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　長崎女子短期大学の会議室にて長崎女子短期大学と
長崎同友会との包括連携協定書の調印式が開催されま
した。長崎女子短期大学からは原田理事長、会員でも
ある玉島学長はじめ5名、長崎同友会からは金井代表
理事をはじめ4名が出席し、参加者が見守るなか協定
書に署名を行いました。
　玉島学長からは「学生が実践力をつける機会とし、
また調印をきっかけに地域貢献を進めていきたい」
と、金井代表理事からは「若者の県内定着、地域活性
化のためにともに取り組んでいきましょう」と挨拶が
ありました。
　今回の調印式以前より、長崎女子短期大学の授業で

行われているキャリアップセミナー（模擬面接）では
同友会会員が面接官として参加、また会員が授業の講
師として登壇するなど会員企業と学生と教員のみなさ
んとの交流の機会を重ねておりました。
　また今回の協定をきっかけとして、4月の長崎出島
支部 経営者塾では長崎女子短期大学と同友会のお互
いを知る機会とし、今後の活動について意見交換する
予定です。
　今後、地域の産業振興および人材育成のために今ま
で以上に両者の関係を強化、発展的な関係となるよう
取り組んで参ります。会員のみなさまにおかれまして
もご協力いただきますようお願いいたします。

日時：2月22日（月）14：00　会場：長崎女子短期大学

長崎女子短期大学との
包括連携協定書調印式 開催報告



　長崎県中小企業家同友会におかれましては、
1972年の設立以来、多くの中小企業経営者
が集い切磋琢磨しながら、長崎県を始め九州
の経済発展に多大な貢献をいただいておりま
すことに、心から敬意を表します。
　昨年来、世界中で猛威をふるう新型コロナ
ウイルス感染症の影響、台風や豪雨等の自然
災害で、企業を取り巻く環境は非常に厳しく
なりました。人口減少、後継者難や人手不足
といった構造的課題に加えて、サプライ
チェーンの脆弱性、デジタル化の遅れといっ
た課題も顕在化し、中小企業にとって難しい
経営の舵取りが求められています。
　私ども中小企業基盤整備機構（以下「中小
機構」）は、国の中小企業政策の総合的実施
機関として、現状を踏まえ、次の課題に重点
的に取り組んでまいりたいと考えております。
　まず、自然災害の発生や感染症拡大の中で
も安定した事業活動の継続のため「事業継続
力強化計画」の策定支援とともに、円滑な事
業承継、事業再生に向けた計画的な取組みと
ノウハウの共有を図る研修等の実施やデータ
ベースの活用と関係機関との連携などにより、
後継者の確保・育成支援を行います。
　次にコロナ禍において、テレワークの導入
等デジタル化への対応、環境や健康・医療と
いった新たなニーズや新市場開拓への取り組

みが求められています。
　デジタル化については、「IT戦略ナビ」、
「IT経営簡易診断」、「IT導入補助金」等の
支援策を提供するとともに、「ものづくり補
助金」「持続化補助金」や施策情報の提供を
通じ、中小企業の生産性向上への取り組みを
支援します。
　また、イノベーションへの対応については、
国内外企業27千社が登録するビジネスマッ
チングサイト「J-GoodTech」を通じたビジ
ネスパートナーとのマッチングなどを展開し
ています。これに加え、県内では、三大学、
長崎県、長崎市、長崎県産業振興財団等と連
携して平成19年8月より「ながさき出島イ
ンキュベータ（D-FLAG）」を設置し、多く
のスタートアップ企業や産学官プロジェクト
の支援を行っております。
　現下の難しい事業環境の中にあっても、長
崎県では新幹線の開通を踏まえた長崎駅周辺
再整備事業やソニー（株）の新工場建設に伴
う雇用の拡大等、新たな胎動がうかがえます。
　中小機構は、長崎県中小企業家同友会の会
員の皆様を始めとした中小企業の方々の前向
きな取り組みを支え、その成長と発展をサ
ポートしてまいりたいと考えておりますので、
是非、私どもの支援制度を積極的にご活用し
ていただければ幸いに存じます。

プロフィール

各界からの提言

昭和60年4月　地域振興整備公団  入団（現中小企業基盤整備機構）
平成24年4月　　〃　企画部  地域本部支援統括室長
平成28年5月　　〃　沖縄事務所長
平成30年7月　　〃　総務部  審議役
令和 2年7月　　〃　九州本部長

独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部長 橋本  大哉
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払ってない手当は山ほどあるのではないでしょうか？
それらの手当について正社員にしか支払ってない理由
を誰もが納得できるように説明しなさいと言われて、
それができる会社はどれほどあるでしょうか？
　大坪さんが具体例に上げられた“休暇”と“手当”で
争われた日本郵便訴訟事件（夏期・冬期休暇、年始休
暇、年末年始手当・特殊手当、扶養手当）でパート社
員の主張が認められた裁判や“退職金”で争われたメ
トロコマース訴訟事件など、これまでは大手の会社で
対岸の火事だったものがついに自社に火の粉が降りか
かり始めた気がしました。
　ですが、この例会で少なくとも「同一労働同一賃金」
の適用前に知識を得ることができたのは大きな成果だ
と思います。
　今からできること、今だからできることもあると思
いますし、最後に大坪さんから「その手当や休暇が“全
ての社員に当てはまるかどうか”を考え、それから人
事を評価する“賃金体系、賞与体系”を明確にするよ
うにして下さい」という言葉は私たち経営者が原点に
立ち返る意味でも重要なアドバイスであり、とても、
素晴らしい例会だったと思います。

（文責　溝越　正）

　大坪さんは弁護士の敷居の高いイメージとは違っ
て、物腰が柔らかく、素人でも分かるような言葉で説
明していただき、大変分かりやすく、勉強になった例
会でした。
　本日の報告を聞いての感想は、「同一労働同一賃金」
について正直、私は甘く考えていました。基本的な考
え方は合理的に説明がつかない“手当”や“休暇”は正
社員・パートに関係なく全社員に適用しなければなら
ず、しかも、会社とパート社員を採用する際に仮に契
約に“本給以外に手当や賞与、退職金はありません”
と記載されていても今後は“無効になる可能性があ
る”というのは驚きでした。
　恐らく、どこの会社も社員に支払ってパートには支

本さんはお母さまへの感謝と共に生きてこられたのだ
と思います。
　高校卒業後、長崎県内から僅か一名採用という狭き
門を突破し、当時CMでも有名な武富士に就職され、
東京に行きました。二十歳で支店長になり朝から深夜

　今回、報告いただいた山本さんは、保険業を中心に
様々な事業をされています。報告では生まれたことが
奇跡というお言葉から始まりした。山本さんのお母様
は、山本さんがお腹にいる時に病が見つかり、産後間
もなくお亡くなりになりました。しかし、その後の山

長崎浦上支部 例会報告
日 時 2 月 24 日（水）18：30 ～ 20：30
会 場 Web

テ ー マ 同一労働同一賃金について
皆さんご存知ですか？

報 告 者 大坪総合法律事務所　所長
　大坪　孝聡　会員

出席者数 30名（会員20名、ゲスト3名、他支部6名、
事務局1名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 2 月17 日（水）18：30 ～ 20：30
会 場 事務局・マクドナルド浜町店・Web
テ ー マ 私があなたを幸せにしたい理由

報 告 者 （株）優笑　代表取締役
　山本　恵美代　会員

出席者数
38名（会員29名（うちWeb9名）、ゲスト11
名（うちWeb5名）、他支部2名（うちWeb1
名）、事務局1名）
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つくられるそうです。「お客様だけではなく、社員さ
んや全ての方を幸せにする事が私の幸せ」であると締
めくくられ、参加者全員が幸せな気持ちになりました。
　山本さんの経営に対する優しくもご自分には厳し
く、また山本さんのお人柄を感じるとても温かい例会
となりました。

（文責　レイガー　裕美）

まで働き、年収1000万以上を稼ぐ程となり、22歳で
結婚、出産し会社を辞めました。しかし、23歳の時
に離婚し、結婚当時に7000万円で購入したマイホー
ムの債務が残りました。その後長崎に戻り、保険代理
店の女性社長と出会い、その会社に転職され、それが
山本さんにとって大きな転機となりました。その社長
は、困っている人を一生懸命に手助けするだけが仕事
だと伝え、山本さんもそれを守り続けました。また、
購入した住宅ローンを支払うことになってしまい破産
も考えた時、女性社長からの一言で支払い続け、完済
され、今の会社を設立されました。
　経営とは見返りを求めるのではなく、相手を安心さ
せ笑顔にさせる、それを実行するためには、自分も勉
強し、勉強することで、自分の成長に繋がるという気
持ちで毎日を過ごしているとありました。
　山本さんは、自ら社員の方々へほぼ毎日お昼ご飯を

た哲学があり、その想いを大切に事業を進める姿に多
くの会員の例会参加を得ることができました。先代か
ら教えられた看板業の伝統技術を生かしながら、既存
の概念にこだわらない大胆かつ合理的な営業手法は多
くの大村支部会員を驚嘆させました。
　伝統を承継しながらも、デジタルな発想で問題を解
決する。お客様の想いと承継された想い、そして野島
さんの想いがカタチになって強い企業をつくりあげて
いるのがわかりました。
　報告していただくなかでも、事業分野のデザイン性
の高さで、プレゼンテーションスキルを駆使して、ユー
モラスな画面やエピソードを紹介され、スピード感も
あり、退屈しない報告でした。

（文責　田端　正成）

　報告者の野島さんは、
すでに飲食店経営者で社
員教育にも取り組まれ順
調な経営のなか、2017年
に「ヨシトメ工芸（株）」
の先代社長から事業承継
を頼まれ、業界のことも
何もわからぬまま入社し
ます。イチからのスター
トの中、先代社長の教え
や、同友会先輩など様々

な方々のアドバイスに自分の「事業とはなにか？」を
常にカタチづくり、年間300件以上の仕事をこなして
コロナ渦の現在でも、3年間で売上は4倍以上になり
ました。
　ヨシトメ工芸（株）にデジタルサイネージを使った
広告看板業を取り入れようと、電光掲示板を中国企業
と提携して商品生産から施工、メンテナンスまで対応
できる体制で新しい看板業を確立、ラッピング広告や
様々な商品アイテムで新しい広告、店舗外装を展開し
ます。同業他社の領域に参入せず、絶えず新しい広告
媒体を模索します。そこには、亡き先代から教えられ

大村支部 例会報告
日 時 2 月18 日（木）18：00 ～ 20：30
会 場 長崎インターナショナルホテル・Web

テ ー マ ある日知らない事業を継ぐようになって
何を承った…

報 告 者 ヨシトメ工芸（株）　代表取締役
　野島　敏史　会員

出席者数 42名（会員39名（うちWeb2名）、ゲスト1名、
他支部1名（Web）、事務局1名）
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　②多文化、共生の社会になってない
　③恵まれた立地が生かされていない

　浅川さんは、現在ウエスレヤン大学に通う学生です。
4年前に諫早に転居されるまでは大瀬戸に住んでおら
れたため、諫早のことはほとんど知ることはなかった
のですが、住み始めて「大瀬戸には駅がないけれど諫
早にはある」ことをきっかけに、身近に諫早の街を知
ろうと思ったそうです。
　諫早の人は「大村が良い」と言われる現状に疑問を
感じることもあるそうです。
　コーディネーターの村川氏より「大瀬戸から友だち
が来たらどこに連れて行くか？」の質問に、「本明川
河川敷に行って、小長井の牡蠣を食べに連れていく」
と浅川氏は答えます。

　村川氏は、1986年に諫早市入庁し、現在、健康福
祉部健康福祉課長として勤務されていますが、女性の
視点でまちをもりあげたいという思いから「諫早もり
あげガールズ」として諫早の魅力発信の活動をされて
います。
　全国の自治体職員とのネットワークもあり、それら
のご縁で諫早市を訪れた他団体の職員から、自分達が
意識していなかった諫早の強みや魅力について気づか
される面も多かったそうです。
　今後も、菊山さんや多様な皆さんと対話を重ねなが
ら、諫早の情報発信に努めていきたいと話されました。

（文責　石橋　ゆかり）

　今回は3名のスピーカーによる報告とクロストーク
形式の例会でした。
　メインスピーカーの菊山さんは、青年海外協力隊と
して2年程ウガンダで活動され、去年9月から諫早の
地域おこし協力隊として居住されています。
　地域における各種イベントの企画・運営をサポート
しながら、地域と行政の橋渡し役を担いつつ、諫早の
活力の掘り起こしに取り組んでおられます。
　居住して気づいたことは、諫早には地元市民ほど気
づきにくい地域の良さが沢山あるということです。
　諫早という土地は、人が生活する上で必要なものが
全て揃っている町で、長く同じ場所に住んでいる地元
市民にとっては、そこでの生活が当たり前に感じたり、

「諫早より大村のほうが良い」と他市のことが良く見
えたりする方も多いと気づいたそうです。

　続けて、諫早での活動を通して、気づいた強みと弱
みを挙げられました。
　強みは、
　①134,000人と人口が多い
　②学校も多くあり、子育て支援も充実している
　③スポーツが盛ん、特にプロサッカーチームがある
　④県内外へのアクセスの良さ
　⑤県内1,2位を誇る企業の工場がある
　弱みは、
　①ゲストハウス、ホステルがない

諫早支部 例会報告
日 時 2 月17 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 小栗ふれあい会館

テ ー マ 移住者からみた諫早の魅力とポテンシャル
～ビジネスヒントを見つけよう～

報 告 者

諫早市地域おこし協力隊
　菊山　達也　氏
長崎ウエスレヤン大学　現代社会学部
　経済政策学科  4 年生　浅川　容行　氏　
諌早市健康福祉部障害福祉課長
　村川　美詠　氏

出席者数 43名（会員31名（うちWeb5名）、ゲスト11
名（うちWeb1名）、事務局1名）
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大きいチャンスだったと報告がありました。
　そうやってできた理念「大地の恵みを皆様に」の説
明がありました。この理念には平野さんのなんでも真
面目に本気に取り組む経営の姿勢や未来への姿がまと
まってある言葉だと強く感じることができました。
　現在は2人のお子さんの育児中でもあり、将来は自
分の会社の経営指針にも育児テーマを取り組んで皆が
働きやすい環境を整えると目標を掲げて報告が終わり
ました。参加者からの感想は、平野さんらしいポジティ
ブでたくましい内容だった。経営指針に仕事と家庭の
両立を取り組むとはどんな内容か？など報告に引き込
まれてワクワクする反応が多かったと思います。コロ
ナ禍でも明るく前向きになった例会でした。

（文責　楠田　喜隆）

　今回は「農業」と「石積み
業」の2足のわらじで経営を
営んでいる平野さんの報告で
した。平野さんの報告は落ち
着いてはっきりとたくましい
姿が印象的でした。とくに幼

少期から父親の背中を見ながら仕事を手伝い、自分か
ら石積みにチャレンジしていたことや、青年期には学
校とサッカーと家の仕事をかけもちしていたことな
ど、まさに仕事が人生といわんばかりの仕事が大好き
な人柄がわかる内容でした。また、社会人となって「九
州青年の船」に参加されたことや、新規事業として「農
業」を自分の力で立ち上げて売上をつくったこと等の
報告がありました。しかし、そのようなやる気に満ち
てエネルギッシュな反面、実は家庭の問題と事業の失
敗など様々なピンチがあり実際に売上も落ち込んで精
神的にも辛い場面がいくつもあったとのことでした。
そんなときでも幼少期より培ってきた前向きな姿勢で
ピンチをチャンスに変えてきた内容が素晴らしかった
です。とくに、困難にめげずに父親を説得して「石の
卸し販売」の新規事業にチャレンジしてピンチを乗り
越えた体験はまさに経営者の姿だと感じました。また、
いくつものピンチの中で経営指針作成セミナーに参加
して経営理念・指針づくりを本気で取り組んだことが

ウイルス感染症のクラスター発生を受け、心身ともに
極限の状態の中初めて経験する取り組みや対応を赤
裸々に報告いただきました。
　今回は取り扱う内容が大変ナーバスな問題で個人情

　今回は新型コロナウイルス感染症悪化の影響で、完
全Zoom例会となり、本来報告予定であった吉村さん
から吉木さんの報告へ変更になりました。
　吉木さんは、障がいのある方の就労支援や生活支援
を行う施設を運営していますが、施設での新型コロナ

島原支部 例会報告
日 時 2 月16 日（火）19：00 ～ 21：15
会 場 HOTELシーサイド島原

テ ー マ 面で捉えて、点で貫く
～経営指針で不離一体の二次創業～

報 告 者 （株）平野FACTORY　代表取締役
　平野　大介　会員

出席者数 29名（会員26名（うちWeb4名）、ゲスト1名、
他支部1名、事務局1名）

佐世保支部 例会報告
日 時 2 月19 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 Web
テ ー マ 新型コロナウイルスとの闘い！

報 告 者 （福）むすび会　理事長
　吉木　利徳　会員

出席者数 34名（会員28名、ゲスト4名、他支部1名、
事務局1名）
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した。
　吉木さんの現在の一番の悩みは、今回の新型コロナ
ウイルス感染症のクラスター発生で失った施設の信用
と利用者の減少、利用者の仕事受注の減少が大きな問
題と話します。仕事がないと利用者に工賃が支払われ
ず生活に直面するため、取引先の確保や安全対策の徹
底などあらゆる施策を練りスピード感のある取り組み
を模索しています。このような状況で吉木さんは経営
のトップであり、多くのスタッフを抱え、その一人ひ
とりに寄り添い、モチベーションを維持し、同じ方向
を向き立ち向かった組織力、統率力は同友会の学びと
実践に他なりません。新型コロナウイルス感染症に学
ぶ経営、倫理、共育、価値観、どれもが全く新しい時
代のものかもしれません。

（文責　浦崎　健治）

報を含むため一部公表できない部分もありましたが、
時系列で進む内容は本当にリアルで遠い世界の話では
なく隣で起きている未曽有の災害のように感じました。
　吉木さんは新型コロナウイルス感染症予防には最善
を尽くしていましたが、１名の利用者が感染し、１名、
また１名と気がつくとクラスターに発展し営業停止に
陥り、その間出社できる社員だけで、利用者やクライ
アント、行政、マスコミへの対応を行いました。
　また濃厚接触者のPCR検査や施設、公用車の消毒
作業を施し安心安全な元通りの施設に戻そうと努力す
るも、風評被害やマスコミのあおりなど社員の努力に
水を差すような出来事に何度も心が折れそうになった
との言葉が胸に刺さりました。我々どの会員企業でも
感染の可能性があるためとても人ごとではなく、改め
て気の緩みや慣れなどあってはならないと再確認しま

の充実」「年齢差と世の中の変化で求めるものが違う」
「例会がマンネリ化傾向にあり刺激のある例会を望む」
「Zoom環境を利用して全国から聞きたい話が聴ける
ような新しい取り組みが必要」など多くの意見がでま
した。つまり現会員が同友会活動のマンネリ化により
仲間づくり推進にも力が入らない。よって、例会の充

　今回はフリートーク形式の例会として、二部構成で
開催されました。第一部は「県下一斉仲間づくりの
日」の特別企画として、北松浦支部の一番の課題であ
る仲間づくり推進活動について津﨑仲間づくり委員長
の進行で進めました。会員からは、やはり「例会の企
画と内容の充実が大切」「報告者のシミュレーション

北松浦支部 例会報告
日 時 2 月17 日（水）19：00 ～ 21：00
会 場 松浦シティホテル

内 容 仲間づくり推進活動の課題と実践・今後の
支部活動について徹底討論！

出席者数 12名（会員11名、事務局1名）
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例会の実施」「例会企画のための例会委員会の活動の充
実」「北松浦支部創立20周年事業の開催」「会員の想い
を確認する」など多くの意見がでました。やはり第一
部、第二部通して会員皆さん例会の充実が基本である
ことを確認したディスカッションになりました。
　今更ですが、例会が熱い想いを語る場になることが、
今後北松浦支部の活動の目標であることを確認した例
会でありました。

（文責　井手　眞悟）

実がカギであり現在のコロナ禍における状況でZoom
環境の利用をチャンスとして例会企画をより多くの情
報を集め仲間づくり推進に繋げていきたいと思いま
す。
　第二部では、次期支部長内定者の中村さんを中心に
来期の支部活動の具体的な方向性について会員皆さん
と想いを共有するためにディスカッションを行いまし
た。意見としては、やはり「例会の充実」「Zoomを利
用しての他支部会員の報告を聴きたい」「ハイブリッド

んは、デメリットの方が多いかもしれないとおっしゃ
りながら、しかし、これをきっかけに正社員の方、パー
トさんなど、全ての社員さんの給料や手当を見直して、
基準を明確にするいい機会ではないかと、また、この
ようなことを社員さんと話すことで、ビジョンを示す
ことにも繋がるのではとも、おっしゃっていました。
　私自身、同一労働同一賃金制度については、なんと
なく言葉を知っていて、正規の社員と派遣社員の給料
を同じにするくらいの認識でしたが、例会に参加させ
ていただき、多くのことを学べたと思います。この度
の私の一番の学びは、同一労働同一賃金制度は社員さ
んとよく話をして納得してもらうことが大切、という
ことでした。
　最後になりましたが、長崎浦上支部の皆さま、あり
がとうございました。

（文責　設楽　誠）

　今月は、Webで長崎浦上支部の例会に参加させて
いただきました。
　今回の報告テーマは、「同一労働同一賃金について
皆さんご存知ですか」ということで、少し難しい印象
でしたが、報告者の大坪さんは弁護士いうこともあり、
これまでの大企業での裁判の判例を基に正社員とパー
トさんの、給料、退職金、有給休暇、手当などわかり
やすく、教えていただきました。同一労働同一賃金制
度は、すでに大企業では、昨年の4月から施行されて
いて、中小企業でも今年の4月より施行されます。今
後私たちの企業でも、労使の間でトラブルが発生する
かもしれません。参加者は皆真剣な表情で報告を聞い
ていました。
　グループディスカッションでは、初めてお会いする
方や久しぶりにお会いする方などいらして、新鮮な感
じもあり、活発な討論が行われ、多くの質問が挙げら
れていました。
　質疑応答では、同一労働同一賃金制度は中小企業に
とって不利益がとても多いように思えるが、メリット
は何かありますか？との問いに対して報告者の大坪さ

　今回は、昨年9月から1月まで開催されておりまし
た“ばりよか券”販売事業についての報告例会でした。
　ばりよか券の事業については、皆さまのご協力もあ
りオーダー数は139件、購入アイテムの総数は408個

青年経営者会 例会報告
日 時 2 月 26 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 長崎市民会館
テ ー マ ばりよか券販売を終えての報告例会

報 告 者

北川行政書士・FP 事務所 北川　　亮　会員
（有）東洋印刷所 山口　善也　会員
スナック 華恵 河合　　恵　会員

（同）HRC 安井　忠行　会員
（株）優笑 山本恵美代　会員
九一庵食品協業組合 德田　義彦　会員

（株）環境エコクリーン 山口　大輔　会員

出席者数 13名（会員11名（うちWeb4名）、青年経
営者外会員1名、事務局1名）

五島支部 例会報告
日 時 2 月 24 日（水）18：30 ～ 20：30

※長崎浦上支部例会にWebで参加
出席者数 会員3名
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　ばりよか券の事業を一過性の事業として終わりにす
るのではなく永続的なものにしていきたいとの声があ
がり来期も行う予定で話が進みました。
　続けていくうえで50％補助は予算的に厳しいので
10％や20％、業種によっては厳しいところも出てく
ると思われるのでサービス券にしてみてはどうかとの
意見もあがりました。内容につきましては、案を練り
直します。
　課題としてあげられたことは登録までに二の足を踏
む方が多くいらっしゃることや、使い方がわからない
ので、わかりやすいように説明することが必要だとい
う意見や県南エリアに集中してしまい地域に偏りがあ
ることがあげられました。
　次回は今回の課題を踏まえ、ばりよか券の事業を行う
予定ですので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

（文責　平山　祐実）

ありました。この場をお借りして御礼申し上げます。
　ばりよか券事業を通じてお互いの事業内容を改めて
知ることができ、券のおかげで、お店にいく機会もで
き、今までとは違う新しい顧客を確保できたなどの声
もありました。
　出店したいとのことで青年経営者会へ新規入会もあ
り、事業を行った青年経営者会にも参加した側にもお
互いにとってメリットがあった事業だったと思ってお
ります。

得られたとの報告がありました。
　後半は各地同友会の活動の取り組みの報告があり、
コロナ禍であっても各地で活発な活動がなされている
こと、障害者を取りまく諸問題だけでなく児童養護施
設やLGBT等様々な諸課題について全国で取り組みが
なされていることが共有されました。
　いくつかの事例として
・京都では児童養護施設と定期的な交流が行われ、2

月17日にこの9年間の歩みを報告する研修会がオン
ラインで報告される

・神奈川では「毎月例会の実施」と「職場実習の推進」
の二本立てで活動してきた。ダイバーシティ委員会
の仲間が増え、広報と障害者福祉の2つの部会を増
やし、4つの部会で活動している。学校関係や会外
の方も参加しており、情報発信を強めている。

といった長崎のダイバーシティ委員会でも今後取り組
みの参考となる報告を聞くことができました。
　その後、グループディカッションがあり、各地の事
例がさらに深く共有されました。私たちのグループで
は、委員会の名称が各地で異なることに着目し、各地
の歴史や取り組みなど意見交換がされました。長崎で
も「女性部会・障害者問題担当委員会」から「ダイバー
シティ委員会」へ名称変更した歴史もあります。今後、
そうした経緯や初心を忘れずに活動に取り組んでいき
たいと感じました。
　今回中同協の委員会に参加して知ったこと・得られ
たことを、今後の長崎同友会　ダイバーシティ委員会
の活動に生かして参ります。今回は貴重な機会をいた
だきありがとうございました。

事務局主任　田口　友廣

　中同協　障害者問題委員会がWebで開催され、全
国で76名の参加がありました。
　前半の議事では
①「人を生かす経営オープンセミナー、推進協議会の報

告・感想」として、オンライン開催となりましたが全
体を通して評価が高かったなどの報告がありました。

②「2021年第21回障害者問題全国交流会（埼玉）」に
ついては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、オンラインでの開催が提案されました。

③「国の政策要望提言（障害者問題関連）、中同協の
将来展望、日本経済ビジョンなど」では、各地でも
議論いただき、要望・意見があれば中同協に伝えて
いただきたいとの報告がありました。また中同協障
害者問題委員会　比嘉委員長からは「中小企業の経
済団体として日本経済ビジョンを出しているのは同
友会だけではないか。この根幹になっているのは
21世紀型企業づくりであり、『人を生かす経営』や
自社の存在意義を問い直し、地域に高い水準で応え
ていくことが基本にある。ぜひ各地同友会で日本経
済ビジョンについて議論して欲しい」との報告があ
りました。

④「厚労省の各企業の障害者雇用に関する取組のアン
ケート」では、厚労省の障害者雇用対策課から、新
型コロナの影響で働く障害者に対する先進的な取り
組み事例を厚労省としてホームページにアップした
いので事例を集めてほしいという依頼があり、中同
協の障害者問題委員会を中心に250社ほどの回答が

中同協 障害者問題委員会 参加報告
日時：1 月 28 日（木）14：00 ～ 17：00　会場：Web
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念があること。単なる人採りの活動ではなく、活動を
通して自社の課題に気づき選ばれる企業をつくってい
くという本質に触れ、あらためて“何のための同友会、
共同求人活動か”を学ぶことができました。
　グループディスカッションでは「共同求人活動の品
質を上げるために各地で何か取り組むか」というテー
マで討論しました。この後の各グループからの発表に
もあったように、まずは共同求人活動に参加し、自社
の課題に気づき改善を行う。自社の発展、成長が地域
の発展につながるといった意見が大半を占めました。
　委員会としていくつかの議題を確認した後、最終的
に佐藤副委員長から、コロナ禍によりできない理由を
あげればキリがない状況の中、どのようにしたらでき
るかを考え、市組織的に動いていくこと、同友会プラッ
トホーム的役割を果たしていくこと、各学校との信頼
は継続した関係にあることなどをあげ、あらためて共
同求人活動の重要性を学んだ委員会となりました。長
崎同友会の共同求人委員会はまだ始まったばかりで
す。他県の事例から学びながら長崎らしく活動できる
よう、委員会で学びを共有したいと思います。

事務局次長　峰　圭太

　第2回の共同求人委員会は冒頭、中同協川中共同求
人委員長から問題提起をいただき、その後宮城、東京、
鹿児島から事例報告をいただきました。
　川中委員長は昨年12月に初めて開催した中小企業
サミットを受け、あらためて共同求人活動の品質をあ
げていくこと、①地域、ふるさとを残す同友会運動②
自社の至らずに気づく共育ち活動、の2点をあげあら
ためて共同求人活動を通して自社の改善の重要性を話
されました。
　東京同友会では会員企業と学校をつなぐ「学校部」、
学生をつなぐ「企画部」、会員企業同士をつなぐ「企
業部」とい組織をつくりそれぞれをつなげる役割と同
時に同友会理念を伝えるという役割を担っているとの
ことです。鹿児島同友会からは学生団体とつながりを
持ち、学生が考える企画のコンペを行い、決定した学
生とのイベントを学生主体で運営、同友会は主催とい
う位置付けで開催しているという事例紹介があり、長
崎での活動のヒントをいただきました。
　共通して言えるのは、共同求人活動としての基本理

の横の連携を生かした動きは、長崎でも参考になる内
容だと感じました。その後、グループディスカッショ
ンにて、各同友会の実践事例を共有しました。
　そして第2部では、中同協の宇佐美広報委員長の宇
佐美合板（株）のオンライン企業見学会が行われまし
た。まずは、本社工場内を社員さんの案内のもと見学
し、実際に使用している機械や流通の過程などのご説
明をいただきました。その後、本社工場とは別の加工
工場内の様子を宇佐美さんが15分の動画にまとめた
ものを視聴し、合板の製造・加工の様子を知ることが
できました。その過程で出るおがくずを使ったペレッ
ト（固形燃料）の製造は、以前、愛媛同友会の方から
説明を受けて取り入れたそうで、同友会のつながりが
本業に生かされた事例をご紹介いただきました。最後
にキッチン・家具展示場にて、製造したオーダーキッ
チンや家具、ペレットストーブを見学し、企業見学会
は終了となりました。
　その後の質疑応答では、宇佐美合板の業態転換の手
法として行っているM&Aに質問が集まり、買収にあ
たっての資産の見極めの重要性や買収後の会社の社員
さんとの付き合い方等、これまでの経験に則った報告

事務局　森川　健吾

　今回の委員会には全国29同友会から81名の参加が
ありました。
　まずは、第1部として奈良同友会  広報・情報化委員
長  佐野氏から、コロナ禍における自社ならびに奈良
同友会の広報の取り組みについて報告がありました。
　佐野氏は、同友会の広報委員会活動を通して社内広
報の重要性に気付き、自社において徹底した情報共有
を行いました。その背景には、社内でのコミュニケー
ション不足を原因として、社員8名中7名が一斉に退
職するという事件もありました。そのことを教訓とし
て、現在では月初会議での方針共有の徹底、経営理念
合宿、月に一度の個人面談の実施などを行い、方針の
共有と考え方のすり合わせを行っているとのことです
奈良同友会の取り組みとしては、昨年2月下旬からの
コロナ対応として、Googleフォームを活用したアン
ケート、専門家チームによる無料電話相談会、Zoom
例会、ハイブリッド例会の実施等の事例がありました。
また、現在取り組んでいる内容として、経営労働委員
会と連携した財務セミナーの動画配信等、委員会同士

中同協 第２回 共同求人委員会 参加報告

中同協 第２回 広報委員会 参加報告

日時：2 月 2 日（火）13：00 ～ 17：00　会場：Web

日時：2 月 18 日（木）　会場：Web
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う新たな試みを体験し、Webを活用した新たな可能
性を感じることができました。参加させていただきあ
りがとうございました。

もいただきました。
　今回の委員会に参加して、各地同友会の取り組みを
知ることができ、またオンラインでの企業見学会とい

⑤情報共有用のFacebookグループ作成の提案があり
ました。各同友会青年部の例会等の情報を共有する
グループで、まずは運用することが確認されました。

　議題2の橋崎氏の報告では、幹事長は在職年度に自
社売上130％実現がミッションであり、青年部活動を
することで会社が伸びることを証明しているというこ
とでした。そのために、今のままだとダメだと強制的
に変革できるような考え方になり、そのミッションを
実現するための仕組みが青年部にあることをお話しい
ただきました。
　その後「青年部活動と会社経営」をテーマにグルー
プディスカッションがあり、私が参加したグループで
は、橋崎氏の取り組みから組織・企業が成長するため
にはしっかりとしたルールや仕組みが必要なこと、そ
して目標を掲げ目標を決めたからには絶対にやるんだ
という強い気持ちが必要であるということを確認しま
した。
　今回は参加の機会をいただきありがとうございまし
た。長崎の青年経営者会の歴史と文化を大切にしなが
ら、今回学んだ全国の先進事例を活動の中で共有し、
よりよい青年経営者会活動となるように取り組んで参
ります。

事務局主任　田口　友廣

　中同協　青年部連絡会がWebで開催、全国から81
名の参加があり、長崎からは次期青年経営者会長予定
者の北川さんと、事務局　田口の2名が参加しました。
　議題１として
①第 48 回青年経営者全国交流会（以下、青全交）

ONLINEのまとめと収支報告がありました。今回
はWebでの開催ではありましたが、参加者からの
評価が高かったということでした。

②第49回青全交in岐阜について、9月9日（木）にオ
ンラインのみでの開催提案があり、確認されました。

③今後の青全交について2024年と2025年の募集開始
とスケジュールについて説明があり、立候補の場合
は中同協事務局まで連絡の依頼がありました。

※長崎同友会は2025年青全交に立候補予定です。
④中同協幹事会より、日本経済ビジョンについて説明

がありました。2019年の中同協50周年で同友会運
動の立ち位置確認し次の50年を展望するための10
年ビジョンを掲げており、青年部連絡会も各同友会
でも協議して2030ビジョンと一緒に深めて欲しい
との依頼がありました。

　兵庫同友会青年部の特徴を表す言葉の中で私が印象
に残っているのは「赤字は喋るな」という言葉です。
とくに各グループの長である、幹事長になる者は在任
期間中に売上を130％ UPにすることが要求されます。
こう書くと非常に厳しいように思われますが、実際は
その実現のために歴代幹事長たちがその会社の3期分
の決算書を片手に徹底的に議論してアドバイスすると
いう手厚いサポートもあります。橋崎さんも報告の中
で繰り返し言われていた「不離一体の経営」という言
葉を兵庫同友会青年部では言葉だけでなく徹底的に実
践しており、会の中でそういう仕組みができているの
だなという印象を受けました。
　グループディスカッションでは他県の青年部の方々
とお話しましたが、皆一様に兵庫同友会青年部の取り
組みに感銘を受けてました。ただ、自県にそのまま取
り入れるのではなく、それぞれの地域性に合わせて良
いところを取り入れて行くべきではないかという意見
で一致しました。

長崎浦上支部　北川　亮

　中同協  青年部連絡会がWebで開催されました。
　議題のなかで、各同友会青年部活動の現状と課題、
展望について、中同協青年部連絡会 副代表 橋崎 牧人
氏（兵庫同友会・日新産業（株））より報告いただき
ました。
　橋崎氏の会社は鉄板加工及び販売業で、橋崎氏は3
代目にあたるそうです。2010年に事業承継のために
入社して現在は代表取締役社長として会社を経営して
います。同友会には2013年に入会して、現在は兵庫
同友会青年部の副部会長を務めています。
　報告では青年部のこれまでの活動内容と自社の取り
組みを説明されていました。青年部は現在5つのグルー
プに分かれており、それぞれのグループに100人以上
の会員が所属している状況です。2010年時点では青
年部全体で90人くらいだったそうですが、その年か
ら様々な取り組みを始め、現在では630人が所属して
いるそうです。

中同協 第30回 青年部連絡会 参加報告
日時：2 月 19 日（金）13：30 ～ 17：00　会場：Web
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しました。長野からは、NHK全国版のニュースとし
ても取り上げられ、初日のテーマでもあった地域金融
の力を企業の力に変えるための取り組みについての報
告。同友会と地域金融機関18行とで組織された「連
携協議会」が発足され、そこにはコロナ禍における経
営強化をそれぞれの役割を認識した中で取り組もうと
する姿があり、その実施背景には先の振興条例が効を
奏したとの話でした。また、全国同友会の中でも活発
に行政へ政策提言を行っている沖縄からは、提言フ
ローにおける重要ポイントについて解説がありまし
た。要点として、同友会内部での悉皆調査や分析は提
言するにおいてもちろんですが、現実のものとするた
めに県職員との懇談会や、各担当部署との綿密な調整
会議を経て、この成功があることを知りました。やは
り「官民の対話」がキーワードでしょう。
　今回2日間のフル参加は自身にとっては実りある時
間となりましたが、全国からこの場に集まる顔ぶれは
私も含めほぼ同一で、憲章条例運動が一部の特定会員
に限定されている課題は変わらず存在することを知り
ました。まずは長崎において運動の横展開を図るため
に、多くの会員にこの重要な役割を伝えていくことを
誓い報告とします。

県政策委員長　時　忠之

　初日は学習会を中心に進み、金融庁参与の森俊彦氏
を講師に迎え、これからの地域金融の役割について学
びを深めました。「お金＝血液、日本銀行＝心臓、金
融機関＝血管」との分かりやすい定義づけから始ま
り、その血管たる金融機関が本来の役割を見失いつつ
ある現状を憂いた熱のこもった講義となりました。事
前学習の課題本として指定された氏の著書『地域金融
の未来～金融機関・経営者・認定支援機関による価値
共創～』を読み込み臨んだので、内容は多岐に渡りま
したが十分に聴講価値のあるものでした。特に「ロー
カルベンチマーク」「経営デザインシート」と、経営者
必須の2大ツールについては、先行き不透明なこれか
らの時代を生き抜いていく企業家には絶対的なもので
あると理解し、かつ経営指針の成文化を是とする中小
企業家同友会会員企業は率先してこれを活用すべき、
かつ地域企業全てへ普及の役割があるとも檄を飛ばさ
れました。興味のある方は先述の著書を手に取ること
をお薦めします。
　2日目は、中小企業振興基本条例に関する成功事例
として、長野・沖縄の2同友会からの報告でスタート

として活用、牽引してほしいという熱いメッセージも
いただきました。
　会議後半の協議事項の中で、中同協国吉顧問の資
料、発言から中同協の国への政策要望・提言は1973
年から今日まで続いていると初めて学びました。この
特徴として中同協田山謙堂顧問（中同協設立時の幹事
長）からのヒアリングで以下のようにまとめられてい
ます。
₁．中小企業の繁栄は、国政の民主的運営にあり、大

企業偏重政策を正すことを創立以来主張してきた
₂．各種業界団体も自分たちの要望・意見を述べるが、

国政のあり方について様々な角度から意見を言うの
は同友会のみ。これは同友会のあり方そのものであ
り、使命でもある

₃．大企業を代表する経団連は、大企業の立場から要
望を述べ、国のあり方への政治的な意見も表明する。
中小企業団体はほとんどが国政のあり方まで意見を
述べることはしない

₄．創立以来、中小企業と国民生活の反映を願って活
動してきた同友会はその志を堅持していくことに存
在意義がある

事務局次長　峰　圭太

　1日目は金融庁参与の森氏から「地域金融の未来」
という報告をいただきました。
　コロナ禍により「キャッシュイズキング」と言われ
る中、金融リテラシー（金融を読み解く能力）の基礎
として、お金＝血液、日銀＝心臓、血管＝金融機関、
その毛細血管の先に中小企業があるとのことです。そ
のため今後の金融機関との関係性は「伴走型」である
べきであり、伴走型支援こそ中小企業と金融機関の共
通価値を創造する、そしてこの考え方は中小企業憲章
の前文および行動指針に則っているという内容にはあ
らためて憲章の奥深さと重要性を感じました。
　また、経営者が開示する「ローカルベンチマーク」
と金融機関が開示する「金融機関のベンチマーク」の
相互理解がこの伴走型支援を可能にすると同時に内閣
府が推奨する「経営デザインシート」を活用し事業の
見える化、見せる化を行うことが重要であると提起。
さらにこのローカルベンチマークと経営デザインシー
トは、普段から経営指針成文化や企業変革支援プログ
ラムに取り組む同友会会員企業こそフロントランナー

中同協 第40回 中小企業憲章・条例推進本部と
政策委員会合同会議 参加報告

日時：2 月 24・25 日（水・木）　会場：Web
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や委員会活動を通して、いかにこの活動・運動がよい
経営環境（よい地域）をつくることに直結すること、
そして結果的に自社にとっても必ずプラスになるとい
うことを広めていかなければならないと思いました。
今後、より一層会員のためになる運動の展開の一助を
担っていきたいと思います。

　このまとめや2日間を通して、あらためて同友会の
あらゆる運動の立ち位置の重要性を感じました。政策
委員会での学習内容は全国的にみてもどこか「難し
い」という雰囲気があることは否定できません。各地
同友会でなかなか運動が広がっていかないことを長崎
も含めて課題として持っています。だからこそ学習会

　また、社内においても担当者の選任、コンセプトや
実習生の特性等の情報共有を徹底されました。
　実習受け入れの感想としては、実習生の集中力と吸
収力等の能力の高さ、礼儀正しさに感心されたので

「受け入れてよかった！」というポジティブな言葉を
発せられたのだと感じました。
　そして、実習生の熱意と可能性を感じられたからこ
そ「受け入れ経験のない事業者にも受け入れてほし
い」という言葉にも説得力がありました。
　グループディスカッションでは、「あなたの会社で
できることを考えてみましょう」というテーマに沿っ
て話し合い、お二人の報告についての感想も含めて幅
広い議論が交わされました。
　その中でも「障がい者をもっと知らなければならな
い」、「うちは無理だと決めつけていたが、できるかも
しれないと思える内容だった」といった前向きな感想
が印象的でした。
　また、今回は学校の先生方や教育関係、ハローワー
クの職員さんもゲストとして参加されたので、経営者
以外の観点からの意見も拝聴でき、例会のテーマにふ
さわしい充実した貴重な例会となりました。

（文責　島原支部　飯田　弘巳）

　初めて特別支援学校
の生徒を実習生として
受け入れられた、横山
さんと本澤さんが報告
されました。
　横山さんは事前に

「実習を通して働くこ
との意義を体感してい
ただき、将来の就労に
向けてのサポートをす
る」という明確な目的
を設定しました。
　それを踏まえたうえ

で、職場の担当者を交えて学校の先生と協議をし、実
習生が活躍できる仕事を考えました。
　いざ実習が始まると、①実習生に対する先入観を捨
てる　②明確な指示を出せば仕事ができる　③きちん
と挨拶と返事ができる　ということに気づかされたと
のこと。
　そして、実習生も横山さんも「やればできる！」と
いう手応えを得たという感想には、実習生の持つ能力
と活躍できる可能性を引き出せるのでは？という共感
を呼び、聞いていた人の心に響いたようです。
　続いて報告された本澤さんは、以前より中学生の職
場体験や高校生のインターンシップを受け入れていた
そうです。
　その本澤さんが実習生の受け入れを決めたきっかけ
は、他企業の実習生受け入れの様子を見学した際、実
習生本人の達成感とそのご家族の感動された姿が印象
的だったからです。
　その経験を踏まえたうえで「伝えよう、仕事のおも
しろさを」という受け入れコンセプトを設定され、学
校側に実習生の作業範囲を伝達しながら打ち合わせを
行いました。

ダイバーシティ委員会 第14回 例会 開催報告
日時：2 月 3 日（水）19：00 ～ 21：00　会場：Web

テーマ：「ひろがる無限の可能性」～未来を支える特別支援学校　生徒の夢・希望・実践～

報告者：医療法人秋桜会　統括本部　部長　横山　愼介 会員（長崎浦上支部）

　　　　（株）本澤崇設計事務所　代表取締役　本澤　崇 会員（大村支部）

参加者数：51 名（会員 41 名、ゲスト 9 名、事務局 1 名）
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できたように感じました。ただ、やはり、休会、退会
する方が後を絶たない現状を打破すべく何らかの策を
講じないといけないと感じました。
　具体的には、「コロナだからできない！」等言わな
いことです。コロナの危険はこれから先もついてく
るので、いかにwithコロナができるかだと思います。
これは、仲間づくりの日に一足先に疑似体験させてい
ただいていると捉え、それを経営に生かし、その背中
をゲストや新入会員の方に見せることにより、同友会
の素晴らしさや魅力が伝わるのではないでしょうか？
同友会がどんな会かというのを説明から入らず、まず
肌で感じてもらう形式を導入してはどうか？と感じま
した。
　なぜそのように感じたかというと、今回の佐世保支
部は拠点にゲストの方に来ていただいて、談笑をしな
がら同友会のお話をして入会に結びついているという
結果が出ています。この結果を踏まえて、従来の良さ
を残しつつZoom等を駆使した新しい手段を取り入れ
るべきだと思いました。

（文責　県仲間づくり副委員長　山口　大輔）

　今回の県下一斉仲間づくりの日は、今までとは一味
違った活動をやった支部もあれば、従来通りの訪問型
の活動を行った支部もありましたが、基本は拠点を設
け、その拠点から動くという形は統一したものでした。
　特に、今までと違う動きがあったのは、諫早支部の
動きでした。昨年頃から仲間づくりの日に、ミニセミ
ナーを行っていたのですが、今回は、コロナ禍にど
うやって付き合っていくべきなのか？ということを
テーマに大村支部の鳥山さんにミニ報告をいただき
ました。諫早支部の古川仲間づくり委員長の先導の
もと、全支部がこのミニ報告に参加できるようにした
ことはすごく画期的なことだと思いました。
　また、長崎浦上支部でも「日本一の保険営業マンに
なった元看護士がコロナ禍に同友会に入った理由」を
テーマに野口さんから報告がありました。そのおかげ
か前回同様多数の方に入会していただくことができた
のだと思います。
　コロナで苦しんでいた佐世保支部は、拠点に来て
もらうスタイルで4名の入会に繋がり、諫早支部も同
様のスタイルで2名の入会、1名の見込みとなりまし
た。長崎浦上支部は3名の入会見込み、長崎出島支部
も2名の入会、1名の入会見込み、大村支部も1名入会、
入会見込みが2名、島原支部が1名入会と各支部奮闘
いただきました。また、諫早支部と北松浦支部では、
夜の例会でも支部一丸となって取り組んでいただきま
した。
　結果的に、人は楽しいところに集まるということで、
何か楽しそうなことをやっている支部は自ずと結果が
ついてくるのだと思いました。今期は、田中委員長が
楽しく仲間づくりをしよう！と話していた意味が理解

たして無事に進行するのか。当日は終日緊張感にどっ
ぷりと浸かっていたことを正直に吐露いたします。
　さて、そんな私の心配はどこ吹く風、宇土さんによ
る報告は、まさに厳しいコロナ禍の状況だからこそ企
業づくりと同友会活動をどうリンクさせていくのかと
いう時機にかなったものであり、それを受けてのグ
ループディスカッションも「同友会は、あなたにとっ

　現下のコロナ禍、第3回長崎出島支部経営者塾は、
初めての試みとして、Webでの開催となりました。
　実は今回の支部経営者塾、担当の経営労働委員長

（当日は座長）である私・横田はどうしても外せない
用務で緊急事態宣言下の大阪に出張中であり、機材ト
ラブルなどがあっても同友会事務局に駆け付けること
もできない状況でした。そうでなくても力量不足、は

第３回 県下一斉仲間づくりの日 開催報告

長崎出島支部 経営者塾 開催報告

日時：2 月 17 日（水）　会場：各支部拠点

参加者数（延べ）：191名（会員145 名、ゲスト 43 名、事務局 3 名）

日時：2 月 19 日（金）19：00 ～　会場：Web

テーマ：「改めて考える同友会と自社～なぜ同友会活動は今大切なのか～」

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（県経営労働委員長）

出席者数：24 名（会員14 名、他支部 10 名）
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していただいた他支部や長崎出島支部のみなさんに深
く御礼を申し上げるとともに、あらためてWeb会議
の可能性、コロナ禍だからこそ見えてきた新たな同友
会活動の拡がりを感じた支部経営者塾だったというこ
とを強調しておきたいと思います。

（文責　長崎出島支部　横田　哲）

て何ですか？」というテーマのもと、活発な意見交換
が行われました。あっという間の2時間であり、支部
経営者塾の都度感じることでもありますが、少し時間
が足りないのではないかなと。もっとも、会が無事に
終了し安心し切った今だからこそ言えることなのかも
知れませんが。
　最後に、報告者を務めていただいた宇土さん、参加

長崎新聞  2 月 11日 長崎出島支部  貞松  徹  会員

西日本新聞  2 月 5日 諫早支部  野田 文子  会員

長崎新聞  2 月 5日 島原支部  横田 耕詞  会員

長崎新聞  2 月 25日 佐世保支部  平倉  浩  会員

長
崎
新
聞  

2
月
13
日
　
大
村
支
部  

山
口 

成
美  

会
員

会員活躍
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＜入      会＞ ＜交      代＞

新入会員の皆さんです <２月入会・交代 > （敬称略）

支 部 名 佐世保支部
氏 名 豊

とよたけ

竹　新
し ん ご

吾
企 業 名 小嶋産業（株）
役 職 名 代表取締役社長

企 業 住 所 〒851-3505
西海市西海町太田和郷 4426

T E L 0959-32-9501 F A X 0959-29-9898

業 種 砕石・生コン・リサイクル

企 業 PR 小嶋産業グループは自然と人に優しい環境都市「西海市」を
目指し、地域に貢献して参ります。

前 会 員 豊竹　泰典

支 部 名 大村支部
氏 名 島

しまなか

中　幸
ゆきまさ

正
企 業 名 マニュライフ生命保険（株）
役 職 名 プランライトアドバイザー

企 業 住 所
〒850-0032
長崎市興善町 6-5
興善町イーストビル 3F

T E L 080-6539-8170 F A X 095-808-0671

業 種 生命保険業

企 業 PR

マニュライフ生命は、「カスタマー・セントリシティ」（お客
さま中心主義）を掲げ、お客さまのニーズに沿った先進的な
商品と、質の高いサービスを提供しています。
Decisions made easier.
Lives made better.  あなたの未来に、わかりやすさを

スポンサー 宮﨑　洋輔

長崎新聞  2 月 17日
佐世保支部  浦崎 健治  会員

長崎新聞  2 月 19日 長崎浦上支部  吉田 清規  会員ほか

長崎新聞  2 月 13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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福祉施設などはもちろんのこと、一般のオフィス、更
には家庭まで衛生管理の重要性を突き付けられていま
す。基本的な手洗いや拭き掃除などをより効果的に行
える機械の販売を中心に、オフィスなどの環境改善の
提案に取り組まれています。

【古賀さんの思い】

　お客様に支えられ83年目。やはり、文具は文具店
で買って欲しいという思いで品揃えなどはもちろん、
ネットで探せば何でも見つかる昨今ですが、本当に必
要なものの提案ができればと考えていらっしゃる古賀
さんです。

【今後の展望】

　「両親が支えて来た会社をどういう風に守っていけ
るか、非常に困難な時代に承継をしていくことに関し
て不安はありますが、個人商店からの脱却が未だ出来
ずにいるので勉強をしながら、組織として動く会社に
したいです。」と熱く語られました。

【経営理念】

⒈教育及びビジネスの分野において文具及び事務関係
器具全般にわたり、良質の商品を安定的に提供する

⒈当社で働く全ての社員並びに家族の幸せを実現する
⒈全ての人々の知的活動・趣味活動に必要で多彩な商

品と場所を提供し、潤いのある文化の香り豊かな街
づくりに貢献する

【同友会に期待すること】

　「様々な業種の方々が、色々なことに挑戦し、活動
されているので良い所を見つけて自社の経営に取り込
んで行きたいと思っています。」
　これからの活躍が期待される古賀さん、今回は本当
にありがとうございました。

＜会社概要＞

（資）古賀商店
• 本部・通販事業部
　佐世保市高砂町4-4　TEL：0956-22-6439
• 天満店
　佐世保市天満町2-24　TEL：0956-25-8811
• 吉岡店・営業部・環境事業部
　佐世保市吉岡町1928-7　TEL：0956-37-6439

（文責　事務局　山田　幸司）

　今回は、佐世保支部　古賀　久貴さんにお話しを伺

いました。

　1980年生まれで、現在40歳という若さの古賀さんは、
奥様と2歳のご子息、2月24日に生まれたばかりのお
嬢様の4人家族です。
　昨年9月に、佐世保支部チャーターメンバーとして
たいへんご尽力いただいたお父様と交代される形で入
会、この2月には代表社員に就任されました！

【古賀文具店】

　「古賀文具店」を屋号とし、「文具から画材まで豊富
な品揃えで、佐世保市内において当店にしかない商品
を取り揃えております。」をモットーに昨年秋には創
業82周年祭を開催。1940（昭和15）年創業の老舗です。
　1階には、カラーや太さなどバリエーション豊かな
ボールペンや、種類豊富な封筒、さらには手帳、印
鑑、事務用品など。2階には、高級ボールペンや万年筆、
画材、絵具、ウェディング用品など。様々な用途に合
わせた商品を取り揃えられています。

　古賀文具店の強みは、何と言っても
・予算に対応できるギフト・ノベルティ（名入れ対応）
・結納品・ウェディング用品は単品でも購入OK !
・額縁（どんな大きさにも対応可能）
・定番から人気商品まで幅広い取り扱い
・店頭にないものも取り寄せ可能　等々
本当にワクワクする店内です。
　また、先を見据え、数年前に環境事業部を立ち上げ
られました。昨今の新型コロナ感染症の影響もあり、

事務局企業訪問 事務局企業訪問 
（オンライン）
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３月理事会  報告
3月4日（木）　シーハットおおむら15名・Web21名
出席36名（理事24名、理事内定者8名、事務局4名） 

開会あいさつ（抜粋）－金井代表理事

コロナも落ち着いてきて、同友会としてどう活動していくべき
か考えないといけません。皆さんから忌憚のない意見をいただ
きたいと思います。先日は、長崎女子短期大学との包括連携協
定を結びました。連携の取り組みとしては、長崎出島支部の会
員が同大学で模擬面接を行っております。長崎同友会の新しい
ステージが見えてきたと感じました。同友会ががんばらないと
企業づくり、地域づくりにつながりませんので、ご協力のほど
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・企業変更の承認について
→14名の入会、2名の復会、3名の休会、5名の退会、1名の企業

変更を承認

２）2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

2月17日の県下一斉仲間づくりの日は、皆さんからご協力をい
ただき、14名の入会につながりました。しかし、目標には届
かず、残念でしたが、改めてリアルで会うということが入会
促進につながると感じました。これを来期に生かし、ニュー
ノーマルでできることをやっていくしかないと思います。来
期も引き続き、支部単位で取り組んでいただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。

・金井代表理事
県下一斉仲間づくりの日は大変お疲れ様でした。仲間づくり
委員会には年間通じて積極的に動いていただきました。この
まま続けていけば必ず結果がついてくると思います。こうし
て長崎同友会が注目されれば、皆さんの経営環境も変わって
くると思います。

協議・承認事項

１）例会・懇親会等の開催にあたっての提案－山口専務理事
・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1/2までとします。
　→2/3までに変更を提案します。
・現地、Zoom併用のハイブリッド形式で、極力Zoomを使用し

開催願います。
　→「極力Zoomを使用し」の削除を提案します。

　　（Zoomのみ等、開催方法については、主催者判断とします。）
・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。
・懇親会は開催不可とします。（有志でも不可とします）
　→（有志は自己判断とします）に変更を提案します。
（但し、新型コロナウイルス感染状況で変更することがありま
す。）

　→上記を承認

２）来期に向けて
①定時総会について－山田事務局長

現在決定事項

　・開催日／ 4月16日（金）
・記念講演講師／中同協　副会長
　人を生かす経営推進協議会会長　愛知同友会　会長
　エイベックス（株）　代表取締役会長　加藤明彦氏
・記念講演テーマ／「人を生かす経営」の総合実践で、未来を

切り拓く！
～コロナ禍の今こそ、同友会型企業づくりで更なる経営強化を!! ～

今回提案事項

₁．会場「長崎インターナショナルホテル」と「支部サテライト会場」
₂．次第　第1部　定時総会14時～
　　　　　第2部　記念講演15時20分～（第3部　懇親交流会）
₃．懇親交流会－開催の有無を3月末に再判断
→2、3について承認

②経営フォーラムについて
－加瀨長崎出島支部長・安井実行委員長

今回提案事項

₁．開催日－11月11日（木）13時～分科会
₂．会場－出島メッセ長崎
₃．懇親交流会－第1案　「出島メッセ長崎」にてのケータリング

　第2案　隣接ヒルトンで開催
₄．開催方法－ハイブリッド・県外の講師・報告者－基本的に

来崎（コロナの状況次第ではオンライン）
₅．分科会内容の変更－第3分科会「ダイバーシティ」から「人

を生かす経営」第4分科会「政策」の（　）内を「コロナ後の
長崎県経済、政策と発展と中小企業の役割」に変更

₆．参加目標　会場200名・オンライン200名  計400名・参加費
の追加－オンライン参加費　3,000円

→上記を承認

３）九州・沖縄ブロック　青年部合同例会について－山﨑青年経
営者会会長・安井実行委員長

今回提案事項

₁．開催日－第1候補　2022年5月　第2候補　2022年6月
₂．開催方法－ハイブリッド　　₃．会場－出島メッセ長崎
→上記を承認

報告・連絡事項

１）2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＞2月15日（月）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
⑴例会委員会マニュアルおよびZoom役割について
⑵2021年度例会企画書フォーマット案および支部役員会

での活用について
⑶毎月の例会企画書提出スケジュールの確認
　→年間活動予定の確認（委員会日程）
⑷2020年度例会表彰の進捗確認
⑸2021年度表彰について
⑹各支部の例会について（1月）－例会企画書
・1月例会においての課題
・出席率／返信率の向上について→詳細確認

経営
労働

＜報告事項＞
（今回の活動）
長崎出島支部：2月19日　経営者塾：「改めて考える同友
会と自社」を開催　18名参加
島原支部：2月24日 3月22日 開催予定の経営者塾の打合せ

共育

＜報告事項＞
3月6日（土）2020年度　第4回　新入社員フォローアッ
プ研修
＜開催場所＞Web
3 月 15 日（月）　第 5 回　共育委員会
＜開催場所＞ Web
4月1日（木）2021年度　新入社員合同入社式
＜開催場所＞Web
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政策

＜報告事項＞
■長崎同友会版第3次景況調査（新型コロナウィルス影響

調査）実施中。回答協力よろしくお願いします。

■3月10日 鹿児島同友会「憲章条例勉強会（Zoom開催）」
にて、大村市中小企業振興基本条例を成功モデルとし
て報告。

■3月2日 19：00 ～オンラインにて委員会開催。今年の
総括と今後の政策委員会の役割について。

情報
広報

＜委員会開催日＞2月22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．報道機関との関係強化について
₄．情報交換

仲間
づくり

＜委員会開催日＞1月29日（金）19：00 ～
＜開催場所＞諫早市中央公民館＋Web
＜報告事項＞
＜2020年度仲間づくりの日表彰＞
第1回支部賞：諫早支部・スポンサー賞：対象なし
第2回支部賞：出島支部・スポンサー賞：古瀬さん（島原）

＜第3回仲間づくりの日＞2月17日（水）
＜開催場所：各支部＞
総勢延人数188名の会員とゲスト、対象外の参加者で仲
間づくりの日を終えることができました。当日入会10名、
見込み7名の成果を上げることもできました。

ビジョン

＜委員会開催＞2月15日（月）18：00 ～
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
₁．情報広報委員会の検証　
₂．仲間づくり委員会の検証
₃．ダイバーシティ委員会の検証
₄．共同求人委員会の検証

ダイバー
シティ

＜委員会開催＞2月1日（月）18：30 ～ 20：20
＜開催場所＞シーハットおおむら＆Web
＜報告事項＞
2月3日にダイバーシティ委員会第14回例会を開催しまし
た。Zoomで開催し全支部より50名の参加をいただきま
した。

共同
求人

＜委員会開催日＞2月22日（月）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・ウエスレヤン大学での合同企業説明会について
・長崎県若者定着課：キャリアコーディネーターとの連

携について
・インスタグラムの活用について
・産業雇用安定センターとの連携について

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞2月10日（木）
＜開催場所＞事務局・Web
＜報告事項＞
2月通常例会：ばりよか券事業報告会（2月26日）
3月特別例会：ハタアゲ大会（3月20日）　※雨天中止
4月通常例会：次期会長所信表明　報告者：北川次期会長
5月例会：定時総会　5/15予定

＜通常例会＞2月26日（金）
＜開催場所＞長崎市民会館・Web
＜報告事項＞「ばりよか券販売を終えての報告例会」

２）例会について（更なる充実をめざして）－德田例会委員長
次回の各支部役員会で2点確認願います。1点目は、Zoomを
使用していない方にどのようにしたらZoomを使っていただけ
るか、協議いただきたいと思います。2点目は、例会で懇親会
が開催できないため、飲食店の会員さんから弁当を購入して、
例会時に配付する等ご検討いただければと思います。

３）長崎女子短期大学との包括連携協定締結について
　－田口事務局主任

・2月22日（月）14時　長崎女子短期大学会議室にて
・出席者

大学／理事長、学長、事務局長、学科・コース長2名　計5名
同友会／金井代表理事、中村副代表理事、山田事務局長、田
口事務局主任　計4名

４）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

経営フォーラムの第3分科会を「人を生かす経営4委員会」に
お願いしたいと提案がありました。ぜひ、2024年長崎開催の
人を生かす経営全国交流会につなげてほしいと思います。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
情報広報委員会では、浦郷委員長、田浦次期委員長を中心に
熱い議論が交わされ、今後新しい取り組みが出てくるのでは
ないかと思います。政策委員会としては、7月の中小企業魅力
発信月間を会員の皆さんに知ってもらう取り組みが必要だと
思いました。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
2月17日の仲間づくりの日をうけて、14名の入会がありました。
入会していただいたからには、「入ってよかった」と言っても
らえるような例会にしないといけません。ただ、入れただけ
でなく、寄り添うことが必要です。長崎浦上支部では、野口
会員のミニ報告があり、大変素晴らしかったです。素晴らし
い同友会をつくっていきましょう。

次回開催予定　4月7日（水）　19時　つくば倶楽部・Web併用

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

会　員　数（３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 103 104 104 84 64 156 34 23 672

退 会 者（敬称略）

会 員 名 会　社　名 支 部 名 入会年月
小 林　 伸 也 共栄住建（株） 長崎出島 2017年12月復会交代
小 西　 良 明 パークベルズ大村 大 村 2019年12月交代
川 添　 荘 吉 （有）川添商工 佐 世 保 2018年  3月
明 石　 博 文 奈留明石センター 五 島 2015年  4月
林　　 久 雄 五島自動車（株） 五 島 2020年  8月交代

古賀  久貴 会員（佐世保支部）

新役職：代表社員

綿川  洋 会員（佐世保支部）

新会社名：（株）佐世保福祉

●企業住所等変更
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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。

●長崎浦上支部

日 時 4 月 27 日（火）
会 場 長崎新聞文化ホールアストピア・Web
内 容 支部総会

●佐世保支部

日 時 4 月 21 日（水）
会 場 アルカスSASEBO
内 容 支部総会

●北松浦支部

日 時 4 月 20 日（火）
会 場 松浦シティホテル
内 容 支部総会

●五島支部

日 時 4 月 24 日（土）
会 場 観光ビル  はたなか
内 容 支部総会

●青年経営者会

日 時 4 月 26 日（月）
会 場 プラットおおむら
報 告 者 北川行政書士・FP事務所　所長

　北川　亮　会員

●長崎出島支部

日 時 4 月 28 日（水）
会 場 調整中
内 容 支部総会

●大村支部

日 時 4 月 22 日（木）
会 場 長崎インターナショナルホテル
内 容 支部総会

●諫早支部

日 時 4 月 21 日（水）
会 場 四季の蔵  食楽亭
内 容 支部総会

●島原支部

日 時 4 月 20 日（火）
会 場 HOTELシーサイド島原
内 容 支部総会

4 月例会・支部総会案内

戦後の日本経済における経済危機の中で、オイルショック・バブル崩壊・リーマンショックは明らかにワースト3。それぞれを乗り切
るだけでなく、その後のさらなる発展につなげてきたお三方の取り組みは、コロナ危機にどのように立ち向かうべきかという「今」に
おける、最高の教科書になるはずです。是非この本をお読みいただき、新たな確信をもってコロナ危機に立ち向かって下さい。

逆風をもって「徳」とする 編集・発行：「あかいし文庫」友の会　A5判  148ページ  頒価 1,500円

○第１章　逆風をもって「徳」とす　― オイル・ショックとの苦闘から生まれた「全天候型経営」― 赤石義博氏
○第２章　〈つぶれない〉会社づくり― バブル崩壊からデフレ不況の中で鍛え上げた財務戦略経営 ― 藤河次宏氏
○第３章　人は資産なり― リーマン・ショックの苦闘の中で深めた「人が育つ経営」― 加藤明彦氏
○第４章　コロナ・ショックの今こそ、同友会型企業づくりの新たな深化へ  加藤明彦氏

＜―オイル、デフレ、リーマンの危機を乗り超え再成長への道を拓いた同友会型企業づくりの真髄―＞

内容構成

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。


