からコロナ禍に
おける政策事例紹介、実践報告として香川・三重同友
会からそれぞれ報告をいただきました。
　アトキンソン氏の主張の要点として①日本は生産労
働人口が増えないことに加えて、成長率に影響を与え
る生産性も先進資本主義国の中で低い②それは生産性
の低い中小企業が大量に存在する③生産性を高めるた
めには中小企業の統合が必要である④その手段として
賃金を上昇させる必要があり、賃金上昇には最低賃金
の引き上げが不可欠である、ということにまとめられま
した。これは経済を牽引していく、社会の主役である

中小企業憲章・条例推進本部会議と政策委員会 合同会議 参加報告
日時：11 月 5・6日（木・金）　会場：Web

・第１日目（11/5）中小企業憲章・条例推進事項　・第２日目（11/6）中同協政策事項議事
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後の取り組みなど教えていただくことができました
が、冒頭の山田教授の同席もあったことから「環境経
営とは」の入り口も教えていただきました。それは、
難しく考えるのではなく自分たちの生活において、い
かに気持ちよく、住みやすい暮らしにするかという部
分に対し経営の軸足を置き、投資し、仕事として結び
付けていくかということを周りに小さく声をかけるこ
とから始めてその輪を広げていく、ということでした。
　長崎も水害や雲仙普賢岳の噴火など様々な災害に見
舞われた歴史があります。毎年マスコミでは「〇〇年
に一度の」という言葉が発せられます。地域に根差す
我々が近未来の地域のあり方を大きく左右する可能性
があります。あらためて今回自分の視野を広げなけれ
ばならないことに気づかせていただきました。私は自
分の手帳に毎月、目に留めるように同じ単語を書いて
います。その中には以前九州・沖縄ブロックの会議で
響いた「自分ごと」がありますが、今回のセミナーで
「圧倒的に自分ごと」というキーワードが出ましたの
で12月からは「圧倒的に」を付け加え、日々の業務
に生かしていきたいと思います。

事務局次長　峰　圭太

　中同協環境経営委員会関連行事に初めて参加させて
いただきました。
　3名の事例報告に入る前に東北工業大学の山田教授
から開催目的の確認があり、過去の水害被害額7割が
過去10年間に発生しているという報告があり、あら
ためて温暖化の影響が深刻であることを認識しまし
た。持続可能な地域づくりを誰が担うのか、環境・経
済・地域資源の活用が求められる地域循環共生図を描
くにあたり、そもそも地域資源とは何か？など、同友
会の事務局員でありながらあまりにも自分の意識の低
さを痛感しました。
　東日本大震災の経験から南三陸の取り組み事例を報
告いただいた3名はまさに地域の課題を「自分ごと」
としてとらえた実践報告でした。南三陸町が掲げる
「バイオマス産業都市構想」に対して自分や自社に何
ができるのか、また誰とどのように連携し実際に“動
く”か。そこには経営者の強い覚悟を感じました。
　グループディスカッションでは各地の実践事例や今

いただきました。
　長崎浦上支部：吉澤さんは自社の強みを再度社員と
共に抽出し、コロナ禍だからこそできる営業の展開。
長崎出島支部：津田さんは以前から取り組んでいた働
き方改革への取り組み。大村支部：村山さんはBtoB
からBtoCへのシフトチェンジという取り組みをそれ
ぞれ報告いただき、そのあとのグループディスカッ
ションにて議論を深めました。
　今回完全Webでの発表会となり、グループディス
カッションもWeb上で行いました。影響調査の回答
にもあった「デジタル・IT化」の推進は奇しくもコ
ロナ禍の影響でその速度を格段に上げたと思います。
今までにない新しい価値観のもと、いかに変化に柔軟
に対応するか、そして付加価値をどのように高めてい
くかが求められていると思います。労使見解の最初の
項には「経営者である以上、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

　最近、また新たに感染の事
例が出ている新型コロナウイ
ルス感染症ですが、長崎同友
会は7月、影響調査を実施し、
その結果を長崎大学経済学部
　山口純哉准教授に分析して
いただきました。さる10月

30日、その分析結果を発表いただきました。
　あくまでも7月時点の結果ではありますが、「マイ
ナスの影響が出ている」「今後マイナスの影響が予想さ
れる」との回答は全体の約8割を占めました。売上に
関しても減少傾向にあるという回答も一定数を占め、
緊急事態宣言下における企業活動の停滞を示した結果
と言えます。
　今回の影響調査発表会ではこのような状況の中、各
会員企業がどのような取り組みを自社で行ったかとい
う実践事例をピックアップ、3名の会員に簡易報告を

中同協 環境経営拡大委員会＆オンラインセミナー 参加報告

新型コロナウイルス感染症影響調査発表会 開催報告

日時：11 月 26 日（木）14：00 ～ 17：00　会場：Web

日時：10 月 30 日（金）19：00 ～ 21：00　会場：Web

報告者：（分析報告）長崎大学経済学部　准教授　山口  純哉 氏

　　　　（実践報告）（株）ヤマハマリン西九州　代表取締役社長　吉澤  健 会員（長崎浦上支部）

　　　　　　　　　（税）ネクスト・プラス　執行役員　津田  豊美 会員（長崎出島支部）

 　　　　　　　　　 大村製氷（株）　代表取締役専務　村山  浩一郎 会員（大村支部）



16

予定です。その結果をしっかりと分析、共有し今後の
企業経営や政策提言につなげていけるよう、政策委員
会を中心に検討していきたいと思います。

（文責　事務局　峰　圭太）

責任があります」と記載されています。1975年に書
かれた文章とは思えない、まさに現代に書かれたよう
な強い意志を感じます。
　長崎同友会ではまたあらためて影響調査を実施する

　はじめに前回の宿題「0.2秒で返事をしよう」の実
践状況の報告ということで、グループディスカッショ
ンを実施、新入社員の方がグループ長・発表者を務め、
盛んに意見が交わされました。

　今年度2回目の新入社員フォローアップ研修が6社
15名の参加で開催されました。今回も新型コロナウ
イルス感染症の拡大に配慮し、Webでの開催となり
ました。

2020年度 第２回 新入社員フォローアップ研修 開催報告
日時：11 月 7日（土）10：00 ～ 12：00　会場：Web

意された方が出てきました。各
支部委員長の熱意の結果だと思
います。また、その他のゲスト
の皆さんについても、今後も同
友会の良さを伝え、入会に結び

付けたいと考えています。この5人以上の入会という
結果は、コロナ禍ということを踏まえれば成功だった
と言っても過言ではないと思います。同友会の良さが
伝わった例会になったと思いました。
　ただ、このままでは、期首の会勢を下回ってしまい
ますのでそれは避けなければいけません。今回の仲間
づくりの日のパワフルな勢いのまま期末まで残り3か
月少々、全力疾走し、期首をはるかに上回る結果を出
したいと思います。

（文責　仲間づくり副委員長　山口　大輔）

　第2回県下一斉仲間づくりの日を開催させていただ
きました。今回の取り組みの目玉は、全支部同時開催
で、しかもZoomで各会場を繋げるというものでした。
準備に手間取りましたが、何とかうまく開催すること
ができました。
　長崎浦上支部・長崎出島支部・諫早支部・北松浦支
部がそれぞれの会場で例会報告を行いました。そのな
かで五島支部が長崎浦上支部へ、島原支部が長崎出島
支部へ、大村支部が諫早支部へ、佐世保支部が北松浦
支部へそれぞれZoomで参加しました。
　会の中で金井代表は「長崎県中小企業家同友会は、
1972年11月14日に創立され、48年間の歴史があり、
また、現在、11年連続で会勢が増えている。コロナ
禍という状況もあるだろうが、会の勢いを弱めること
はあってはならないことだ！また、会社の経営をやり
くりし、発展させることが経営するうえでの使命であ
る！それは、同友会も同じである！」と話されました。
　確かに我々仲間づくり委員会は、「できない理由は
言わない！」という信念のもと、会員増強をしていか
なければなりません。そうした気持ちが各支部に伝播
したのか、今回の仲間づくりの日に参加したのは総勢
166名うち会員が142名、ゲストが24名の参加になり
ます。その24名のゲストの中から5名以上の入会を決

第 2 回 県下一斉仲間づくりの日 開催報告
日時：11 月 17 日（火）　会場：長崎ブリックホール（長崎浦上支部）、メルカつきまち（長崎出島支部）、シーハッ

トおおむら（大村支部）、小栗ふれあい会館（諫早支部）、HOTEL シーサイド島原（島原支部）、サン・アビリティー

ズ佐世保（佐世保支部）、松浦シティホテル（北松浦支部）、福江文化会館（五島支部）
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地方自治や社会福祉、産業、教育文化などで
顕著な功績があった個人、団体をたたえる本
年度の県民表彰に、産業の分野で個人として
佐世保支部の松尾　慶一会員、社会福祉の分
野で優良団体として（福）南高愛隣会が選出
されました。このたびの受賞、まことにおめ
でとうございます！

○松尾　慶一会員（白山陶器（株）  佐世保支部）
（受賞理由）多年にわたり波佐見陶磁器工業協同組合理事
長等として、組合の発展と組合員の事業運営の発展等に
尽力するとともに、地域経済の振興に貢献した。

○（福）南高愛隣会（田島 光浩会員  長崎出島支部）
（受賞理由）多年にわたり罪を犯した障害者や高齢者の支
援に尽力し、地域福祉の向上に貢献した。

　そうした課題に対して、松本委員長よりディスカッ
ションのフィードバックがなされ、返事をただするだ
けでなく、いかにコミュニケーションをとるかと学ぶ
機会になりました。
　松本委員長からは、次回の宿題の発表もあり、今回
は「自身とのコミュニケーション」が宿題となってい
ます。次回までにどのような取り組みがなされるの
か、次回の研修での発表が楽しみです。
　新入社員フォローアップ研修は、新入社員がどのよ
うに思って業務に臨んでいるのか、どんなことに悩ん
でいるのかを知ることができる貴重な機会です。自社
に対象の社員がいらっしゃらない場合でも、オブザー
ブ参加できます。次回は1/16（土）の開催です、ご
参加お待ちしています。

（文責　事務局　田口　友廣）

　今回の宿題に取り組んでみての感想として「実践し
た結果、上長から好印象を持たれた。評価された」と
いった意見が多く出ておりました。しかし「マスクを
していると表情が伝わりづらいので工夫をしたい」「依
頼されていることが、できるかどうか判断がつかない
時に、どのように対応していいか分からない」といっ
た課題も出ておりました。

長崎新聞  11 月 3日
佐世保支部  横山  昌隆  会員・北松浦支部  前川  浩二  会員

長崎新聞  11 月 1日 長崎浦上支部  吉田  清規  会員ほか

会
員
活
躍

祝！県民表彰  受賞のお知らせ
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（上）長崎新聞  11 月 3日 島原支部  中山  実津雄  会員
（下）長崎新聞  11 月 8日 佐世保支部  浦崎  健治  会員

長崎新聞  11 月 17日 長崎出島支部  田島  光浩  会員
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事務局企業訪問 
に来れますか？」との内容です。飛び込み営業時に代
表者は不在でしたが、仕事の依頼と喜び伺った先は現
大村支部の（株）ミヤタ：宮田正一会員です。
「富の原にそんな方がいるとは知らなかった。ぜひ同
友会に」
　仕事の話ではなく、同友会へのお誘いでした。こう
して三浦さんは開業9カ月で同友会に入会することと
なりました。

【自分の役割】

「小さな規模の会社でも長く続けることができる、元
気な会社づくりに貢献したい」
　これは三浦さんが日々心掛ける信念、いわば経営理
念のようなものです。時には法の抜け道のような相談
事を受けることもあるそうですが、そのような時こそ
正しい道を正しい方向にしっかりとアドバイスをする
ことで顧問先との信頼関係を築いてこられました。コ
ロナ禍により顧問先も影響を受け助成金や就業規則の
見直しなど日々忙しい三浦さんですが、このような状
況だからこそ、労使間で何か困ったことなどがあれば
事前に相談してほしいと強く言います。労使間のトラ
ブルは、やもすれば裁判沙汰にもなってしまいます。
そうなる前に解決や和解の糸口を見つけ、双方にとっ
てよりベターな解決策を一緒に考えたいという熱意が

「長く続く、元気な会社づくりへの貢献」という想い
のベースにあるのだろうと感じました。
「一芸は道に通ず」
　恩師である山川先生からいただいた色紙にはこう書
かれています。職業柄、法改正に伴い様々な制度が変
わることも多々ある中、社労士や労基署時代の仲間と
勉強し（＝語り合う）刺激を受けながら前途に延びる
道を一歩ずつ、3人のスタッフと共に歩んでいかれる
のだと思います。自ら扉を開き、また時には縁をつな
いでもらいながら、今期大村支部で役員として活動さ
れる三浦さん。今後のご活躍を心から祈念いたします。

＜会社情報＞

　社会保険労務士・行政書士　三浦恵理子事務所
　大村市桜馬場2丁目444-3 朝日ビル102
　電話：0957-46-3204　FAX：0957-46-3197

（文責　事務局　峰　圭太）

　今回の企業訪問は大村支部：三浦恵理子会員です。

大村市にある社会保険労務士・行政書士 三浦恵理子

事務所を訪問しました。

【青森から大村へ〜資格の取得】

　実は青森のご出身であ
る三浦さん。高校卒業後父
親の勧めで自衛隊に入隊
されます。宮城の多賀城や
仙台で研修を終え、八戸駐
屯地にて航空科への配属
となりました。入隊から4
年目、自衛隊内で大村出身
のご主人と運命の出会い

があり、結婚。その後ご主人の実家のご都合で竹松駐
屯地への異動に伴い、大村の地で新しい生活がスター
トしました。
　知り合いが一人もいない大村で三浦さんが考えたこ
とは資格の取得でした。自衛隊勤務時行政書士の教材
を購入し、一度勉強したものの、途中で終わってしまっ
ていたそうですが、この機会に再度独学で勉強を開始
します。その結果2010年見事試験に合格、行政書士
の資格をとられました。しかし行政書士だけでは、と
思い、更に挑戦を続けます。社会保険労務士の資格で
す。佐世保出身の社会保険労務士である山川靖樹先生
のネット授業を受け猛勉強。行政書士の資格取得から
2年後の2012年に社会保険労務士の試験にも合格され
ました。

【勤務での実務経験、そして開業へ】

　資格取得後、すぐに開業ではなかった三浦さん。ご
縁があり諫早の労働基準監督署に就職が決まり、実務
経験を積まれます。労働相談員や紛争の対応、就業規
則など様々な業務を経験し実務の基礎をつくられました。
　労働基準監督署勤務を経て2015年3月、大村市の富
の原にて念願の事務所を開設されます。しかし開業は
したものの顧客がいない。当時は富の原地区を中心に
飛び込み営業で名刺を配る日々が続いたそうです。配
り終わり自宅に戻ると、「主人から営業の上司のよう
に一日の訪問先をチェックされていた」と笑ってお話
されました。この時三浦さんはご自分から商工会議所
青年部の扉をたたき、会に入られていたそうですが、
当時の三浦さんの様子をよく知る、現大村支部の（株）
竹中建築設計事務所：竹中清也会員からは「当時の悲
壮感はすごかった」と今でも笑いネタになっているそ
うです。
　そしてこの飛び込み営業がもう一つの出会いを生み
ます。ある日、三浦さんに一本の電話がありました。
飛び込み営業先に置いて来た名刺をみて「今からすぐ
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12月理事会  報告
 
12月3日（木）　つくば倶楽部・Web　出席24名、欠席5名

開会あいさつ （抜粋）－金井代表理事
本日参加した九州・沖縄ブロック代表者会議のなかで田浦副会
長から「日本は生産性が世界25位で先進国では最下位であり、
政府のなかには中小企業が足を引っ張っているというような意
見もある」との話がありました。また、中同協専任講師の松井
さんからは「まだ2 ～ 3年はコロナの影響は続き、ウイルスの
変異も起きるかもしれない。日本は自然災害も多く、来年以降
は戦争体制で臨まないといけない。今後は安全・安心にしっか
り取り組む企業が生き残るのではないか」との話もありました。
Withコロナで同友会でも対策をとりながら一緒にやっていきた
いと思いますのでよろしくお願いいたします。

仲間づくりについて
１）入会・復会・休会・退会の承認について

→7名の入会、2名の復会、3名の休会、4名の退会を承認

２）11月の仲間づくりの進捗状況・具体的活動状況について
・山口仲間づくり副委員長　総括

11月17日に県下一斉仲間づくりの日を開催しました。結果
は全支部で142名、全会員の20％の参加率でした。ゲスト
は24名、そのうち入会数は5名、復会者が1名で合計6名と
なりました。結果はまずまずよかったと思います。この結
果が生まれたのは、金井代表の「期首を割らない」という
思いを田中委員長はじめ各委員が各支部に熱意を伝えた結
果だと思います。しかし、まだこのままでは期首を割って
しまいますので引き続きご協力をお願いいたします。

・金井代表理事
仲間づくりの日は大変お疲れ様でした。結果は6名出てい
ますが、期首から△48名となっています。これから2月の
仲間づくりの日に向けて今からできることを考えるなかで

「入会5年以内で出席率が高い会員さんに紹介していただく」
といった具体的な取り組みが必要だと思います。最後まで
あきらめずにやりたいと思いますのでご協力をお願いしま
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－山田事

務局長
※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。
・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。
・Zoom参加の方にも配慮して一体感を持ち、感染対策をしっ

かりと取組み、例会等を開催願います。

懇親会の開催規準
①対面パーテーション　②横の席については2人に1枚の
パーテーション　③貸し切り　④個別の料理出し　⑤検温、
消毒の徹底　⑥懇親会開催時間を1時間以内　⑦換気設備
設置　⑧参加者は会場キャパの1/2以下　⑨参加者名簿の
作成及び連絡先の記入　⑩参加者全員の確認書の記入
→2週間以内に海外渡航歴がないか？（海外渡航歴があっ

ても懇親会の参加は可）
県外の感染者増加地域（東京、福岡など）への移動がな
いか？
懇親会参加後2週間以内に感染が分かった場合に必ず同
友会事務局に連絡すること

⑪感染者が出た場合の濃厚接触者の特定、懇親会中の席の配
置を明確にするために懇親会の様子の写真撮影・ビデオ撮
影を行う

（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。）

※諫早支部と佐世保支部より、懇親会開催承認依頼あり
－三役会としては開催承認の方向

・諫早支部－対面パーテーションなし（代替案）
①2ｍ以上の間隔を空ける　②会話時はマスク着用

・佐世保支部－横のパーテーションなし－（代替案）1席空け
て座る

　◎会話時は紙ナプキンをあてる
→諫早支部、佐世保支部の提案について承認

２）役員研修会の振り返りと収支の承認について－山田事務局長
・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

・参加状況
浦上 出島 五島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 理事他 合　計

会員数 100 105 31 101 88 61 160 35 681

役員数 27 26 15 28 31 32 40 19 21 239

目　標 19 18 11 20 22 22 28 13 15 168

登　録 10 13 2 11 22 9 9 3 7 86

出　席 9 13 2 6 20 8 8 3 6 75

うちWeb 5 2 2 2 1 0 2 1 1 16

出席率 33.3 50.0 13.3 21.4 64.5 25.0 20.0 15.8 28.6 31.3

返信率 92.6 84.6 73.3 85.7 100 96.9 70.0 36.8 47.6 79.1

※「理事他」は、支部役員ではなく理事のみの方（副委員長
含む）と支部役員ではなく青年経営者会のみの役員の方

→参加状況を確認。収支を承認

３）賀詞交歓会について－峰事務局次長
（これまでの決議事項）
・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
・会費：6,000円（Web参加は1,000円）
・講師：十八親和銀行　荒木副頭取
→①会費：会場で記念講話のみ参加の場合－1,000円
　②設営変更の可能性　③設営方法の三役一任
　⑤参加目標　⑥来賓一覧を承認

４）公式インスタグラム開設にあたっての既存SNSとの連携に
ついて－森川事務局員
・現在運用のSNS （Twitter、Facebook、LINE）はコロナ対

策の情報発信のみ
・11月共同求人委員会で提案があったインスタグラム開設に

伴い、Twitter、Facebook、LINEをコロナ対策の情報発信
に留まらず、会の各種情報発信も含めて運用していくこと
を提案

 →承認

５）来期に向けて
①活動方針案の提案について－中村副代表理事
→活動方針案を確認
②予算案の提案について－荒木財務委員長
→予算案を確認
③2021年度　年間活動予定表について－山田事務局長
→年間活動予定表を確認
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報告・連絡事項
１）11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＞ 11 月 24 日（火）　＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
■各支部例会開催状況報告
■例会委員会による表彰制度について
■来期の議案書作成スケジュールについて

経営
労働

＜委員会開催日＞ 11 月 25 日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・長崎浦上支部：12 月例会報告　大村谷会員、経営指

針について
・大村支部：12 月例会報告　村山会員　経営指針につ

いて、1 月財務勉強会開催予定・諫早支部：経営理
念策定研修実施中

・島原支部：1 月より経営指針実践セミナーの再開
助成金、財務、企業変革支援プログラムの経営者塾
開催予定

・佐世保支部：財務勉強会、SNS 勉強会、コロナ対策
勉強会等を実施

　来月、経営計画策定会予定
・五島支部：12/18　例会にて経営理念策定研修

共育

＜委員会開催予定日＞ 12 月 2 日（水）19：00 ～ 20：00
＜報告事項＞
・第 2 回新入社員フォローアップ研修
　11 月 7 日（土）10：00 ～ 12：00　Web 開催（Zoom）
・次回のフォローアップ研修は 1 月 16 日（土）を予定し

ています。

政策

＜報告事項＞
■11月19 日（木）14：00～16：00 ＠ホテルセントヒル長崎

次期「ながさき産業振興プラン」策定に関する有識者会
議へ参加

情報
広報

＜委員会開催日＞ 11 月 24 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．情報交換

仲間
づくり

＜委員会開催日＞ 11 月 2 日（月）18：00 ～
　場所：居酒屋 YanYan（諫早支部・高山会員）
＜報告事項＞
・11 月 17 日（火）の県下一斉仲間づくりの日に向けた

運営や増強について
・11 月 17 日（火）県下一斉仲間づくりの日　特別企画

会員 142 名ゲスト 24 名の参加。翌日の集計では 6 名
の入会報告あり

ビジョン

＜委員会開催＞ 12 月 1 日（火）19：00 ～ 20：00
＜開催場所＞つくば倶楽部・Web
＜報告事項＞
1．ビジョン進捗アンケートの確認について
　⑴ 2019 年度の検証結果
　⑵ 2020 年度のアンケート実施
　⑶フィードバックの方法
2．ビジョン誌（仮称・語り部への道等）の作成に向けて
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＞
・11/16 女全交　寺尾委員長　参加報告

・特別支援学校　実習の進捗状況確認
・第 14 回例会について（2021 年 2 月 3 日）

共同
求人

＜委員会開催日＞ 11 月 30 日（月）　＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・NAGASAKI しごとみらい博について
・長崎県との取り組みについて
・大学との取り組みについて
・委員会活動について　・各支部の活動報告
・4 委員会について

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞ 11 月 12 日（月）
＜開催場所＞プラットおおむら
＜報告事項＞
・11 月例会：プラットおおむらにて開催。
　報告者：鳥山哲郎会員
・12 月臨時総会：サンプリエールにて開催予定。
　臨時総会～懇親会（規定に従い開催予定）
・1 月通常例会：県北エリアにて開催予定
　（※ 12 月 15 日に日程変更）
・2 月通常例会：ばりよか券事業報告会予定

２）例会について（更なる充実をめざして）－德田例会委員長
・各支部例会出席率確認を含む

全体的に前月と比較して出席率・返信率ともに上がってい
ます。大きく改善した支部は、例会委員長の声掛けによる
マンパワーによるところが大きいようです。また、例会内
容が良かったので、参加をすすめやすかったとの意見もあ
りました。各支部で例会内容も検討いただき、各支部長も
意見を出していただき、例会のさらなる充実にご協力をお
願いします。

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
4委員会はコロナ禍でも積極的に活動しています。経営労働
委員会は、宇土委員長が色々な場所で経営指針のお話をし
てくださり、共育委員会では、フォローアップ研修の実施、
ダイバーシティ委員会では実習生の受け入れ、共同求人委
員会ではビジョンの取り組みにも記載があるとおり精力的
に活動していただいています。また、私事ですが、12月11
日の長崎出島支部の経営者塾で8年ぶりに報告することに
なりました。お時間がある方はぜひご参加ください。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
ビジョン委員会は、佐藤委員長が前もってしっかり準備を
されて、スムーズに進行し、意見もよく出ていたと思います。
ビジョンの検証についていかに落とし込むかが課題ではな
いかと思います。ビジョン誌は野方委員長から同友会の動
画の閲覧数が多かったとの報告もあり、動画など長崎オリ
ジナルのものがつくれたらよいと思います。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
11/17仲間づくりの日では、4つの会場は各報告を聞いて学
ぶべきことが多くありました。質の良い報告者を選ぶと仲
間づくりにも新しい人が増えると感じました。例会委員会
では、各支部委員の方が出席率・返信率に悩んでいて、一
人で悩まず仲間と相談しながら進めていかないといけない
と思います。一致団結して長崎同友会を盛り上げていきま
しょう。

次回開催予定　1月7日（木）　19時　つくば倶楽部・Web併用
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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。

１月例会案内

●島原支部

日 時 1 月 19 日（火）19：00 ～ 21：00
会 場 HOTELシーサイド島原
テ ー マ 22年の激動 ～家庭と仕事の両立～

報 告 者 プレミアムラウンジ  ReVe　代表者
　末永　真理　会員

●佐世保支部

日 時 1 月 23 日（土）
会 場 魚魚の宿
内 容 慶祝例会

●北松浦支部

日 時 1 月 19 日（火）18：30 ～ 19：30
会 場 松浦シティホテル
内 容 賀詞交歓例会
一堂に会しお互い新年のあいさつをいたしましょう

●五島支部

日 時 1 月 22 日（金）19：00 ～ 20：30
会 場 カンパーナホテル
内 容 新年懇親例会

●諫早支部

日 時 1 月 20 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 ホテルフラッグス諫早（予定）
テ ー マ 「個の総力戦」

報 告 者 雲仙市観光商工部　理事
　加藤　雅寛　氏

「新たな人の流れと価値を生み出す」報告をいただきます

●長崎浦上支部

日 時 1 月 26 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 （福）ながよ光彩会　理事　統括施設長
　貞松　徹　会員（長崎出島支部）

●長崎出島支部

日 時 1 月 20 日（水）
会 場 サンプリエール
テ ー マ 未定

報 告 者 個別学習塾  勉強ラボ　代表者
　白石　直子　会員

●大村支部

日 時 1 月 21 日（木）

内 容 慶祝例会
＜第 1 部＞
　時　間：午前中
　会　場：富松神社（お参り）
　対象者：全会員（厄入り、厄払い、還暦などに加えて商売繁盛祈願）

＜第 2～4 部＞
　時　間：18：30 ～ 21：00
　会　場：インターナショナルホテル
　（第 2 部）厄入り、厄払い、還暦など対象の方へ記念品贈呈
　（第 3 部）新年度の誓い、決意表明、各自色紙に書き、発表
　（第 4 部）新企画「大村支部版 GO TO イート！」 ●青年経営者会

日 時 1 月 19 日（火）
会 場 調整中
テ ー マ 部員５人からのスタート

～目標設定から達成までの道のり～
報 告 者 大崎高校野球部　監督

　清水　央彦　氏

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

●企業住所等変更

野方　康平  会員（諫早支部）

新会社名：（株）富建

新役職名：取締役

新TEL番号：0957-53-2145

会　員　数（ １２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 102 106 102 85 61 161 34 27 678

退 会 者（敬称略）

会 員 名 会　社　名 支 部 名 入会年月
熊　　 翔 伍 ロイヤルベルズ諫早 諫 早 2019年 3月交代
茂 見　 昌 仁 （株）茂見塗装 諫 早 2016年  1月
山 口　 圭 介 信光陸運（有） 北 松 浦 2020年  4月
横 山　 嘉 幸 Yocomotion.M 五 島 2019年12月


