
2021.5   Vol.287

目
　
　
次

「私たち中小企業家が長崎を牽引していく」
いかなる経営環境においても自社を継続発展させて行く覚悟を !

第５０回 定時総会 開催報告  …………………………………………………… 1
各界からの提言  ………………………………………………………………… 4
２０２１年度 理事紹介  ………………………………………………………… 5
４月総会・例会報告  …………………………………………………………… 8
中同協 障害者問題委員会 参加報告 ………………………………………… 13
２０２１年度 合同入社式 開催報告 ………………………………………… 14
長崎出島支部 第４回 経営者塾 開催報告 …………………………………… 15
佐世保支部 第６回 経営計画書策定セミナー 開催報告 …………………… 16

会員活躍  ……………………………………………………………………… 17

e.doyu をスマートフォンのホーム画面に登録しよう ! …………………… 18

交代会員紹介…………………………………………………………………… 18

事務局企業訪問（長崎出島支部  李  泳勲 会員）  …………………………… 19

理事会報告  …………………………………………………………………… 20

会員動向・会員数  …………………………………………………………… 22

６月例会案内  ………………………………………………………………… 22

1

　第1部は大村支部  谷さんの司会で開会。島原支部
北浦さんのスローガン唱和の後、金井代表理事が挨拶
されました。定数の確認後に大村支部  大塚正一さん
が議長に選出され登壇されました。また議事録署名人
として長崎出島支部  津田さん、諫早支部  廣瀬さん
が選出されました。
　第1号議案として山口専務理事による2020年度活動
報告、荒木財務委員長からの2020年度決算報告、上
野監事による監査報告の後、一括採決で承認されまし
た。第2号議案の役員改選では、松尾役員選考委員長

から提案がなされ、代表理事に長崎出島支部  中村こ
ずえさん、その他理事が推薦され承認されました。第
3号議案では中村新代表理事が2021年度の活動方針案、
各委員長が各委員会方針案を発表。続いて金田財務委
員長が2021年度予算案を説明し、一括審議で承認さ
れました。全ての議案承認後議長が退席し、司会から
退任役員と新任役員の紹介がなされ、第1部が滞りな
く終了しました。
　第2部では「人を生かす経営」の総合実戦で、未来
を切り拓く! ～コロナ禍の今こそ、同友会型企業づく

日時：4 月 16 日（金）14：00 〜 19：00

会場：長崎インターナショナルホテル・各支部サテライト会場・Web 

出席者数：179 名（会員 155 名（長崎インターナショナルホテル 73 名、各支部サテライト会場 50 名、

　　　　　Web32 名）、来賓 19 名、事務局 5 名）

 第５０回 定時総会 開催 第５０回 定時総会 開催！！！！

愛知同友会　エイベックス（株）加藤 明彦会長中村 こずえ　新代表理事
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りで更なる経営強化を!! ～というテーマで中同協副会
長・愛知同友会会長・エイベックス（株）代表取締役
会長の加藤明彦さんより記念講演をいただきました。
リーマンショックの経験を生かし、今回のコロナ禍で
実際に会社で実践してこられたリアルな話、経営者と
しての責任、心がけ、どう経営を行っていくか、コロ
ナ禍での経営指針の見直しやコロナ後を見据えた経営
指針の作成の大切さ、今こそ社員への思いやりや人材
育成をして人を生かす経営の実践が大切であることを
お話いただきました。一人ひとりの社員が成長した分、
会社は発展するし、コロナ禍でも利益が出る経営体質
をつくっていく必要性を感じました。また、今ある仕
事は必ずなくなる。今いる社員は、必ずいなくなる。
そんな思いで「市場創造」と「人材育成」を継続実践
していく必要性が大切と内容の全てが心に響き、絶対

に会社を潰してはならない！絶対に雇用を守らなけれ
ばならない！と経営者として、あらためて覚悟を気づ
かされ学び多き講演でした。謝辞は私から述べさせて
いただきました。そして、中村新代表理事からの挨拶
後、森川事務局員よりご来賓の皆様を紹介し、ご来賓
を代表して長崎県産業労働部次長  宮地様より長崎県
知事中村法道様のご祝辞を代読していただき、第2部
が終了しました。
　第3部懇親交流会は、司会を佐世保支部　浦崎さん
が担当。大村商工会議所会頭　中村人久様より乾杯の
ご発声を賜りました。多数のご来賓の方も交えた歓談
の後半には、例会、仲間づくりの表彰があり、締めは
佐世保支部　江口副代表理事による音頭で一本締めを
行い、盛会のうちに第50回定時総会の全日程を閉会
しました。

（文責　副代表理事　横田　耕詞）

長崎県産業労働部  次長  宮地 智弘様からのご祝辞

大村商工会議所  会頭  中村 人久様による乾杯のご発声

江口 陽一副代表理事による一本締め



3

長崎県　産業労働部　次長 宮地　智弘 様

長崎県　産業労働部
産業政策課長 松尾　義行 様

長崎市　商工部
産業雇用政策課長 岩永　貴博 様

大村市長 園田　裕史 様

諫早市　商工振興部長 古谷　正樹 様

諫早市　総務部職員課　参事 樋口　豊和 様

大村商工会議所　会頭 中村　人久 様

長崎県商工会連合会　会長 宅島　壽雄 様

長崎県中小企業団体中央会
事務局長 井上　一幸 様

日本政策金融公庫　長崎支店
支店長兼国民生活事業統轄 淵上　眞吾 様

日本政策金融公庫　長崎支店
中小企業事業統轄 高田　友成 様

日本政策金融公庫　佐世保支店
支店長　 島口憲一郎 様

商工組合中央金庫　長崎支店
支店長 鈴木　清輝 様

商工組合中央金庫　佐世保支店
支店長 田村　康弘 様

十八親和銀行
大村支店長兼大村中央支店長 片岡　敏明 様

長崎銀行　常務取締役 田口　直司 様

活水女子大学　国際文化学部
日本文化学科　特別専任教授 細海　真二 様

長崎文化放送
メディアビジネス局　部長 朝長　孝至 様

日本経済新聞社　長崎支局
支局長 若杉　敏也 様

第５０回  定時総会 ご来賓の皆様

ご臨席 誠にありがとうございました。

（順不同）

長崎新聞  4 月 17 日

長崎同友会のホームページ
では、新型コロナウイルス
感染症に関する補助金・助
成金等の情報を随時更新し
ております。
詳細はコチラから↓



　会員の皆さまにおかれましては、平素より
十八親和銀行に格別のご愛顧を賜り、厚く御
礼を申しあげます。

　さて、長崎県の経済状況を見渡しますと、
コロナウイルス感染拡大が収束の兆しが見え
ないことに加え、全国でも速いペースで進む
人口減少や、基幹産業である造船業における
事業再編の動きなど、長崎県経済の規模縮小
が危ぶまれる事象が起きています。
　その一方で、今年11月の長崎MICE「出
島メッセ長崎」開業、2022年秋の九州新幹
線西九州ルート暫定開業、2024年完成に向
けた長崎スタジアムシティプロジェクトの始
動など、100年に1度と言われるまちづくり
が進み、明るいニュースも少なくありません。

　そのような中、十八親和銀行は、昨年10
月に親和銀行と十八銀行の合併したことによ
り、長崎県全体を俯瞰できる銀行となりまし
た。銀行が持つ長崎県内の豊富なネットワー
クとふくおかフィナンシャルグループの総合
力を駆使し、これまで以上に、皆さまのお役
に立てるサービスを提供して参ります。

　例えば、当行が本年5月より進める店舗統
合に伴い捻出する行員をご要望に応じて地元
長崎の企業に派遣させて頂きます。
　会社の管理部門や社長の右腕として会社に
迎えたいという声を多数いただいておりまし
たが、合併作業等で実現に至っておりません

でした。今後は行員が皆さまの会社の一員と
して加わり、銀行内で培った経験を生かし、
お役に立ちたいと考えております。

　また、長崎県内企業のデジタル化推進を積
極的に後押しするべく、専門チームによるデ
ジタル化支援コンサルティングを積極的に
行ってまいります。
　今後、人口減少により従業員確保が難しく
なること、取引先ニーズが多様化しており顧
客動向をタイムリーに捉えスピーディーに対
応していく必要があることなどを踏まえます
と、各社とも業務のデジタル化を積極的に進
めていくことが大きなテーマとなってくるも
のと思います。
　一方で、それらに自社社員で対応すること
は容易ではありませんので、当行のデジタル
化支援チームが積極的にサポートさせていた
だき、皆さまの企業価値向上に貢献したいと
考えております。

　その他、個の企業へのサポートだけではな
く、観光産業支援、離島振興支援、起業家育
成支援など、長崎県全体の活性化に資する取
り組みにも積極的に取り組んでまいります。

　十八親和銀行は、「長崎に全力」を合言葉に、
「顧客満足度No.1」銀行を目指し、皆さまの
お役に立っていく所存でございますので、何
卒よろしくお願い申しあげます。 

各界からの提言
森　拓二郎十八親和銀行  取締役頭取

プロフィール
1955年2月28日生、長崎市出身。1978年九州大学経済学部卒業、旧
十八銀行入行。佐賀支店長、秘書室長、経営管理部長、人事部長、執
行役本店営業部長を経て、取締役常務執行役、取締役代表執行役専務、
2014年代表執行役頭取。2020年10月、十八親和銀行頭取に就任。
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5

２０２１年度　理事　紹介

抱　負

ニコット・サービス（有）

代表取締役

佐世保支部

昨年度は、直接皆様とふれあう機会が減りWebでの会議等が主流とな

りました。しかし時代の流れに対応しながらも､同友会の仲間が、本当

に寄り添える人間関係が最も大切であると感じています。私は、副代

表理事として、心が通い合う同友会運動を行い、皆様と歩んでいきます。

副代表理事　江口  陽一
例会・仲間づくり  各委員会担当

抱　負

（有）エス・ケイ・フーズ　取締役

長崎出島支部

今年度より代表理事を拝命いたしました。前年度はコロナという見え

ない脅威の中、活動を止めないという思いでZoomという新しい手法で

例会等を行なってくださった各支部に感謝申し上げます。今年度もコ

ロナ禍の中、「中小企業家が長崎を牽引していく」「いかなる経営環境に

おいても自社を継続発展させて行く覚悟を」という強い思いで活動を

続けて行きましょう。よろしくお願いいたします。

代表理事　中村  こずえ

抱　負

（株）サンミシェル　代表取締役

長崎出島支部

今年度、副代表理事を拝命いたしました。また人を生かす経営4委員会

担当として会員の皆様に学んでいただきやすい環境づくりを各委員長・

委員の皆様と協力しながらつくり上げ、また運営していきたいと考えて

おります。各委員会での学びを通じて会員の皆様の地力を上げることは、

この時代を乗り切る大きな力となります。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

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

抱　負

（有）ワイエヌコンサル  代表取締役

島原支部

今年度、副代表理事を仰せつかり、気が引き締まると共に、「一社も会

社を潰さない！絶対に雇用を守る！」のもと、このコロナ禍でも長崎同

友会の仲間の会社が元気になるよう、皆で、知恵を絞り、相談し合い、

助け合い、頑張らないといけないと思っております。その一助になれる

よう頑張らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

副代表理事　横田  耕詞
政策・情報広報・ビジョン
財務  各委員会担当

抱　負

（有）東洋印刷所　専務取締役

長崎浦上支部

中村新代表理事のもとで今年度も専務理事を務めてまいることになり

ました。まだまだコロナの終息が見えない中で、昨年度はWebなどを

活用し新たな同友会活動を行うことができたと思います。今年度も歩

みを止めず皆さんと一緒に知恵を出し合い変化に対応しながら同友会

活動を行っていきたいと思っておりますので、どうぞご協力よろしく

お願いいたします。

専務理事　山口  善也

抱　負

L IB・Wor l d　代表者

諫早支部

今年度より財務委員長という大役を仰せつかりました。新型コロナウ

イルスで大きな変革の時代を迎えている今だからこそ同友会の活動を

より求めている会員さんがたくさんいらっしゃると思います。財務と

いう視点からあらゆる活動がサポートできるように、私自身勉強しな

がら頑張っていきますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。

財務委員長　金田  昭子

抱　負

暁建設（株）　代表取締役

長崎出島支部

今年度、新しく例会委員長をさせていただきます。例会の方法も様変

わりする中で、例会へご参加いただいて、自社への気づきや学びをい

かにより多く発信、提供できるかを各支部の個性や伝統を尊重しつつ、

支部例会委員長と協議し支援することを目標とします。微力ではござ

いますが貢献できればと思っていますので、皆様のご指導ご鞭撻の程、

何卒よろしくお願いいたします。

例会委員長　本多  邦暁

抱　負

（株）TAF　代表取締役

長崎出島支部

２期目の委員長をさせていただきます。前年度はコロナ禍のなか思う

ような活動ができませんでいたが、その中でも各支部の特性を生かし

た仲間づくり活動を促進していきたいと思います。同友会の魅力を広

く広めて新しい会員の増加、休会者の復会に力を注ぎたいと思います。

各支部委員長を軸に各支部長の協力のもと会勢900名の早期実現に励

みます。

仲間づくり委員長

　田中  清隆
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抱　負

山下・川添総合法律事務所

弁護士

大村支部

昨年度は、前委員長から引き継がせていただき、第５次ビジョンの浸

透及び検証活動に取り組ませていただきました。検証活動を通じて、

新型コロナウイルスの影響で活動が制限される中でも、各委員会が、

同友会のために精いっぱい取り組まれていることを強く実感いたしま

した。今年度は、第５次ビジョンの３年目（最終年度）となります。

微力ではありますが、さらなる同友会活動の発展のため、今年度も、

できるだけ多くのご意見を集約し、会内へ浸透させていくことに尽力

したいと思います。

ビジョン委員長　佐藤  敬弘

抱　負

（有）栄光式典社

専務取締役

Webでの活動が普通になるなど時代の変化が速くなっています。この現

状を見据え、支部活動もスピード感を持って行います。今年度もまた「楽

しむこと」を活動の根底に置き、「会員さんのためになっているか」を

支部長の拠り所といたします。

長崎浦上支部長

　西村  浩文

抱　負

チェンジコンサルティング（同）

業務執行社員

大村支部

今年度も引き続き経営労働委員長を拝命しました。今年度で６年目に

なります。

今年度の経営労働委員会は、同友会活動の基本に立ち戻り

１．労使見解・人を生かす経営の学びの充実・強化

２．「経営指針」成文化と実践活動の推進

３．「経営者塾」の講座充実と実施回数の増加及び参加会員の増加

４．県委員会と支部委員会の連携

で、同友会の良さを再確認でき、会員増強の一翼を担う委員会を目指

します。

経営労働委員長　宇土  敏郎

抱　負

（株）マツモト　代表取締役

長崎浦上支部

同友会の三つ目的は「よい会社をつくろう」「よい経営者になろう」「よ

い経営環境をつくろう」。よい経営環境はすべての社員の成長と協力が

なければ成り立ちません。社員と経営者が共に育つための委員会が共

育委員会です。お互いに成長し貢献していきましょう。

共育委員長　松本  一孝

〜中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である〜

昨年から続く新型コロナウイルスがもたらした地域経済へのダメージ

を克服し、中小企業家が新時代を築いていくためには、その役割が明

確に規定された「中小企業振興基本条例」が必要です。長崎県内未制

定地域への制定を目指し活動します。

抱　負

（株）大幸企画　代表取締役

大村支部

政策委員長　時  忠之

抱　負

（株）タウラボ　代表取締役

諫早支部

今年度より初めて情報広報委員長を拝命しました。初の理事を仰せつ

かり身の引き締まる思いです。長引くコロナ禍で生活様式やビジネス

形態の変化が迫られる中、同友会や会員の抱える課題も変化している

と感じます。委員会としては広報誌、SNS、e.doyuの活用に加え行政・

学校・金融機関・マスコミ・地域の方々との関係強化に積極的に取り

組みタイムリーかつ価値ある情報の発信に努めます。今後とも皆様の

ご協力よろしくお願いいたします。

情報広報委員長

　田浦  健吾

抱　負

（有）東友建設　営業部長

諫早支部

今年度３年目のダイバーシティ委員長を仰せつかりました。何卒よろし

くお願い申し上げます。私たちの活動が最も「人を生かす経営」につな

がると信じ、いい会社になる近道だと思っています。ダイバーシティ委

員会は全会員のお役立ちになれるような例会、勉強会を開催して参りま

す。女性、障がい者、外国人、高齢者、LGBT、シングルマザー、児童

養護施設、引きこもり、ニート、受刑者、貧困層...etc 多くの人財が身

近にいます。「新たな雇用」に向け、ダイバーシティ委員会から情報を

発信して行けるよう全力で全支部を巻き込みながら活動を活発化してい

きたいと思っております。皆様ご協力の程よろしくお願いします。

ダイバーシティ委員長

　寺尾  昌晃

抱　負

（株）富建　取締役

諫早支部

今年度も共同求人委員長をつとめさせていただくことになりました。単

に「人採り」のための委員会ではないということをご理解いただきたい

と思います。「選ばれる企業づくり」を念頭に置きながら４委員会で連

携を図り、会員のみなさまの企業に良い人材が活躍し、会社の成長発展

に寄与してもらえるように採用活動の基盤をつくってまいりたいと思っ

ております。一年間よろしくお願いいたします。

共同求人委員長

　野方  康平
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抱　負

（有）廣谷環境開発

代表取締役

今年度２年目の諫早支部長を務めさせていただきます。新型コロナウ

イルスの影響により、昨年度は飲食店を始め、多くの会員企業が影響

を受け、企業経営や同友会活動も一変しました。今年度はこのコロナ

禍の中で、諫早支部として何ができるのかを常に考え、会員企業がコ

ロナに負けずに前進していくため、「先陣主導！諫早支部はとまらない」

をスローガンに、会員同士の二つの「密」緊密な連携と、親密な関係

を強化していく所存です。１年間よろしくお願いいたします。

諫早支部長　廣谷  慎也

抱　負

GYAR I RU

代表者

今年度２期目の島原支部長を務めさせていただきます。昨年はコロナ

禍の中、思うように動けませんでしたが、支部の活性化と、会員企業

が維持発展し続けるために、Webの活用を図り、勉強会を定期的に行い、

より活性化できるようお手伝いしていきたいと思います。そして仲間

づくりも頑張っていきたいと思います。

島原支部長　北尾  新

抱　負

（有）片桐計量器店

専務取締役

今年度より、佐世保支部長を務めさせていただきます。昨年度は、新型

コロナウイルス感染症により、ほぼ支部活動ができない状況でした。今

年度も同じ状況になる可能性があります。万全の対策がない以上、でき

ると思ったことを信じて進んで行きたいと思います。県全体の活動は、

リモート（Web）が、併用になっているので、佐世保支部各委員長へ、

県活動の参加を促し、県全体の考えを共有し、支部活動の盛り上がりへ

繋がっていければと思います。その他、支部独自の情報共有網ができれ

ばと考えております。

佐世保支部長　片桐  孝章

抱　負

（有）中村商事

代表取締役

今年度北松浦支部長をつとめさせていただきます。出口の見えないコ

ロナ禍の中、会員企業の継続発展も難しくなってきていると感じてい

ます。そのような中での同友会活動も会員にとって何をすべきか何

が必要とされているのかを各委員長と考え今年度の同友会活動を振り

返ったときによかったと思えるものにしていきたいと思います。

北松浦支部長　中村  寿弥

抱　負

髙瀬建設（株）

代表取締役

今年度より大村支部長を仰せつかりました。昨年度は、新型コロナウ

イルスにより活動が制約されるなかでも、充実した例会開催及び委員

会活動を行い、微増ながら会員も増えております。今年度もこの活気

を継続させ、多くの会員が同友会活動に携わることで充実した例会及

び委員会活動を目指します。また、会員同士の繋がりや委員会同士の

連携を深め、活動がしやすい環境づくりに努めます。皆様のご協力お

願いいたします。

大村支部長　髙瀬  邦彦

抱　負

（有）菅原産業

取締役

今年度は委員会活動の活発化、中でも4委員会を中心とした「人を生

かす経営」を経営者塾で学び、実践に力を入れていきたいと思います。

コロナ禍の中ですが、できることはたくさんあります。支部運営でも

活発な意見が交わされる活気のある長崎出島支部であるよう全力を注

いでいきたいです。一年間よろしくお願いいたします。

長崎出島支部長

　菅原  千代枝

抱　負

（有）マコト測量設計

代表取締役

３年目の支部長を勤めさせていただきます。コロナ禍で会の活動に制

限がありますが、できることを精一杯やっていきたいと思います。ま

た、会員の皆様は、コロナ禍で悩まれている方も多くいらっしゃると

思いますが、このような時こそ同友会を頼っていただければと思いま

す。非力ではありますが、最後まで自身の責務を全うして参ります。

五島支部長　設楽  誠

抱　負

北川行政書士・FP 事務所　所長

長崎浦上支部

今年度の青年経営者会の会長を務めさせていただきます。昨年に引き

続き新型コロナ感染症の影響で様々な制約がある中でのスタートとな

りますが、昨年度同様にこのような状況でもできることを模索し、積

極的に活動を行うとともに、会員同士の交流がより深まる会を目指し

ます。そして事業を通して仲間と共に成長できる場にしたいと思いま

すので、何卒よろしくお願いいたします。

青年経営者会会長

　北川  亮
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は、Webを含めて “集まる”ことの大切さや意義を確
認できた非常に良い機会だったと思います。
　開催にあたりご尽力いただいた全ての方に感謝申し
上げます。

（文責　西村　浩文）

　昨年開催が叶わなかっ
た支部総会が今年度開催
できたことは、懇親会で
深く交流する楽しみが急
遽失われたことを差し引
いても、とても意義深い
ものでした。
　すっかり定着した現

地・Web併用形式のもと北川さんの司会により総会
は進められました。議長には植松さんが選出され、ス
ムーズな進行で全ての議案が承認されました。
　今回は支部活動方針に続き、県総会に倣い支部の各
委員会が活動方針を発表しました。
　昨年の書面での報告と異なり、それぞれの言葉で語
られる活動方針は、出席された会員さんの中により一
層浸透し、その方向性を確認できたことと思います。
また、支部活動方針の中に謳った「楽しむ」というキー
ワードは、この状況下だからこそさらに意識されるべ
きものだと感じています。
　様々な制約がある中でも開催できた今年度の総会

会の山本さんが場を和ませ、議長の泉さんからは長崎
出島支部の歴史にも触れながらお話くださり、今の長

　今年度最初の支部総会は完全Webで行われました。
昨年度は、支部総会が行われなかったことを考えると、
無事に開催することができ、ほっとしました。Web
という環境の中でも役員一人ひとりの活動報告、今年
度の方針など、しっかりと聞くことができました。司

長崎浦上支部 総会報告
日 時 4 月 27 日（火）18：00 ～19：00
会 場 長崎新聞文化ホール アストピア・Web

出席者数
38名（会員34名（うちWeb15名）、他支
部2名（うちWeb1名）、事務局2名（うち
Web1名））

長崎出島支部 総会報告
日 時 4 月 28 日（水）18：00 ～19：00
会 場 Web

出席者数 33名（会員30名、ゲスト1名、他支部1名、
事務局1名）
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方法を考え、コツコツと前に進んでいくことを今年度
の私の目標にします。同友会の学びは必ず自社へ反映
すると思っています。
　長崎出島支部でたくさん学べてよかった！そんな声
を聞けるように役員一同、会員のために支部運営をし
ていければと思います。

（文責　菅原　千代枝）

崎出島支部しか知らない役員、会員には学びになった
と思います。今年度はダイヤモンドクラブ会員の方に
も積極的に参加いただき、同友会の良さをもう一度伝
えていただきたいです。
　中村代表理事の方針のもと、長崎出島支部でどんな
活動ができるかとても楽しみです。
　コロナ禍はまだ続きますが、新しいかたちでできる

た。金井前代表理事や支部長、そして各委員長によっ
てけん引された大村支部の活気ある活動の成果として
2020年度を締めくくることができました。
　また2021年度については、昨年以上に大村支部が
盛り上がっていくことが期待できると思います。

（文責　藤本　力）

　今年度の大村支部総会は、谷副支部長を議長として
開催いたしました。
　昨年度の大村支部の活動として、例会に関しては新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により年度始めか
ら3回の中止がありました。
　また、感染拡大防止対策として、懇親会の中止や、
懇親会を実施する際はパーテーションの設置などを行
いました。
　昨年度の会員の増強については、１名の増という結
果でした。しかし、長崎同友会の8支部の中では大村
支部のみが会員増という結果で終わることができまし

　第1号議案　2020年度の活動報告を廣谷支部長、決
算報告を石橋総務委員長より報告しました。監査報告
は高橋監査役が行いました。そして、第2号議案の役

　2021年度支部総会が開催されました。
　廣谷支部長からの挨拶では、「新型コロナウイルス
感染症対策中で、自粛されていますが、諫早支部には
2名の会員の方が入会されました。本当に心強い限り
です」とお話しされ、バッチ贈呈式も滞りなく終了し
ました。
　そして、議長には馬場相談役が選出されました。

大村支部 総会報告
日 時 4 月 22 日（木）18：30 ～19：30
会 場 長崎インターナショナルホテル・Web
出席者数 53名（会員52名（うちWeb1名）、事務局1名）

諫早支部 総会報告
日 時 4 月 21日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 四季の蔵  食楽亭

出席者数 38名（会員36名（うちWeb1名）、ゲスト
1名、事務局1名）
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携委員会の上野委員長は、産学連携が諫早支部を盛り
上げる一助になればと思いますとのことでした。ま
た、各委員会の情報を外部に向けて発信していきたい
と話されました。

（文責　石橋　ゆかり）

員選出、第3号議案の活動方針案、予算も承認されま
した。
　第2部ではテーマ「魅力ある支部にするためには」
についてグループディスカッションを行いました。声
掛け、会員出席100％を目指し諫早支部にしかない産
学連携の活動をオープン参加にしていきます。産学連

り、次いで新任役員の紹介さらには一言意気込みの発
表がありました。新任役員の皆様はやる気に溢れてお
り、何とかしてこのコロナ禍を力を終結し乗り切ろう
と呼び掛けられる内容が多かったです。また、8名の
会員が皆勤賞ということで壇上で表彰を受けました。
　総会終了後、感染拡大予防策を講じながら久しぶり
の懇親会が行われ25名の参加がありました。積もり
積もった話も各会員さんあったようで盛り上がりあっ
という間の時間でした。
　支部の会員の力を総動員して全業種が生き残れるよ
うに団結して2021年度を戦って参りたいと思います。

（文責　織田　哲平）

　コロナ禍の中 30 名の現地参加者、そして 2 名の
Web参加者で島原支部総会が行われました。山内さ
んの司会によりスタートし、まずは北尾支部長による
挨拶が行われました。続いて支部総会に入り、織田さ
んが議長に指名され満場一致の承認を受け総会が始ま
りました。議事録署名人には池田聖典さんが指名され
承認されました。
　第 1 号議案として 2020 年度活動報告と合わせて
2020年度決算報告を石松総務委員長が登壇され報告
を行いました。続いて監査報告を横田耕詞監査役が登
壇され報告を行い、一括審議し承認されました。第2
号議案として、役員改選を北尾支部長から報告があり
承認されました。
　第3号議案では、2021年度活動方針を北尾支部長が、
また2021年度予算を石松総務委員長が報告し、承認
されました。
　退任役員挨拶として内島前副支部長から挨拶があ

島原支部 総会報告
日 時 4 月 20 日（火）19：00 ～ 21：00
会 場 HOTEL シーサイド島原・Web
出席者数 33名（会員32名（うちWeb2名）、事務局1名）
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の問題がありました。またそれは例会出席率にも影響
があったのではないかと思います。今年度は各委員会
活動を活性化させることも佐世保支部の大きなテーマ
です。昨今の先の見えない、また時代の読めない難し
いご時世ですが、会員同士で知恵を出し合い小さな光
を見つけ、それを大きなチカラへつなげていきます。
このような仕組みを皆で考え、切磋琢磨しながら乗り
越えていきたいと思います。
　最後に1年間支部長の重責を全うした山﨑さんは、
通常と違うコロナ禍にあって、様々な厳しい決断や判
断など大変ご心労やご苦労があったことと存じます。
心から敬意を表するとともに深く感謝申し上げます。

（文責　浦崎　健治）

　先日の県総会を経て支部総会を開催する運びとなり
ました。昨年度は新型コロナウイルス感染症の大きな
煽りを受け開催が叶わず、やむを得ず書面決議となり
ました。今年度は何とかギリギリのところで開催がで
きましたが懇親会はできず残念でした。会にとってこ
の総会は大変重要で審議内容も大切ですが、新役員承
認後の所信表明や活動方針などの指針を示す大きな目
的があります。特に新支部長にあっては支部の舵取り
を左右する方向性や取り組み、それらのプロセスを全
会員に発し、共有し、より良い支部づくりと、同友会
の学びを自社に生かす大きな目的につなげていく必要
があります。また昨年度を振り返り課題や反省点を見
出すいい機会でもありました。
　佐世保支部は定期的な委員会活動が希薄であったた
め、委員会内でのつながりやコミュニケーション不足

部も同じだと思います
が　新型コロナウイル
ス感染症拡大のため思
う通りの例会や研修が
開催できなかったなど

大きな影響がありました。ただし、役員会はオンライ
ンで開催するなど工夫しながらできたところもあり時
代の風を感じました。
　2020年度、その中でも行われていた研修がありま
した。「イナザワ塾」です！参加メンバ－の多くが、
経営のイロハから財務や事業計画（金融関係）など学
ぶことができました。
　このような研修を開催してくれていることが　同友
会の原点だと確信をしました。
　本日の支部総会も会員の協力を得て無事に終了した
ことを報告いたします。

（文責　松永　いずみ）
　2021年度の支部総会が開催されました。
　2020年度の支部の全体的な動きとしては、どの支

佐世保支部 総会報告
日 時 4 月 21日（水）19：00 ～ 21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web

出席者数 43名（会員42名（うちWeb16名）、事務
局1名）

北松浦支部 総会報告
日 時 4 月 20 日（火）18：30 ～ 20：00
会 場 松浦シティホテル・Web
出席者数 17名（会員16名（うちWeb1名）、事務局1名）
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今年度の抱負を熱く語ったり、また、ある会員は「数
日前から禁煙外来に通っている！皆様の前で発表して
必ず禁煙を成功させてみせる」と。それに対しある会
員は、「以前、禁煙に挑戦したがストレスで体重が激
増し、歯ぎしりで歯がボロボロになり、かえって不健
康だと感じ禁煙を辞めた」と。ある会員は、五島支部
創立当時の話を熱く語り会員に檄を飛ばしていました。
　五島支部は昨年の2月に懇親会を行って以来、約1
年2か月ぶりの開催でした。同友会の懇親会開催ガイ
ドラインに沿って制限がある中での開催ということ
で、不安もありましたが、終了後は皆さん笑顔でお帰
りでした。
　ある会員は、「制限付きの懇親会だったが皆さんと、
このように会えてうれしい、とても楽しい時間だ」と
仰っていました。
　総会も無事に終え、懇親会では皆さんのお話も聞け
て、新年度の素晴らしいスタートが切れたと思います。
最後になりますが、観光ビルはたなかの皆さん、感染
対策にお気遣いいただき、ありがとうございました。

（文責　設楽　誠）

　総会では、2020 年度活
動報告、決算報告。2021
年度役員選出、活動方針、
予算が無事に承認され、今
年度 3 期目の設楽支部長
は、「同友会活動に参加す

ると、いかに環境がきびしくとも、時代の変化に対応
して、経営を維持し発展させることができる」と思っ
ていただけるような支部を目指します。そのためには、
前例にとらわれず、新しい発想で何が優先されるかを
考え行動することが大切ですと熱く語っていました。
　総会後の懇親会は、休会者も対象として会費無料で
開催されました。なお、総会案内は役員一同名の手紙
形式で作成し休会の方、最近、会の活動から遠のいて
いる方に企業訪問をして直接お届けしました。
　懇親会では、一人一言発言を行いました。新役員は、

ました。「同世代の会員が多いので悩みを相談できる」
「親会とは違った自由な発想で活動できる」「会員同士
で助け合うことができる」。
　しかし、課題にも目を向けておられます。課題は例会
参加者が少なく平均10 ～ 15人程度、会員数が伸び悩
んでいる（現在65名）、エリア間の温度差があり参加者
の多数が県南エリアの会員であることということです。
　そこで、次年度の取り組みとしてこのように挙げら
れています。

　青年経営者会4月例会は次期会長予定者の北川さん
による“決意表明報告”でした。
　北川さんは2011年に行政書士事務所を開業。長崎
浦上支部の前支部長の吉澤さんに誘われて同友会に入
会し青年経営者会にも入りました。
　印象に残っているものとして30・35周年事業、青
全交への参加、実行委員長として参加したハタ揚げ大
会を挙げられました。
　北川さんは青年経営者会の魅力をこのように語られ

五島支部 総会報告
日 時 4 月 24 日（土）18：30 ～ 21：00
会 場 観光ビルはたなか
出席者数 13名（会員12名、ゲスト1名）

青年経営者会 例会報告
日 時 4 月 26 日（月）19：00 ～ 21：00
会 場 プラットおおむら
テ ー マ 青年経営者会新会長の決意表明報告 

報 告 者 北川行政書士・FP 事務所　所長
　北川　亮　会員（長崎浦上支部）

出席者数 16名（会員15名、事務局1名）
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ング　④2年に一度の障がい者の雇用環境フォーラム
の開催　⑤特別支援学校の先生との意見交換会の実施
⑥委員会では同友会のメンバーだけではなく就労支援
施設関係者や行政の方も参加しているとの報告があり
ました。
　小串さんの自社での取り組みとして、始めは先入観
で障がい者雇用や特別支援学校の生徒の実習の受け入
れは絶対無理だと思っていましたが、実際に障がい者
が働く姿を目の当たりにしたことをきっかけに自身の
考えを改めました。その後、実習の受け入れ、縁があ

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50名を超える参加、長崎からは4名が出席しました。
　第1部の大分同友会　小串氏の報告では、まず初め
に大分の取り組みとして、①Googleマップを利用し
た特別支援学校の生徒の職場実習受け入れ賛同企業の
マップの作成　②マップの登録企業数・実習受け入
れ企業数・雇い入れ企業数及び人数の追跡調査　③
Facebookページを作成し企業を紹介、実習のマッチ

やってみたらといわれてましたが無理だと断っていま
した。しかしコンビニを経営している仲間から「うち
の店舗にいる障がい者はどの人かわかる？」と言われ
たときにわからなかったそうです。それからうちにも
なにかできることがあるのではないかと考え先生から
の強い後押しもあり実習をやることになり、危険な項
目を改めて見直し、実習を行うと、体力もあり雇用も
できるのではと思い、実際に雇用に繋がりました。
　雇用することにより就業規則の見直しも社員と一緒
に行い、週休二日を取り入れたり、全有休消化など取
り入れたり、事務員の産休育休制度、男性社員の育休
など働きやすい環境ができました。これも障がい者雇
用をやることにより、会社をすべて見直した結果大分
市からも働きやすい会社だと認められ表彰も受けるほ
どになりました。同友会の学びが役に立ったそうです。
　同友会に入り障がい者を受け入れてから、外国人で
はなく日本人のもっと活躍できる人がいるのではない
か、同友会と障がい者雇用は不離一体ではないかと思
います。大分同友会からはたくさんの学びをいただき
ました。長崎でも取り入れていけることは取り入れて
いきたいと思います。

県ダイバーシティ委員長　寺尾　昌晃

　第1部では実践報告として、（株）オグネット  代表
取締役  小串康博氏（大分同友会理事・障がい者問題
委員会）より、「大分同友会の障がい者問題委員会の
活動と企業づくり」をテーマに報告いただきました。
　建設業・法面工事・自動車販売業を営んでおり、建
設業で障がい者を3名雇用しており、自動車販売業で
は１名の採用実績がありました。
　障がい者雇用のきっかけは、2015年から大分同友
会で障がい者フォーラムを2年に1回開催しており特
別支援学校の先生や行政や障がい者施設、同友会を繋
げる機会にされているそうです。
　大分県は独自にマップを作製しており、自習の受け
入れ経験のある会社を公表していて、先生達にもわか
りやすいようにしています。Facebookページも活用
しながら、障がい者雇用している企業の作業風景など
投稿しており、外部へのアピールもよくできているそ
うです。
　実際に障がい者雇用のきっかけになったのは、仲の
よかった同友会の仲間から障がい者の実習受け入れを

日時：4 月 14 日（水）14：00 ～ 17：00　会場：Web

中同協 障害者問題委員会 参加報告

共同での活動はまだ検討段階ではありますが、法人を
設立というお考えをお持ちでした。話を聞いてるだけ
でワクワクするものばかりで非常に私自身も楽しみに
なって参りました。
　報告終了後は質疑応答に移りました。ばりよか券で
の会員以外の出店、e.doyuへの告知方法の改善、ハタ
揚げの代替案などの質問がありました。北川さんも頭
を悩ませていましたが、すぐにでも検討すべきものも
多く鋭い質問だったと思います。

（文責　平野　圭司）

　①例会参加者増加を目指す-平均30％以上　②会員
数を増やす65人⇒80人（2025年は100人）③3エリ
ア間の交流の促進です。①の実現に向けては地道な声
かけやe.doyuの返信率向上、例会に参加したくなる
ような内容を企画する。②は入会資格者への声掛け活
動  ③は各支部例会に参加し交流を深め青経のPRを
行っていくいうことでした。
　また、新しい試みとして第2弾のばりよか券事業、
各エリアでミニ例会の開催、メンバー共同で何か活動
を行うといったことも検討されていました。メンバー
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会に参加し自身の役割を生きる人、行動に責任を持て
る人。働くことを通して社会に参画している。税金を
払っていく、その税金は国や自治体を通して社会に役
立てられる。社会に関わっていろんな人と出会い社会
性が身についていく。出会った人達が財産」「三つの自
立　経済的な自立・自己管理（健康管理・時間管理）・
自己責任（知識と経験を積み重ねて正しい判断ができ
るようになっていく、素直な気持ちが大切）」「法律や
マナーを守ること、マナーとは？守ることによってお
互いが気持ちよく過ごすための心使い。報連相（報告・
連絡・相談）必ず会社でしてください。今日からがス
タート、思いやりの気持ちと行動で楽しい社会生活を
送ってください」などの話もありました。
　次に新入社員の自己紹介と社会人宣言（仕事への意
気込み・目指す社会人像）を39名全員が発表しました。
　閉会の挨拶では廣谷諫早支部長から「仲間、同僚、
先輩、お客様、出会いの一つひとつを大切に失敗を恐

　金井前代表理事より｢お祝いの言葉｣として同友会
の3つの目的、労使見解、社員はパートナーであること、
困難があっても日々精進していき、会社で役に立つだ
けではなく地域貢献できる社会人になってくださいと
の言葉がありました。
　その後｢社会人とは｣をテーマに中村こずえ会員に
よる記念講演を行い、合同入社式をなぜするか？
　①新入社員を地域の中小企業が迎え入れる
　②働くとはどういうことか考える機会を持つ
　③自社の他にも多くの”同期”がいることを知る。
とのお話がありました。また、経営者にとっての合同
入社式とは？
　①覚悟を新たにする節目
　②自社での社員教育のヒントを得る
などの合同入社式の意味が伝えられました。また、「輝
く未来と無限の可能性がある。そのために必要なこと
理解すべきことを沢山学んでほしい」「社会人とは、社

されましたが、このなかで「特別支援学校やその先生
との連携と、そこに行政を巻き込んで仕組みをつくり、
活動を継続させていくのが大事である」ということが
私の参加したグループでは意見がまとまりました。
　第2部では①10/21 ～ 22で開催される障害者問題全
国交流会（埼玉）がオンラインの開催　②総会議案、
政策要望提言（障害者問題関連）の確認　③活動交流
として新旧委員長のあいさつがありました。
　今回は1部・2部通して、①特別支援学校との連携
②行政と仕組みをつくり活動の継続性を持たせる、特
にこの2点の重要性を各地の事例をもとに学ばせてい
ただきました。今後、長崎の活動においても生かして
参ります。今回も委員会参加という貴重な機会ありが
とうございました。

り採用に至ります。現在では3名の障がい者雇用をし
ています。
　雇い入れの際には、社内で委員会を作成し、社内規
定の見直しを行いました。目的は障がい者を受け入れ
るための見直しだったのですが、委員会で社員の意見
を取り入れることで、障がい者の働く環境をつくるだ
けでなく、みなが働きやすい職場環境へと変わってい
きました。
　報告を受けてのグループディスカッションでは、「先
入観を取り除き、自身の目で見て判断することが大切」

「社員一人ひとりと向き合い、意見を聞き社内環境を
整えることで自社が発展する」「地域や行政・特別支援
学校などを結び付ける役割が同友会の委員会にある」
といった感想や気付きが共有されました。
　また各地での活動の取り組みについても意見が共有

日時：4 月 1 日（木）14：00 ～ 15：45　会場：Web

2021年度 合同入社式 開催報告
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れずにチャレンジして今からの時代を支えて、会社の
発展に寄与してほしい。１年後の成長している姿を楽
しみにしている。また、同友会の会員企業に息子が就
職し安心している」との言葉をいただき、温かい空気
に包まれた新入社員合同入社式でした。

（文責　県共育委員長　松本　一孝）

生へのアンケート結果では、企業へのイメージや学生
の就職に対する考え方が浮き彫りになり、今後の採用
活動や若い世代とのコミュニケーションの際に役立つ
たくさんのヒントを得ることができました。
　長崎出島支部では飲食店を営む会員が多いため、特
に栄養士コースとの協力により、共同でのメニュー開
発など、今後のビジネスにつながるアイディアがたく
さん浮かびました。
　今後も長崎女子短期大学のキャリアアップセミナー
等への参加を通じ、長崎女子短期大学とその学生、そ
して会員企業の双方の発展に向けて活動していこう！と
の前向きな気持ちになれる素晴らしい経営者塾でした。

（文責　長崎出島支部　山﨑　貴彦）

　2020年度最終回となる、長崎出島支部経営者塾が
開催されました。今回は、2月22日に締結された長崎
女子短期大学と長崎県中小企業家同友会との包括連携
協定を経て、支部共育委員会の担当で開かれました。
　まず、先日の定時総会で代表理事に就任した中村代
表理事の就任後初となる登壇にて、今回の包括連携協
定について説明をしていだきました。人材交流・情報
共有等を通じて、相互の発展のためにとても意義のあ
る協定であることがわかりました。
　報告では、長崎女子短期大学の学長である、玉島会
員と生活創造学科長の濵口准教授から、包括連携協定
締結の趣旨、長崎女子短期大学の歴史と現状、学科や
コースの特徴等についてわかりやすく説明が行われま
した。
　栄養士コースでは、長崎の食材を生かしたメニュー
の考案や栄養士となるために必要な知識を身に付ける
ためのプログラムが組まれ、ビジネス・医療秘書コー
スでは、企業の第一線で活躍できるよう、幅広い知識
や技術を身に付けるための実践的な授業を行っている
ことが分かりました。また、4月上旬に実施された学

日時：4 月 20 日（火）19：00 ～ 21：00　会場：メルカつきまち

テーマ：なりたいを叶える 24ヵ月　～長崎女子短期大学のこれまでとこれから～

報告者：長崎女子短期大学　学長　玉島  健二 会員

　　　　生活創造学科長兼ビジネス・医療秘書コース長　濵口  なぎさ 准教授

出席者数：23 名（会員 15 名（うち Web 3 名）、他支部 5 名（うち Web 2 名）、ゲスト 2 名、事務局 1 名）

長崎出島支部 第４回 経営者塾 開催報告
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・内容が非常によかった。（参加者共通意見）・ホント素敵な会社経営されてるなぁって、自分も頑張ろうって思えるセミナーでした。
・一見、売上増に直結してないのかもしれないけど、社員さんとのコミュニケーションのためとか、その会社のアルバムになったり、新入
社員へのパンフ以上の会社案内書になったりと、また、会社の強み弱みがわかってくるとのことで、間接的には売上増に繋がっているんじゃ
ないかと思ったし、知的財産だなぁと思いました。・講師の方の話をお聞きし素敵な経営をされていると感じた。
・パネルディスカッションの内容が良かった。取り組み方や効果が分かりやすかった。質疑応答も経験をもとに具体的な意見交換ができた。
・一人社長用の簡単なものを作ってみたいと思います。
・参加者が少ないのが残念（本当に参加して欲しい人が参加してくれない）何となく敷居が高いのだと思う。ここは「永遠の課題」に近い。
・「必要だと思うけど、何から手を手ければわからない」という質問が率直で切実な質問。これに対する具体的な答えを準備する必要がある。
・間にトイレに行く時間が欲しかった・ズームに慣れていない・バタバタして、あんまり話が聞けなかった。
・パネルディスカッションの時、休憩がずっとなかったから、途中トイレ行ったりしたので、今、何の話だぁ？？ってなったりしました。

　佐世保支部では、「第６回経営計画書策定セミナー」を開催しました。自社の経営計画書を策定し、
自ら継続実践されている４名の会員さんに講師役を務めていただき、総勢20名の参加者で大盛況
の後に閉会致しました。
　今年はコロナ禍の中ということもあり、従来行ってきた宿泊方式（１泊２日佐世保 365 方式）
を取りやめ、オンライン方式での開催としました。「経営計画書は会社運営に必要か？」をテーマに、
橋口　久会員《プライアント（株）代表取締役》のコーディネーターのもとパネルディスカッション。
原田 良太会員《（福）宮共生会理事長》、豊福 和明会員《（株）福祉工房 KS 代表取締役》）、山﨑 秀
平会員《（有）山崎マーク代表取締役社長》３名のパネラーの皆さんのお話は、初めて参加された
会員さんやゲスト参加者の皆さんにも「経営計画書の策定の意義や大切さ」がとてもわかりやす
く伝わる内容でした。お忙しい中、本当に有難うございました。

　同友会では「経営理念」「10年ビジョン」「経営方針」「経営計画」の４つをあわせて「経営指針」
といってます。今こそ、環境変化を的確に捉え、労働環境の整備も明確にしぶれない座標軸を持っ
た経営が必要です。経営計画書（経営指針）策定に関し、ご不明な点あれば、お気軽に経営労働
委員会の方にご相談下さい。　　　　　　　　　　　　　 佐世保支部経営労働委員会　横山　昌隆
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（左）長崎新聞  4 月 15日
北松浦支部　野上　明  会員

（下）長崎新聞  4 月 23日
長崎出島支部　中村 こずえ  会員

（上）長崎新聞  4 月 2日
長崎浦上支部
岡村  雅彦  会員

長
崎
新
聞  

4
月
2
日

　
諫
早
支
部  

姜
　
尚
中  

会
員

長
崎
新
聞  

4
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4
日

　
長
崎
浦
上
支
部  

吉
田  

清
規  

会
員
ほ
か

長
崎
新
聞  

4
月
4
日

　
諫
早
支
部  

姜
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中  

会
員

会員活躍
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＜交      代＞

交代会員の皆さんです <４月交代 > （敬称略）

支 部 名 島原支部
氏 名 松

まつもと

本　幸
ゆ き え

恵
企 業 名 プレミアムラウンジ  ReVe
役 職 名 代表者

企 業 住 所
〒855-0801
島原市高島 1丁目 442
洒楽喰ビル 1F

T E L 0957-64-9158 F A X

業 種 飲食業（スナック）
前 会 員 末永　真理

支 部 名 諫早支部
氏 名 上

う え の

野　雄
ゆうだい

大
企 業 名（株）宮崎電機工業
役 職 名 通信事業部  部長

企 業 住 所 〒854-0053
諫早市小川町 1267 RDビル

T E L 0957-24-0001 F A X 0957-24-4646

業 種 自動車電装業・携帯電話販売・宝くじ販売

企 業 PR

自動車電装業・通信事業（ドコモショップ2店舗）、宝くじ
売り場を運営しております。創業から56年、その時々の市
場の変化に対応し事業を多角化してきました。「未来志向を
見つめ、人々の幸福に貢献する」を会社の使命とし、地域に
貢献して参ります。

前 会 員 宮崎　大輔

長崎新聞  4 月 17日
長崎出島支部　津田  豊美  会員
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からの誘い、またとあるセミナーで峰事務局員と出会
い、会の紹介を受けて2016年3月入会しました。
　入会後、初めて参加した例会で経営理念を学び、す
ぐに自社に持ち帰り実践。理念を策定しました。
　現在、出張で月の半分は事務所を不在にしているそ
うですが、理念を策定することで皆が同じ方向に進む
ことができ、李さん自身が不在であっても気持ちが共
有できて安心して仕事を任せることができるように
なったそうです。

【今後の展望】

　行政書士という仕事柄、どうしてもスポットの仕事
が多く、売上が安定しません。そこで今後は国や県か
らセミナーの企画・運営する事業を受託する準備をす
すめているそうです。
　また、今後は県外の事務所開設も視野に入れて活動
をしたいと語られました。

【企業訪問を終えて】

　「リーガルナビ行政書士事務所」のホームページを
拝見したところ、非常に見やすいサイトで、お会いし
た際にホームページについて質問したところ、なんと
李さんが作成されているということでした。前職の経
験を生かして作成したということですが、ホームペー
ジを作成するだけでなく、その素材となる写真撮影も
されるなど、業務の幅の広さに驚きました。

　今回お話しを伺い、従来の行政書士業に囚われず活
動し、過去の経験を生かし、また新しい分野・事業に
もどんどん挑戦する李さんの行動力に感銘を受けまし
た。これからの李さんの事業の発展、祈念いたします。
今回は取材にご協力いただきありがとうございました。

＜事務所概要＞

リーガルナビ行政書士事務所
住所：長崎市桜町3-15　BUNGOビル3F
電話：095-800-5100　FAX：095-800-5782
ホームページ：https://www.legal-navi.net/

＜経営理念＞

私たちは、
皆さんの課題に一緒に取り組み、解決へ導きます。
親切丁寧、笑顔を心掛け、皆さんの声に耳を傾けます。
行政書士倫理を遵守し、地域社会の笑顔を創りだし
ます。

（文責　事務局　田口　友廣）

　今回は長崎出島支部　リーガルナビ行政書士事務所

李  泳勲（イ ヨンフン）さんにお話しをお伺いしました。

【開業まで】

　1988年韓国ソウル生まれの李さんは、2002年に日
韓共催で行われたワールドカップをきっかけに日本に
興味を持ち、その後独学で日本語を習得します。高校
卒業後はせっかく勉強した日本語を生かしたいと思い
日本へ進学します。立教大学法学部卒業後、東京の不
動産会社の営業マン、宅建士として勤務。またその時
に今後のキャリアアップを考え、大学で法律を学んで
いたこともあり行政書士資格を取得します。縁あっ
て長崎に移住後は、公務員・資格試験予備校に勤め、
学校運営、受講生の指導に携わります。2014年3月
に「リーガルナビ行政書士事務所」を立ち上げ独立
します。

【リーガルナビ行政書士事務所】

　現在は長崎市桜町の長崎商工会館前に事務所を構え、
行政書士業として企業法務・国際法務・市民法務を専
門としています。通常の行政書士の業務だけではなく、
創業支援もしております。また「中小企業庁　長崎県
よろず支援拠点コーディネーター」「中小企業庁　中小
企業119専門家」「商工会議所/商工会　エキスパート
バンク専門家」「対馬市　創業支援アドバイザー」「東京
都板橋区　創業支援ネットワーク相談員」など幅広く
活躍されています。
　2017年には大型コワーキングスペースを創業、現
在は事業譲渡をされたましたが、創業の際に得た知識
や苦労した経験をもとに、親身になって創業支援をす
ることができるようになったそうです。

【同友会との出会い】

　同友会へは同業者である、長崎浦上支部　北川会員

事務局企業訪問 事務局企業訪問 
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５月理事会  報告
5月7日（金）つくば倶楽部12名・Web14名
出席26名（理事22名、事務局4名）、欠席2名

開会あいさつ  （抜粋）－中村代表理事
いよいよ新しい期が始まり、初めての理事会となりました。コロナの
感染者も多く出ており、長崎市でも県独自の緊急事態宣言が発令され、
5月31日まで時短営業が継続となりました。飲食をはじめ、様々な業
種に負担がかかると思います。私としてはコロナと共存していきたい
と思っています。この1年、コロナに対して様々な経験をして判断を
してきました。それを生かし例会はWeb併用で活動を止めることなく、
コロナと共生して例会をつくり上げて欲しいと思います。これから1年
間よろしくお願いします。

仲間づくりについて
１）入会・休会・退会・復会・交代・企業変更の承認について

→1名の入会、2名の休会、4名の退会、1名の復会・交代・企業変更、
2名の交代を承認

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

期首から4名減りました。昨年の期首からは59名の減です。まずは
昨年の期首735名に戻すことを目標にやっていきたいと思います。今
年度、仲間づくり委員会は副委員長を3名体制とし、大村の中村さん、
諫早の山口さん、佐世保の出端さんに務めていただきます。委員会
担当の峰次長と5名でいち早く735名に戻る取り組みを検討し、委員
会で話し合っていきます。

・中村代表理事
私も仲間づくり委員会に参加し、仲間を増やしていきたいと思いま
す。どうやって735名に戻すか話し合いたいと思います。これから減
らさずに増やす活動をしないといけません。各支部長はじめ、みな
さんご協力ください。どうぞよろしくお願いします。

協議・承認事項
１）例会・懇親会等の開催にあたっての提案について－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2/3までとします。
・現地、Zoom併用のハイブリッド形式で開催願います。
　（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。
・懇親会はガイドラインに沿って開催可とします。
　（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。）

（三役会）－「懇親会の開催は主催者判断。他の点については現状通り」
を提案させていただきます。
→三役会案を承認

２）定時総会を振り返って－山田事務局長
・開催日／ 4月16日（金）
・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　17時30分
・会場／長崎インターナショナルホテル・
　　　　支部別サテライト会場・Web（Zoom）

＜支部サテライト会場＞
・長崎浦上 －長崎新聞文化ホール  アストピア
・諫早 －四季の蔵　食楽亭　・島原 －HOTEL　シーサイド島原
・佐世保 －アルカスSASEBO　・北松浦 －松浦シティホテル
・五島 －はたなか
・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!! ～

・出席状況
目　標 52 53 53 43 34 80 17 12 344

出席（インター） 2 11 34 11 4 10 0 1 73

うち懇親交流会出席 2 6 25 5 4 5 0 1 48

出席（サテライト） 14 12 3 10 6 5 50

うち懇親交流会出席 9 9 18

出席（Web） 8 11 1 4 2 6 0 0 32

出席　計 24 22 35 27 9 26 6 6 155

委任（欠席） 33 28 33 27 21 62 6 7 217

※来賓出席のべ19名　記念講演17名　懇親交流会11名（懇親交流会か
ら2名）

＜振り返り・主な意見＞
・スムーズにいったのでは？
・参加人数は少なかったが心のこもった総会だった
・事務局はたいへんだったと思うがすごくいい総会だった。やってよ

かった。モラルを守った懇親会だった。
・感極まった。とてもアットホームで楽しい総会・懇親会だった。
・収支報告
→収支を承認

３）金井前代表理事　相談役就任について－山田事務局長
・規約　第14条　「代表理事は、退任後、理事会の確認を得て、本会の相

談役となります。」
　→上記を確認

４）会員名簿・活動の手引きについて－山田事務局長
（三役会）－掲載順変更を提案（「活動の手引き」「会員名簿」の順に）（表
紙の順番も変更）
中村代表理事の顔写真と今期の活動方針をビジョンの後に掲載する。
会員名簿の掲載内容は現行通り
→三役会案を承認

５）政策委員会からの提案について－時政策委員長
時委員長より「第3回中同協および長崎同友会新型コロナウイルス感染
症等緊急アンケート　調査結果発表会」を長崎大学経済学部と共同主
催で6月を目途に実施することを提案
→上記提案を承認

６）九州・沖縄ブロック　青年部合同例会について－北川新青年経営者
会会長
・2022年5月13日（金）
　13時～分科会（4分科会を予定）　16時30分～全体会（記念講演）
　18時30分～懇親会
・長崎同友会　青年経営者会の総会と同時開催を提案
→上記提案を承認

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

例会

＜委員会開催日＞4月19日（月）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
⑴2021年度の活動についての再確認
⑵各支部の例会について
⑶情報交換
・グループ長研修について
・Zoom困難者防止策および現状のZoomの役割について
・仲間づくり委員会との合同会議（組織強化）
・2020年度皆勤賞の確認

仲間
づくり

＜委員会開催日＞3月26日（金）
＜開催場所＞諫早市中央公民館
＜報告事項＞
2020年度の全体の振り返りを金井前代表、委員長が述べた後、
各支部の委員長の活動報告を行いました。来期に向けての委員
会のスケジュール調整と仲間づくりの日程を検討し決定しまし
た。委員長も二期目なので前期の経験を生かしてまずは早期に
735名へ会員数を戻し会員数900名を目指して頑張ります。

経営
労働

＜委員会開催日＞4月19日（月）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞

《委員会活動》
⑴今年度の活動方針（活動内容）
⑵具体的な活動について

長崎浦上支部：委員長と協議する。
　　　　　　　経営指針実践セミナーを開催予定
諫早支部：経営理念の作成（3会員）、経営者塾の開催
島原支部：経営指針実践セミナーの開催（5月より）、

　　　　　　経営者塾の開催
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佐世保支部：財務勉強会、経営指針策定セミナーの開催、
　　　　　　勉強会の開催、4委員長会議の開催

（理事会時の補足）
県の経営指針実践セミナーが5/15にスタートします。参加者が
17社22名と講師・アドバイザーが4人と今までにない大人数で
のスタート。今回はWeb併用で実施します。

共育

＜合同入社式開催＞4月1日（木）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・金井前代表理事よりお祝いの挨拶
・中村代表理事より｢社会人とは｣をテーマに記念講演
・新入社員39名出席

＜その他＞
・2021年度　第1回新入社員フォローアップ研修
　5月22日（土）9：30 ～ 12：30　Web
・2020年度　第5回新入社員フォローアップ研修
　5月22日（土）10：30 ～ 12：30　Web

九州経済産業局から統計グラフ化ツールがHPにリリースされ
ましたのでご紹介します！
https://mirasapo-plus.go.jp/hint/14583/
また、合わせて、ツールの操作方法・活用方法をまとめた動画
も公開しました。
https://www.youtube.com/watch?v=eOJtZc2jTcE
ぜひ会員の方に共有していただき、使った感想や、もっとこう
改善してほしい、こういった勉強会があると助かるといった
ニーズなどがありましたら、事務局までご連絡ください。

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞4月5日（月）
＜開催場所＞シーハットおおむら・Web
＜報告事項＞
・アンケート状況

回答者93名　返信率13.5％
受け入れ実習を希望する  10名  うち2名は学校と進めている
今後検討する  30名

・ダイバーシティ委員会とは（中村副代表理事より） 
新規の委員会メンバーに向けて、中村副代表理事より、ダイ
バーシティ委員会が長崎同友会でどのように誕生したのか、
ダイバーシティ委員会のこれからの活動の意味を話された。

・人を生かす経営4委員会報告
・各支部報告
・中同協障害者問題委員会の案内

共同
求人

＜委員会開催日＞4月23日（金）　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・長崎県立大学学生との意見交換会について
・長崎県若者定着課：山口氏による総合科学大学でのインター

ンシップ授業の件
4月30日（金）野方会員、5月14日（金）土井会員、
6月11日（金）津田会員、6月25日（金）吉澤会員、
7月9日（金）菅原会員にご登壇いただく予定。聴講可。

・Ｎぴか改定について　・大学との取り組みについて
・委員会活動について　・産業雇用安定センターの件

政策
＜その他報告事項＞
■7月の中小企業魅力発信月間に合わせた取り組みについて、

県内各支部政策担当者とライン等を使い情報交換。

情報
広報

＜委員会開催日＞4月19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
・プレスリリースセミナーについて
・アイデア：「活動の手引き」をスマホアプリで見たい。長崎

同友会アプリができたら良い。

ビジョン ＜委員会開催日＞第1回委員会の日程調整中　5月に実施予定
で調整中

青年
経営
者会

＜報告事項＞
3月特別例会：ハタアゲ大会、雨天中止をうけて代替イベント
の検討。
4月通常例会：次期会長所信表明　会場：プラットおおむら
報告者：北川次期会長
5月例会：定時総会　5/15→6月に開催延期 

6月例会：慶祝例会6/19予定。昼間に長崎ぶらぶらにてSUP、
夜に懇親会を予定。
・九州沖縄ブロック合同例会について
・2025年青全交立候補について

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

どの支部でも総会があり、数字が上がっています。全体の傾向として、
今後ここから数字が下がっていきますので、どうしたらいいか例会
委員会で考えたいと思います。コロナの問題もあります。Zoom困難
者を出さないように、また会場のつくり方など考えながら、今後進
めていきたいと思います。

３）長崎県　男女参画室からの協力要請について－中村代表理事
「各分野で活躍している女性の紹介依頼あり」
4月30日の三役会前に長崎県男女参画室から2名訪問いただき、女性が
活躍している会社をタウン誌に掲載しているので推薦して欲しいと依
頼がありました。これを人を生かす経営4委員会に提案し、共同求人委
員会やダイバーシティ委員会が特に該当すると思いますが、すすめて
いきたいと思います。
→長崎県　男女参画室からの協力要請について、人を生かす経営4委員

会ですすめることを確認

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

経営労働委員会の経営指針実践セミナーは中身が充実したセミナー
です。参加申込も多く、この時期に学ぼうという会員が多い現れだ
と思います。共同求人委員会では、どういったツールで大学生が企
業を選んでいるのかという資料の共有がありました。インスタ等あ
りましたが、昔と状況が異なっています。新しいツールを活用しな
ければいけないと感じました。そうしたものを参考にしながら選ば
れる企業づくりを目指したいと思います。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
政策委員会は時委員長が長崎の今後の経済を考え、頑張っていただ
いています。情報広報委員会は田浦委員長に新しい発想を持って取
り組んでいただいています。ビジョン委員会は佐藤委員長にしっか
りとした考えのもと取り組んでいただいています。どの委員会も充
実しており、私自身多くの学びがあります。同友会が一歩でも二歩
でも進めるように委員長と一緒に頑張っていきます。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
退会や休会がかなり出ており、昨年度の期首に戻すと田中委員長か
らありました。そのためには例会を充実させないとできません。こ
れからWeb併用になると思いますが、ちゃんとした例会報告を行い、
たくさんの人に例会に参加してもらい、同友会はいいなと思ってい
ただかないといけません。仲間づくり委員会と例会委員会とタッグ
を組んで1人でも2人でも増強していきたいと思います。

５）中同協行事の「開催予定案内」について
○九州・沖縄ブロック合同例会について（5月27日（木））
・自主参加目標－33名 ・グループ長－5名（10日にグループ長会議開催）
・グループ長リーダー－本多例会委員長！
・三役会にて副代表理事に各支部長への動員を依頼。

本多委員長より萩田副代表理事、横田副代表理事、寺尾委員長、菅
原支部長にグループ長の依頼。

○中同協　第53回　定時総会の案内について（6月1日（火））
・代議員5名ということで現在三役のみに案内（参加－中村代表・萩田

副代表・江口副代表）

閉会あいさつ  （抜粋）－萩田副代表理事
明日から長崎市では長崎県独自の緊急事態宣言が発令されます。私は
たまに同友会に入っていなかったらどうなっていただろうと考えます。
きっと今頃は同業の方と「大変だね」と言って終わっていたのではな
いでしょうか。しかし副代表理事となり、こうして理事会に参加する
ことでいろんな方の話を聞くことができます。ためになり、励みにな
ります。九州・沖縄ブロック合同例会のグループ長の会議に参加する
ことで九州のトップレベルの方と触れ合うことができ、勉強にもなる
と思います。コロナ禍で会員のみなさん大変だと思いますが、協力し
合いアイディアを出すなどして取り組んでいきましょう。そのサポー
トをしていきたいと思います。よろしくお願いします。

次回開催　6月3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。

６月例会案内

●長崎浦上支部

日 時 6 月 22 日（火）
会 場 長崎ロイヤルチェスターホテル
内 容 慶祝例会

●諫早支部

日 時 6 月 16 日（水）
会 場 四季の蔵  食楽亭
テ ー マ コロナ禍における中小企業のDX（デジタル

トランスフォーメーション）の対応事例と未
来への取り組むべき課題

報 告 者 MISERU（株）　代表取締役
　津田　芳洋　氏

●大村支部

日 時 6 月 17 日（木）
会 場 長崎インターナショナルホテル
テ ー マ 人を生かし、自分を生かす

報 告 者 （株）ドゥアイネット　代表取締役
　土井　幸喜　会員（長崎出島支部）

●長崎出島支部

日 時 6 月 17 日（木）
会 場 伊勢宮神社及びサンプリエール
内 容 慶祝例会

●五島支部

日 時 調整中
会 場 調整中
内 容 調整中

●青年経営者会

日 時 6 月 19 日（土）
会 場 調整中
内 容 慶祝例会

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

会　員　数（５月１日現在 ）

浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合計

目 標 123 125 130 100 76 180

期 首 103 103 108 86 68 156 34 22 680

現 在 101 103 107 85 67 156 34 21 674

退 会 者（敬称略）

会 員 名 会　社　名 支 部 名 入会年月

髙 比 良 幸 人 髙比良設備工業 長崎浦上 1999年10月

益 田　 智 行 （株）双葉建設 大 村 2000年  3月

笠 松　 由 伸 （株）ホンダ長崎 諫 早 2020年  3月

早 田　 健 太 Room 佐 世 保 2018年  1月

水俣　実 会員（大村支部）

新住所：〒 856-0032 大村市東大村２丁目1045-11

●企業住所等変更

●島原支部

日 時 6 月 15 日（火）
会 場 HOTELシーサイド島原
テ ー マ 通販事業10年目で見えてきたもの

～これからの会社に求められる大切なもの～

報 告 者 （株）落水正商店　長崎支店　取締役
　岩　素子　会員（長崎浦上支部）

「経営環境がいかに厳しくとも、時代の変化に対応し経営を維持し発
展させる」という同友会の学びと実践がとても重要となってきます。
通販事業 10 年目で見えてきたものを岩会員にご自身の体験を報告し
ていただきます。

●佐世保支部

日 時 6 月 18 日（金）
会 場 割烹  堀江（波佐見）
テ ー マ 調整中

報 告 者 行政書士　横山聖代事務所　所長
　横山　聖代　会員

●北松浦支部

日 時 6 月 22 日（火）
会 場 松浦シティホテル
テ ー マ 調整中

報 告 者 飛鸞ひまわり基金法律事務所　弁護士
　小林　洋介　氏


