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「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 !

中同協 第２４回 女性経営者全国交流会 in 愛知 参加報告
日時：6 月 29 日（火）9：45 〜 18：30
テーマ：原点回帰 未来を育む 愛・知恵

会場：Web
〜知り愛、学びあい、生かしあう関係づくりで同友会理念の実践を ! 〜

第７分科会（愛知）

市場は今、SDGs の時代に！
女性経営者による新たな価値創造
（株）アグメント 代表取締役
愛知同友会 地区会長（2020 年度）
ヒューネクスト（株） 代表取締役
愛知同友会

財務委員長

今津 悠見 氏
鈴木 世津 氏
金田

昭子

最初に今回の交流会を実践につなげる切り口『労
につながっていくと感じました。

使見解』を実践するために 3 つの経営者の視点①傾聴

午後からは各分科会に分かれてグループディスカッ

②共感 ③提案の姿勢で学ぼうと確認がありスタート

ションも行われました。鈴木氏の報告は、女性経営者

しました。参加者は 868 名でした。
アジア経済

を海外や大手企業とマッチングさせる会社を 3 年で軌

研究所新領域研究センターの山田美和氏から「誰一人

道にのせたという内容で、鈴木氏のパワーには迫力が

とり残さない幸せの見える社会づくりに向けて～ポス

あり素晴らしい刺激となりました。ジェンダー平等に

トコロナ時代に『労使見解』をどう読み解くか～」と

は、一人ではなく同友会のつながる力で、女性比率を

いうテーマで講演がありました。奥の深いスケールの

上げ全員が同じ立ち位置に立つことが重要であると感

大きい世界レベルの内容に戸惑いながらも「SDGs で

じました。

基調講演では（独）日本貿易振興機構

掲げられた人権尊重がいかに大切か」
「労使見解の労使

長崎同友会 中村代表理事が目標に掲げた女性会員

とは誰なのか？」
「ディーセントワーク」
「正しい労使関

比率全国 1 位が大きく意味を持ち企業の発展に不可欠

係」について学びました。

であることを改めて感じた今年の女性経営者全国交流
会でした。来年はリアルで全国の仲間と交流ができた

同友会が 10 年ビジョンでも掲げている女性の力を

らと願うばかりでした。

広く社会で発揮する環境づくりこそが全ての人の幸せ
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分科会は第 3 分科会を選びました。理由は宮嶋氏の

第３分科会（茨城）

「ど真ん中を生きる経営」の実践に興味を覚えたから

ど真ん中を生きる経営
（株）Kids Creation

代表取締役
茨城同友会

です。「シングルマザーで子供を預ける場所がない。

佐世保支部
開会挨拶で中同協

なければつくってしまおう！」と幼児の国際人教育を

宮嶋さやか 氏
松尾

始めて 15 年。コロナ禍も含め多くの困難を克服して

慶一

こられた宮嶋氏の生き様は目からうろこでした。日本
の教育は枠にはめられてしまい個性が育たない。英語

広浜会長が「私の周りの女性経

営者は嫌みのない押しの強さを持っている人が多い。

保育を通じてお絵描き一つにも PDCA を活用し、ス

その女性経営者の活躍が益々期待される」と話され女

タッフ教育に根気よく時間をかけ大人の思い込みでは

全交が始まりました。

なく子供たちが何を考えているか接し方に注意して、
価値観を持った子供を育てるために行動し続ける話に

基調講演では山田氏より「男性が外で働き女性が家

感動しました。

事育児をするという【性別役割分担】の意識が根強く
残る日本社会」との話がありました。その中で一人ひ

グループディスカッションでは、
「あなたは何のた

とりが持っている個性や能力を充分に発揮できる企業

めに経営（仕事）をしていますか？そのために命を燃

づくりと、持続可能な開発目標 SDGs が目指す誰一人

やしていますか？」という重いテーマでした。グルー

とり残さない幸せの見える社会づくりに向けて、どの

プ発表での「命をかけているが、
燃やしきれていない。

ように労使見解を現代的に考え実践するか？ SDGs の

それは自分がやるのではなく、人に任せているので燃

5 番と 8 番に焦点を当てて、行政だけでなく民間の運

やしきれていないのでは。またやりたいことが本当に

動が必要不可欠と話されました。そして、日本政府が

やりたいことではないのかもしれない。ではどうした

「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）を

ら命を燃やせるのか。それは 10 年、20 年後にどうな

策定し発表した際、中同協だけがステークホルダーと

りたいか、というビジョンがあれば、命を燃やしてや

して参画したことは同友会の皆さんの誇りですと褒め

れるのではないか。将来のビジョンを持つことが大切

られました。

なことだ」という内容に共感しました。

る時に同友会の大先輩に経営者として早い決断が大事

第５分科会（熊本）

だとアドバイスをいただいたそうです。何度も危機を

コロナでも怖くない

乗り越えられてきた橋本氏の源として 3 つ挙げられて

〜同友会の学びと仲間が私の源〜
（有）
はしもと

代表取締役社長
熊本同友会

事務局

いました。まず、1 つ目は応援してくれる経営者、地

橋本 千春 氏
大島

域の方、スタッフがいること。2 つ目は専門家、メイ
ンバンクと月に 1 回会議を行い資金繰りの管理を徹底

小枝

していること。3 つ目は 1 人で考えないこと。と言わ
れていました。

今回も昨年と同様 Web での開催となりました。基

参加して学んだことは、人として基本的な「感謝」

調講演の山田美和氏の講演で印象的だったことは、
SDGs を実現するためには女性経営者の活躍が大事だ

や「早めの準備」が大切だということです。日々の生

ということです。同友会でも女性経営者や役員の方は

活の中で感謝の気持ちを忘れずに仕事の中でも早め早

少ないと思います。SDGs の実現のためにもできるこ

めの行動をしていきたいと思います。
今回、とてもいい経験ができました。参加させてい

とから実践していきたいと思いました。

ただきありがとうございました。

午後からは第5分科会に参加させていただきました。
橋本氏は宿泊業や下宿事業をされていて 3 人目のお子
さんが生まれた時にご主人が余命宣告を受け、翌年に
ご主人が他界され経営者になります。経営者になって
ままならない時にリーマンショックで予約がキャンセ
ルになり売り上げが 0 になります。その後、売り上げ
が戻りつつある時に熊本地震、コロナ禍で 3 回も売り
上げが 0 になる経験をされました。熊本地震では下宿
棟が地震で半壊になり、下宿事業を続けるか悩んでい
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各界からの提言
長崎総合科学大学 学長

池上 国広

プロフィール
・1947 年 1 月

佐賀県生まれ。

・1971 年 3 月

九州大学大学院工学研究科造船学専攻修士課程修了、同年４月

三菱重工業株式会社入

社、長崎研究所配属。
・1999 年４月

長崎総合科学大学工学部教授、2019 年から現職。専門は、海洋開発工学。近年は、五島
市沖浮体式洋上風力発電などの県内の産官学が連携した海洋エネルギー開発を推進。

会員の皆様におかれましては、平素より本

す。一方、後者に関しては、これまで製造業

学へのご支援を賜りありがとうございます。

に対する技術支援等が主体であり、決して十

心より御礼申し上げます。

分ではなかったように思います。

さて、本学は、1943 年の創立以来、県内

そこで、地域貢献の対象をより広くするた

唯一の理工系私立大学として、地域企業との

めに、このほど「オープンイノベーションセ

科学技術・産業分野における密接な協力関係

ンター」を立ち上げました。これは、地域貢

を築いてきました。

献の対象を地域全体とし、これまでの工業分
野だけでなく、窯業、商業、漁業、農業等々、

本学の教育の特徴は、「少人数教育体制で、
モノづくりのプロを育てる」ことにあります。

すべての分野において、地域が抱える諸問題

1 学年単位で各コース 20〜30 人の人数で学

の解決や地域の活性化に向けて、本学が有す

んでいます。同級生全員の顔が分かると共に、

る資源を提供することで、地域社会に貢献し

教員と学生が非常に近い距離にあり、学生一

ていくものです。

人ひとりに寄り添ったきめ細かい教育を展開

このセンターの活動の目玉として、地域の

しています。また、実験や現場で体感しなが

中小企業・ベンチャー企業を対象としたビジ

ら学ぶことで知識と技術を磨き、社会の要請

ネスネットワークを組織することを考えてい

に応え得る現場に強い「人財（材）」を育成し

ます。具体的には、セミナーや研究会の開催、

ています。

技術・経営相談等を行って、会員企業と本学
との連携・交流、会員企業間の連携・交流の
場を提供することです。

ところで、大学の使命には、教育、研究、
社会貢献の 3 つがあります。本学は地域に存

センターの活動においては、地域に入り込

立する大学として、社会貢献、特に地域貢献

み対話を積み重ねていきますが、皆様方にも

を大切にしています。
地域貢献としては、育てた人財（材）を地

是非、本学に来ていただきたいと思います。本

域へ送り出すことと、研究成果を地域へ還元

学の敷居は決して高くありません。理想は、本

することがあります。前者に関しては、皆様

センターが、皆様方が集うサロンになることで

方の会社に多くの学生を採用していただいて

す。そのような交流の中で、皆様方と共に歩み、

おり、それなりの貢献はできていると思いま

地域産業の振興を牽引していきましょう。
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長崎浦上支部 例会報告
日

時

7 月 27 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

長崎県で実現する Society5.0・DX
これからの社会・産業・行政の形
～今を踏まえ、明日に備える～

報 告 者

長崎県企画部 産業労働部 政策監
次世代情報化推進担当 三上 健治

出席者数

59 名（会員 33 名（うち Web6 名）、ゲスト
11 名（うち Web3 名）、他支部 14 名（うち
Web5 名）、事務局 1 名）

氏

今回の例会では、言葉と
して何となく聞いたこと
が あ る、 見 た こ と が あ る
Society5.0・DX について事
例を含めて、県の三上氏か
ら分かりやすく解説してい
ただきました。
な話題まで大変興味深く、1 時間の報告だけでは物足

三上氏の報告を聞くまで

りないくらい内容の濃い報告でした。

は、我々中小企業はデジタ
ル化とはほとんど無縁の存

次にグループディスカッションでは、
「あなたの会

在で、あくまでも大企業だ

社をみんなでＤＸ化してみよう」という面白いテーマ

け取り組みをしているもの

で活発な意見交換がなされました。
例えば、
「単純作業はロボットにまかせる」
「自社の

と理解していました。
ところが、現実は意思決定が遅い大企業よりもトッ

商品やリアルタイムに作業内容のデジタル画像を使っ

プダウンの中小企業がより DX 化がしやすく、また迅

て顧客に説明する」
「ペーパーレス化を進めて、デジタ

速に結果が出るとの話を聞いて、まさに目から鱗が落

ルで労務管理や社員間の情報の共有化、見える化を図

ちる思いがしました。また、コロナ禍で不確実性の高

る」等というような積極的な意見から、
「目標を持た

いこの現代においては、中小企業のトップが強い意思

ないと DX はやれない」
「担当するリーダーの育成が大

決定力を持って、DX の導入を図っていかなければ自

事」
「自社に合った DX の見極めをどうするか」といっ

社の利益と繁栄を失いかねないということも学びまし

たような慎重な意見まで出ました。
今回の三上氏の報告で 2 つのキーワードが身近な存

た。

在として感じられ、消極的だった DX 化の取り組みに

事例紹介では、もう現実的になっている空飛ぶ車や

一段と弾みがつくものと思われます。

ドローンが色々な意味で、人の動きや物流に変革をも
たらすという話や、地元長崎の企業が LINE を活用し

（文責

た画像から文字起こしできるソフトを開発という身近

浜本

義文）

長崎出島支部 例会報告

市商工部産業雇用政策課の

日

時

7 月 15 日（木）18：00 ～ 20：30

現在の長崎市における中小

会

場

サンプリエール・Web

企業向けの政策とこれから

テ ー マ

with コロナの長崎市の政策とこれから

の「官・民・学」の連携事

報 告 者

長崎市商工部
岩永 貴博

ロナに関する市の補助事業

出席者数

52 名（会員 42 名（うち Web8 名）、ゲスト
7名、他支部2名（うちWeb1名）、事務局1名）

など多くのことをご報告い

今回の例会は「中小企業魅力発信月間」に合わせ政

まず、自治体のワクチン

策委員会で担当させていただきました。そして、長崎

接種状況やコロナ禍での緊

産業雇用政策課
氏

岩永課長にお越しいただき

業、with コ ロ ナ・after コ

課長

ただきました。
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急支援策、現在の通常の政策をお話しいただきました

「皆さんの真面目で真剣なお姿に感心しました」との

が、参加者からは知らなかった政策があったなどの声

感想を述べられ、参加者に対し「何かあればいつでも

が上がり大変勉強になりました。報告の後半は実際の

お越しいただきご相談ください！」と言っていただき

事例なども挙げて地域課題をビジネスに繋げる取り組

長崎出島支部と市政の距離がまた一歩近づいたと感じ

みなど分かりやすくお話し下さいました。

ました。
この日は県下一斉仲間づくりの日で昼間は長崎出島

グループディスカッションではテーマを「長崎市の
政策とまちづくりに対しての中小企業の役割」とし、

支部の平山仲間づくり委員長を中心に会員・ゲストを

自社の事例やお聞きした報告でやりたいこと、生かせ

合わせ 20 名以上の参加でその日の入会が 6 名と素晴ら

ることなどの議論が活発に飛び交いあっていました。

しい結果となりました。その入会希望者と別のゲスト

また我々、中小企業が地域にどのように関わっていく

が数名参加していただきそこでも新たな入会希望者が

かを同友会の 3 つの目的の「よい経営環境をつくろう」

出ており長崎出島支部も勢いづいています。11 月 11

を基本に掘り下げ、身近な課題やコロナ禍の影響で疲

日の経営フォーラムの大成功に向け、また「長崎市中

弊した企業の応援策、これからの事業展開など、積極

小企業振興基本条例」制定へ向けさらに勢いを加速さ

的に行政に関わり地域と共に進んでいくような前向き

せていきたいと思いました。
（文責

なディスカッションとなったと感じました。岩永氏も

安井

忠行）

大村支部 例会報告
日

時

7 月 15 日（木）18：00 ～ 21：00

会

場

長崎インターナショナルホテル・Web

地域経済の未来
～地域中小企業と地域金融機関による価値共創～
テ ー マ 自社の事業価値を磨き上げる便利ツール
「ローカルベンチマーク」と「経営デザイン
シート」
報 告 者

（一社）
日本金融人材育成協会 会長・金融庁参与
森 俊彦 氏

出席者数

68 名（ 会 員 37 名、 ゲ ス ト 17 名、 他 支 部
13 名（うち Web10 名）、事務局 1 名）

7 月は中小企業魅力発信月間。各支部の 7 月例会に
おいて何かしら我々中小企業の魅力を発信できる例会
にしようと各支部政策委員会が企画を担当。大村支部
では地域の金融機関の皆さんに中小企業の魅力を感じ
ていただこうと、中小企業と金融機関が共に学べ、対
話できる例会を企画しました。
講演では地域経済エコシステムの好循環ループを実
現するための地域金融機関の在り方と「伴走支援型融
資」について、そのために必要な金融機関と中小企業
の両者の共通言語としての「ローカルベンチマーク」
と「経営デザインシート」の必要性について説いてい
ただきました。また、大企業だけでなく、これからの
中小企業の経営においても ESG、SDGs の視点を避け

5

マーク等を利用した中小企業の「見える化」
「 見せる
化」の推進、中小企業経営者と地域金融機関の平時か
らの信頼関係の構築の必要性を熱く説かれました。こ
れらを普段から経営指針の作成等の活動を展開してい
る全国の中小企業家同友会が率先して推進することに
期待されました。
グループディスカッションは「経営デザインシー
ト」の一部から抜粋して「自社事業における『これま
で』の外部環境と『これから』の外部環境」をテーマ
とし、コロナ前とコロナ禍とコロナ後における自社の
ては通れない環境になりつつあることや、中小企業経

外部環境についてディスカッションを行いました。

営者の金融リテラシー向上の必要性、ローカルベンチ

（文責

諫早支部 例会報告

たいとのことです。

中川

有二）

市民の家計を助ける仕組み、子育てへの施策として

日

時

7 月 21 日（水）18：30 ～ 20：30

は、医療費の現物給付化や第一子、第二子への軽減、

会

場

L&Lホテルセンリュウ・Web

小中学校の給食の無償化を目指したいとのことです。
また今の諫早駅の現状を話され、西九州新幹線のフ

テ ー マ

今後の諫早市政について

報 告 者

諫早市長
大久保

出席者数

68 名（会員 40 名（うち Web1 名）、ゲスト
11 名（うち Web1 名）、他支部 14 名（うち
Web2 名）、事務局 3 名）

潔重

ル開業を目指すお考えとのことで、観光については今
後、諫早各地区へ大手ショッピングモールや諫早湾干

氏

拓地付近の自然、河川敷やボート練習場などに期待し
ています。
諫早市政に強い意思で挑んでおられる姿勢と、中小
企業振興基本条例の制定に向けてご協力を必ずいただ

今回は、4 月 10 日に諫早
市長に就任された大久保氏

けると確信した報告でした。市と商工会議所、
商工会、

をお招きし今後の諫早市政

同友会が連携してどういう形でやっていくか、開かれ

についてお話しいただきま

た市政でご意見を下さいとのことでした。

した。ゲスト、他支部会員

我々も諫早市政をバックアップして、大久保市長が

の出席も多い例会となりま

諫早市のためにという意思と同じ気持ちで進んでいき

した。

たいものです。

「来てよし

住んでよし

育ててよし！ あなたの
まち諫早 ‼ 」を選挙公約
として、これを軸に第 2 次諫早市総合計画をリンクし
て新たな政策を目指しています。さっそく新人事とし
て副市長二名、教育長、幹部職員の異動、そして上下
水道局長も人選されたそうです。
まずは諫早市の現況について話をされ、その後、今
後の方針についてお話いただきました。貝津工業団地
は今後特にソニーの工場拡大にともない大量に水が必
要になるとのことで、これに伴いまた新たな人材確保
ができるとのことです。また南諫早産業団地も開発中
です。自然災害に強いまちづくり、地の利を生かした、
諫早入りしたくなる要所の確立、また働く場所と同時
に住む場所を確保し、住宅事情改善を目指すとのこと
です。土地価格を安くできれば外に出ている方々も諫
早へ住むきっかけが増えます。人口が増え、経済活動
が活発化します。危険な場所は別として、規制してあ
（文責

る土地でもなるべく住宅を建てられるようにしていき
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杉本

誠二郎）

うことは経営者にとって重要な仕事です。

島原支部 例会報告

経営者の想いを社員さんにまずは「理解」し、次に

日

時

7 月 20 日（火）19：00 ～ 21：00

会

場

HOTEL シーサイド島原・Web

大きく会社を動かせます。すべては経営者の「熱い想

COVID -19 危機管理
～備えあれば憂いなし～

のような想いを強くされたそうです。

テ ー マ
報 告 者

（資）中央薬局
織田 哲平

「納得」し、最後に「共感」してもらうことで初めて
い」から始まります。今回の体験により織田さんはこ

代表社員
会員

また、新型コロウイルスを正しく恐れ、適切に対処
するために、ウイルス、ワクチン、感染したときの対

42 名（会員 20 名、ゲスト 18 名、他支部 3 名、
事務局 1 名）

出席者数

応方法等について医学的エビデンスに基づき説明して
いただきました。
経営者として、また薬剤師としての報告は、実用
的、実務的で多くの学びがありました。会場では、
「溢
れる情報に惑い迷わされることなく、エビデンスに基
づいて情報の精査を行うことが必要」
、
「コロナ前には
戻らないので、リスク管理に対する考え方も発想の転
換が必要」
、
「社員とのコミュニケーションが大切」と
いった感想が挙がりました。

2020 年 3 月。コロナ禍の第 1 波が日本全国を襲い始
めていた時、織田さんはすぐさま動かれました。
１．有事の際の「危機管理マニュアル」の整備、有事
対応の関係機関への事前確認、有事の際の「給料
補償」
。
₂．新型コロナウイルスやワクチンについての社内勉
強会の実施（後にワクチン接種者への対応につい
ても）
。
₃．事業継続のための資金を確保し、2 年間は耐えら
れるようにすることを考えること。
これらを迅速に社員に伝えることで、
「安心して働
けること」、「感染したら大変なことになること」を、
早く全員が共有することで、
「徹底した防疫対策」
、
「行
動の熟慮」を行うことが目的だったそうです。これに
より社員が意識して自律的に行動し、安心して働いて
もらっているそうです。
多くの企業では、火災や地震等の災害への対策のた
（文責

め、マニュアルの作成、訓練、備蓄、事業継続計画の
作成をされていることと思います。リスクヘッジを行

長崎と中国の双方で貴社の
中国ビジネスを支援します !
興味はあるけれど何から始めていいのかわからない中国ビジネス。
プライアントと大連橋口が架け橋となり、皆様の中国ビジネスを徹底支援します。
業務
内容

・市場調査 ・輸出・輸入先の開拓、現地フォロー
・ビジネスマッチング ・通訳派遣、工場見学のアテンド
・第三者検品 ・商標登録など登記代行

お問い合わせは 橋 口 へ
LINE でお気軽に !

大連橋口貿易有限公司 遼寧省大連市西崗区風光街 33 号 鞍鋼大厦 17 階
執行董事 橋口 久（プライアント株式会社 代表取締役社長）

橋口

久 会員（佐世保支部）
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梅澤

浩）

佐世保支部 例会報告
日

時

7 月 16 日（金）18：30 ～ 21：00

会

場

アルカス SASEBO・Web

テ ー マ

報 告 者

出席者数

地域の発展は私たちの発展・成長があってこ
そ！市と私たちの力を合わせて会社を発展さ
せましょう！
佐世保市観光商工部商工労働課
主幹 金子 泰雄 氏、係長 鳥本 実穂 氏、
主査 荒木 一浩 氏、主査 岩口 麻紀 氏
十八親和銀行営業推進部デジタル化支援グループ
部長代理 井川 浩二 氏、調査役 横尾 真樹 氏、
副調査役 高比良 寛之 氏、副調査役 長谷川 宏 氏、
副調査役 竹末 明広 氏、副調査役 山下 宏忠 氏

を交えて、その効果をお話しいただきました。
グループディスカッションでは、佐世保市ならびに
十八親和銀行の皆様とともに支援策の活用について意

60 名（会員 41 名（うち Web11 名）、ゲス
ト 14 名、他支部 3 名（うち Web1 名）、事
務局 2 名）

見交換を行いました。非常に活発なディスカッショ
ンでした。参加者の方からは「知らないことを知れ
た」
「一日経営ドックを活用したい」
「今回学んだ対策を
使って新たなビジネスモデルを構築したい」など今回
の内容を生かした意見が多く寄せられました。また、
「DX 化の支援を手厚くしてほしい」
「 飲食店支援金を
面積や従業員人数・規模に合わせて実施してほしい」
といった今後のための意見が出ていました。
佐世保市の方より「事業者の方と直接お話しする機
会が少ないので、グループディスカッションは非常に
貴重でした」
「経営者の方が日頃お考えになっている経
営課題を具体的に知ることができたので、参加してよ
かった」といった感想を寄せていただきました。3 月
に政策委員会を中心としたプロジェクトチームを発足

2 年ぶりに佐世保市との合同例会を開催いたしまし

し、事務局の多大なサポートを受けながら、市と何度

た。7 月は中小企業魅力発信月間であり全国の同友会

も対話を重ね、内容づくりをしてきましたが、活発な

が自治体との連携を深める活動をしています。我が佐

議論の様子と参加者の声にプロジェクトチームを誇り

世保支部においては佐世保市観光商工部商工労働課な

に思います。

らびに十八親和銀行営業推進部デジタル化支援グルー

今後も佐世保市との交流を重ねて、より緊密に連携

プの皆様を報告者にお迎えして、中小企業への支援策

することで、地域経済の発展に貢献していきたいと思

を 3 つのテーマ（コロナ経済対策、DX 化、人材確保・

います。

育成）と事業再構築補助金についてお話しいただきま
（文責

した。DX 化では十八親和銀行営業推進部デジタル化

冨松

太一）

支援グループの同友会会員企業のデジタル化実践事例

北松浦支部 例会報告
日

時

7 月 20 日（火）19：00 ～ 21：00

会

場

松浦シティホテル・Web

テ ー マ

ブランドとブランディング事始め講座

報 告 者

つむぎラボ 代表者
矢ヶ部 一郎 氏

出席者数

19 名（会員 13 名（うち Web1 名）、ゲスト
1名、他支部4名（うちWeb1名）、事務局1名）

今回は、北松浦支部の今期の活動方針に基づき、外

る講義を取り入れた例会となりました。

部からの情報を仕入れることを目的に、会外の方によ

矢ヶ部さんは、佐世保支部会員である山領さんが代
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表取締役を務める（株）広告のアクセスに長年勤務さ

企業成長に欠かせないブランディング戦略を実践す

れた後に 2 年程前に独立され、つむぎラボの屋号で企

るためには実施する目的やタイミングを明確にするこ

業サポートをされています。報告は企業のブランディ

とが肝要であると感じました。
今回の報告はブランディング戦略でも基礎となる部

ング戦略のポイントに焦点を絞った内容でした。

分であり、かみ砕いた内容に実例を盛り込んであり、

「企業成長におけるブランドとは、企業と他社、他

非常に理解しやすい内容でした。

社商品や他社サービスを分類した時に消費者や顧客が

Zoom の運用については、操作面、環境面において

その企業を選ぶための意思決定を助ける識別意識に、
その人の好みや思い入れが付加されると必然的に発生

改善課題を抱える支部ですが、今回は事前準備、報告

するものである。これは知名度や差別化、ロゴデザイ

者の操作技術もあり、これまでと比較してかなり状態

ンに左右されるものではない」という考え方が印象的

は向上したため、今後の参考となりました。
また、今回の例会には、長崎出島支部のフォーラム

でした。
また、ブランディングを実践することで、選好性が

キャラバン隊が参加され、会の盛り上げに寄与いただ

上がり利益につながるだけではなく、還元された利益

き、中村代表理事のご挨拶もいただけたことから新鮮

は企業の更なる成長につながり、ひいては離職率の低

かつ緊張感のある理想的な例会となりました。

下や人材の確保へと波及するというプラス面のサイク
（文責

ルができることも理解できました。

五島支部 例会報告

とができる資金を集められたようです。

前川

浩二）

グループディスカッションでは、
「ウイルスやワク

日

時

7 月 20 日（火）19：00 ～ 21：00

チンに対しよく勉強されている」
「報告を聞いてワクチ

会

場

福江総合福祉保健センター ２F 研修室

ン接種を決めた」などの感想がありました。ディス

COVID -19 危機管理
～備えあれば憂いなし～

機管理は何ですか」に対して、
「習い事に来た子供た

テ ー マ
報 告 者
出席者数

（資）中央薬局
織田 哲平

カッションテーマ「あなたの会社の気を付けるべき危

代表社員
会員（島原支部）

ちに対し、絶対にケガがないよう、自身はもとよりス
タッフにも徹底している」
「今の時期は特に熱中症対策

会員３名

に気を使っている」
「外で作業をする社員に対して冷蔵

今月の例会は対面で、会場を設け Web にて島原支

庫に飲み物を常備して自由に飲んでもらい対策してい

部の例会に参加させていただきました。報告内容はコ

る」
「現場作業を行う際、お互いに危険個所を確認し対

ロナ禍において織田さんが自社で行った感染症対策の

策を言葉にして確認しあう」などの意見が聞かれまし

お話でした。

た。

まずは、安心して働ける環境整備として、有事の際

今回の報告をお聞きして織田さんは、コロナ禍にお

の危機管理マニュアルの整備、有事対応の関係機関へ

いて素早く危機管理マニュアルを社員さんのことを思

の事前確認、有事の際の給与補償の整備を行われまし

い整備され、そして社員さんも実践されていると思い

た。次に COVID-19 への正しい知識の備えとしてウ

ました。
最後になりますが島原支部の皆さん、お世話になり

イルス、ワクチンに対する正しい情報を収集し、社内

ました、ありがとうございました。

勉強会を行い、ワクチン接種決定者へはスケジュール
の優遇を行っていました。そして資金面では生き残る

（文責

ために、国策の利用、銀行からの借り入れ、保険資産
の見直し、最後は個人資産を投入し 24 カ月耐えるこ
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設楽

誠）

青年経営者会 例会報告
日

時

7 月 30 日（金）19：00 ～ 21：00

会

場

させぼ市民活動交流プラザ・Web

テ ー マ

同友会に育てられた私
～就職経験ゼロだった私が起業し同友会で
学んだこと～

報 告 者

ふかわ. com 代表者
府川 正樹 会員（佐世保支部）

出席者数

24 名（会員 15 名（うち Web6 名）、青年経
営者外会員 8 名
（うち Web2 名）、事務局 1 名）

た。また、佐世保支部の役員
も長年務めてきて、現在は副
支部長を務めています。青年
経営者会においても現在県北
エリア長を務めていただいて
おります。
府川さんの話の中で日本の IT 業界の現状等が話題
にあがりました。日本は IT の普及が先進国の中で遅
れているという現状を教えていただきました。また、
IT 技術を教える人材が現在も不足しており、10 年後
においても数十万人単位で不足するという予測がされ
ていることも教えていただきました。この予測に関し
ては報告を聞いていた方の多くが驚きの声をあげてい

今回の例会は今年度初めての県北ブロック担当の例

ました。「そういう状況であるため、自分としてはビ

会として、佐世保市内で行いました。

ジネスチャンスがあるのではないか」と府川さんは話

報告者の府川さんは大学では建築の勉強をしていた

していました。

そうですが、大学卒業の頃はリーマンショックの影響
でなかなか就職先が見つからない状況でした。そこで

グループディスカッションは 3 グループに分かれて

職業訓練校でコンピューターを学びパソコンのインス

大いに議論が盛り上がりました。今回は佐世保支部の

トラクターの仕事で起業しました。

会員の方にも多数ご参加いただき、また県央エリアの
会員の方にも参加していただいて非常に有意義な例会

また、起業とほぼ同時期に同友会にも入会すること

になったのではないかと思います。

になったそうです。社会人歴＝同友会歴という経歴の
府川さんは、入会して間もなく佐世保支部経営指針づ

（文責

くりセミナーに参加して自社の経営に生かしてきまし

北川

亮）

中同協 第 53回 定時総会 参加報告
日時：6 月 1 日（火）13：00 ～ 16：45

会場：Web
ぼす中、大きく転換しつつある時代や情勢をとらえ、

第３分科会（長野）

今後を展望する総会とする。

何のため誰のための同友会か

₂．運動の到達点を共有し誇りと確信をもつ

〜出逢えてよかったと語り合う風土〜
協栄電気興業（株）取締役副会長
長野同友会 代表理事

事務局長

激動の中、全国各地で進められてきた運動の到達点
を共有し、誇りと確信をもって今後の運動に取り組ん

松本 克幸 氏
山田

でいく契機とする。

幸司

₃．強靭な企業づくりを推進する

強靭な企業と地域を築き上げよ

持続可能な地域づくりに果たす中小企業の役割を確

う」というスローガンのもと、3 点の開催意義・目的

認し、強靭な企業づくりを自社や会内で推進する決意

が掲げられました。

を改めて固める機会とする。

「激動をよき友に

まずは、広浜会長から「同友会運動の正しさを改め

₁．今後を展望する

て痛感した」と会外に対する発信の機会が増えてきた

新型コロナウイルスが世界や日本に甚大な影響を及
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2017 年度の青年部発足が大きな起爆剤となって、

ことを踏まえて、
「更に一歩ずつ前進したい」と力強

関東甲信越ブロックの連携の強化もあり、コロナ禍に

い挨拶をいただきました。

もかかわらず 2020 年度は会員数純増 25 名で全国 1 位

続いて、中山幹事長からの議案提案。短い時間なが

に輝かれました。

らもポイントを的確に述べていただきました。
「同友会づくり」をテーマにした第 3 分科会では、松

大事にしていきたいこととして、
「一人ひとりが主

本さんと長野同友会の取り組み事例について学びまし

役の会」
「ただ単に会員数を追うのではなく『風土づく

た。

り』が大切」と強調されました。

全国大会で学びに目覚められた松本さん。会社の特

労使見解の普及・理解も進んでいるそうです。あた

徴として、「理念経営、毎年経営方針書を作成し、人

り前のことをいかにあたり前に推進していくかが本当

間尊重・人を生かす理念経営をしている」と最初に述

に大事だということを改めて学びました。
分科会の後は全体会に戻り、議案の一括承認と総会

べられました。

宣言の承認が行われ、閉会となりました。

会では代表理事として、
「何のための誰のための同

ONLINE とはいえやはり緊張感が溢れ、刺激ある

友会なのか」と常に会内に問い続け、長野同友会（11
会員数 785 名）全体を巻き込み、日々の活動は

定時総会でした。参加させていただきありがとうござ

もちろん運動のけん引役としてご尽力なされていま

いました。中同協事務局の皆さんの設営に本当に感謝

す。

いたします。

支部

中同協 中小企業魅力発信月間キックオフ行事 参加報告
日時：7 月 6 日（火）13：00 ～ 17：00

会場：Web

県政策委員長

時

講演があり、中小企業の存在意義と社会的役割を考え

忠之

る良い機会となりました。その中でも、中小企業憲章
の成り立ちから考える我が国における、またこれから

我が国では、
毎年 7 月 20 日を「中小企業の日」とし、
更には 7 月の 1 ヶ月間を「中小企業魅力発信月間」と

目指すべき中小企業の真価について、自身の認識を新

位置付けています。これは中小企業の社会的役割につ

たにすることができ、またそこから派生する中小企業

いて広く国民に伝達することを目的として、2019 年

振興基本条例のもつ重要な役割について再確認するこ

に政府により決定されたものです。

とができました。講演の後半部分では、政府中枢にあ

これに合わせ、中同協ではその目的を果たすべく今

る中小企業再編論の骨格をなす、いわゆる「アトキン

年初の試みで「中小企業魅力発信月間キックオフ行事」

ソン理論」を、
数字的にも本質的にも見事に喝破され、

と題した全国行事がオンラインにて開催されました。

この反論ロジックを我々事業者が事業を通して体現す

広浜会長による「中小企業者と、そこに集う社員が

ることで、中小企業を中心とした本物の国家づくりが
なされていくのだと自覚しました。

自身の仕事に誇りを持てるのか」との開会挨拶で始ま
り、その後、第 1 部として各地同友会での実践事例報

その後の、グループ討論においても活発な意見が交

告で幕が開きました。事例報告は、「障がい者雇用・

わされながらも、参加同友会会員からは今回のテーマ

学校教育・金融連携・行政（振興条例）」といった、4

ともいえる「社会づくり（経営環境を整える）
」につ

分野での全国各地の先進的な取り組み事例を聞くこと

いての興味関心が乏しい会員が多いとの悩みが聞かさ

ができました。特に、広島同友会における金融機関と

れました。これは、今回行事における長崎同友会の参

の連携事業は、今後中小企業がその力を発揮するため

加率を見ても、
全くかそれ以上の傾向にあると認識し、

には必要な施策であり、ここ長崎県においても同友会

再度自身の政策委員長としての役割の重要性を感じま

が先駆的に取り組んでいくべき事業であるとの思いに

した。
「中小企業は社会構造の重要インフラである」
。この

至りました。

ことを肝に銘じ、自企業も社会も両輪にて発展するよ

また、第 2 部では中同協企業環境研究センター委員

うに努めてまいります。

を務められる吉田敬一氏（駒澤大学名誉教授）の基調

諫早支部

馬場

として、（株）オグネット

一信

代表取締役

小串

康博

氏より大分同友会の障がい者問題委員会が 2001 年発

第 1 部の実践報告では、「障害者雇用の現場から」

足以来、障がい者の実習受け入れ、雇用に取り組んで
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禍の現状把握の必要性で一致し、町が緊急アンケート

きた事例が紹介されました。
次に「学校の現場から」として府立高校と同友会と

を行い、町内事業者の現状と支援検討、その提言を振

の連携による就労支援の事例が紹介されました。報告

興会議から町長へ提出し、速やかに地域のために必要

者の大阪府立西成高等学校の山田校長は、同友会とは、

な施策を検討し、即時展開されているそうです。

10 年来のお付き合いで、きっかけは、高等学校校長

基調講演では中同協企業環境研究センター委員の吉

会有志とのコラボで大阪同友会代表理事との名刺交換

田敬一氏より講演をいただき、挨拶の中で“感性は、

から始まったそうです。地域活性化のため、高校での

触れ合ってこそ生まれる”と言われた言葉が印象に
残っています。

「キャリア支援」事業として、経営者の高校時代の考
えと、これまでのやり方などを報告し、また中小企業

講演では、
「2010 年の中小企業憲章の制定」
「生産性

の経営者しかできない「顔の見える企業」として、意

基準原理に基づく中小企業淘汰政策の懸念―アトキン

見交換会や学校情報の共有を現在行っているとのこと

ソン理論の検証」
「持続可能な地域経済社会を支える中

でした。

小企業としての生活必需品の供給と雇用の維持」につ
いてお話がありました。

次に「地域金融機関から」として、広島信用金庫
吉岡常務理事より広島信用金庫と広島同友会が「広島

その後、グループ討論にてテーマ「中小企業に求め

を元気にする協定」を締結し、定期的に連携会議や交

られる社会的役割」で討論いたしました。
「産学官民

流会を開催され、信用金庫が同友会へ「学びの場」と

で連携する中小企業でありたい」
「魅力ある町づくりと

して新入会員の紹介を積極的に行われている事例紹介

して、現場をつくる・ゆっくりとした仕事時間・トヨ

がありました。

タ頼みばかりじゃなく自社を生かす」などの意見が出

そして、「自治体から」として広陵町の山村町長よ

ました。感想として、今後の中小企業の立場や地域へ

り「中小企業・小規模企業振興基本条例」の制定によ

の対応の仕方など同友会ならではの言葉が初めての討

り、コロナ禍で実施することができた取り組みを紹介

論の中で話し合えるのが、今更ながらとてもいい会で

されました。振興会議を定期開催していた時、コロナ

あると思いました。

事務局次長

峰

にして把握しているか」です。人口減少、働き方改革

圭太

への対応、若者流出などという言葉を並べれば把握し

7 月が中小企業魅力発信月間と定められたことによ

ているようにも思われがちですが、本質的に（具体的

り、この度キックオフ行事が完全 Web で開催され、

な数字、比較など）とらえているかと問われればそれ

参加させていただきました。4 者からの実践事例報告

は NO です。一部の会員からの話で業界全体の課題と

後、基調講演、最終的にグループディスカッションと

とらえてもいけませんので、やはり自分自身しっかり

いう凝縮されたイベントでした。

とアンテナを巡らせ情報を処理する力をつけ「セン
ター的機能を果たす事務局」たる存在になろうと思い

4 者からの実践事例報告は、ダイバーシティ委員会

ます。

の取り組み（大分）
、高校との連携（大阪）、地域金融
機関との連携（広島）
、条例によるまちづくり（奈良）

2 つ目は「具体的に」です。グループ発表でも「人

から構成され、
それぞれから学ばせていただきました。

を生かす経営の総合実践が大事」
「 中小企業の魅力を

基調講演は駒澤大学の吉田敬一名誉教授から「中小

もっと発信すべき」などの意見が出ました。確かにそ

企業の存在意義と社会的役割」について中小企業憲章

うですが、今後はこの「総合実践」
「魅力を発信」を誰

の理念を「何のためにあるのか」という視点から講話

が誰に対し、どのように、をもっと明確にしていく必

いただくと同時にアトキンソン理論に対するデータの

要があると感じました。

読み解き方も詳しく触れていただき、あらためて多面

このことから 3 つ目として委員会同士、横の連携の

的な視野を持ち、正確な情報分析力の必要性を学ぶこ

重要性を再認識しました。今回は政策委員会主体のイ

とができました。

ベントでしたが実践事例報告はダイバーシティがあ

グループディスカッションテーマは「中小企業に求

り、またグループディスカッションでは若者を地域に

められる社会的役割」
。主な意見としては雇用や情報

残すために学校との連携という共同求人の活動に通じ

発信、自社の強みを生かして社会に貢献するなど貴重

るものがありました。役員は代わっていくことがあり

な意見を聞くことができました。

ますが運動を継続させるために事務局の役割がありま

今回参加させていただいたことにより、自身の課題

す。局内でも横断的な情報共有を強化し会員、地域の

と会への提起として大きく 3 点を挙げさせていただき

発展のためにできることを追求していきたいと思いま

ます。

す。

まずは自身への課題として「地域の課題をどのよう
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第１回 中同協 経営労働委員会 参加報告
日時：7 月 14 日（水）13：30 ～ 16：30
県経営労働委員長

会場：Web
宇土

そして、
『中小輝業への道』の発刊報告がありまし

敏郎

た。これは、何のための就業規則なのかを解説してい
ます。同友会が目指している労使関係の「対等な労使

2021 年度の第 1 回経営労働委員会に参加しました。
実践報告では、香川同友会の江本手袋（株）取締役 江

関係」からの就業規則の作成となっています。会員の

本 昌弘氏から手袋製造業界の変遷と自社の対応につ

利用を希望するとのことです。
また、2021 経営労働問題全国交流会が 9 月 21 日 13

いて報告がありました。

時から Zoom にて開催されます。多くの会員の参加を

生産拠点の海外移転に伴い、厳しい経営環境下で

期待します。

「手袋職人を守り、育てる」を理念として新たな取り
組みとコロナ禍で更なる試練を経験したことから、①

最後に、増強する経営労働委員会になるため、経営

「地域づくり」は経営者と企業の責任、②事業ドメイ

指針の成文化と全社的実践を全国に広めようとのこと
でした。

ン「喜び合いエンタメ業」
、③労使見解における新た
な問題「人間性の回復」を掲げ、それぞれの魂が輝く

まとめとして「人を生かす経営」をキーワードに

「人を生かす経営」を実践しているとの内容で、大き

様々な取り組みが企画され、実践されています。長崎
同友会も人を生かす経営 4 委員会を中心に活動の拡大

な学びが得られました。

を推進していくと改めて決意しました。今後、各支部

また、企業変革支援プログラム改訂報告があり、来

委員長を通じて会員各位に広げていきます。

年秋頃に改訂されるとのことです。

県経営労働委員会

副委員長

平野

形の財産を生かすことが活性化の基本方針」となりま

大介

した。
また、後半部では企業変革支援プログラムに基づく

まず、新年度の委員会の体制について報告がありま

実践について、「改訂の進捗状況の報告があり、step1

した。

と 2 が一つの書籍にまとめられる」
「11 月 12 月普及月

引き続き実践報告として、江本氏より「瀬戸内バレ

間についての意見交換と提言」がありました。

アリック経営～労使見解における人間性の回復とは

労使見解と今日的課題については、
「
『中小輝業への

～」のテーマで報告がありました。

道』発刊についての報告」
「就業規則に関する各同友会

元々手袋職人の地域でありながら、下請け体質から

の取り組みについて意見交換」がありました。

脱却出来ず、機械化と海外生産の波に圧され衰退して
いきました。経営指針の作成と理念をもとに、革新的

総評として Web 会議にも皆様慣れてこられスムー

な手袋作りで第二創業を果たし、自社ブランド「佩（ハ

ズに会議は進行されました。各同友会はコロナ禍の中

ク・hac）
」をネット販売にて展開し、瀬戸内バレアリッ

でも動員する経営労働委員会を目指し、様々な工夫を

ク経営の基盤を築くに至りました。

実践していました。
東京は経営指針を軸に今だからこそできることを模

グループ討論では感想として、
「埋もれている職人
の発掘は国にとっても大きな課題」
「ネットの普及で販

索し来期から運用予定です。また、香川は経営指針、

路が大きな変化がおきている」
「既成概念にとらわれず

企業変革支援プログラムの活用で更なる魅力アップを

提案することの大切さを学んだ」などの意見が出てい

目指して尽力されていました。

ました。質疑応答では、
「海外進出は考えているか？

見習うべき点は積極的とりいれて、なぜ同友会活動

→ゆくゆくは考えている」
「機械化は考えているか？→

が必要なのかを会員に周知し、同友会の魅力を全県的

機械化できる部分はしていきたい」などが出ていまし

に発信していくことで更なる増強に繋がると確認し委

た。まとめとして、
「10 年ビジョンはわくわく感が大

員会の総括を結びたいと思います。

切」
「危機感がマーケティングの基本」
「地域の有形、無

事務局主任

田口

今回報告事項として、①労使見解を深めるために書

友廣

籍『共に育つ 1・2・3』が非常に役立つものであり、

2021 年度第 1 回目となる中同協経営労働委員会が

各地同友会での普及をと呼びかけがありました。②書

Web で開催されました。全国からは 94 名の参加者が

籍『中小輝業への道～就業規則と「働く環境づくり」

あり、長崎から 3 名が参加しました。

で成長する～』が 7 月に発行され、こうした書籍を活
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用し人を生かす就業規則の実践をと提起がありまし

ことでした。グループディスカッションでは、その点

た。③ 2022 年 2、3 月を「働く環境づくり月間」とす

について意見が交わされ、成果を出すために必要なこ

ることが報告されました。④企業変革支援プログラム

とは経営姿勢が確立されていることが大切ではないか

について 2022 年秋に発表予定で改訂に取り組んでい

と確認することができました。
また報告の中で地域づくりの大切さについても触れ

ることが報告されました。
その後、香川同友会
本

江本手袋（株） 取締役

られ、「地域づくりは経営者と地域の責任」と語り、

江

自身が主体的に関わること、地域の人々と連携するこ

昌弘氏より「瀬戸内バレアリック経営～労使見解

との大切さを学ばせていただきました。

における人間性の回復とは～」をテーマに実践報告が

今回の学びはさっそく県の経営労働委員会で共有を

ありました。
報告を聞き、非常に驚いたこととして、2019 年に

させていただきました。これが各支部にも伝播するよ

同友会入会、わずか 2 年という短期間にも関わらず、

うこれからも取り組んで参ります。今回は貴重な機会

人を生かす経営の総合実践をし、成果を出されていた

をいただきありがとうございました。

中同協 障害者問題委員会 参加報告
日時：7 月 15 日（木）14：00 ～ 17：00
事務局主任
中同協

会場：Web
田口

田中

友廣

桂子氏（青森同友会

前・共に生きる障がい者

問題委員長）から「好奇心と感動屋の細腕奮闘記

想

像と妄想」をテーマに実践報告がありました。

障害者問題委員会が Web で開催され、32

報告では父の経営する会社に後継者として入社。そ

同友会から 86 名が参加、長崎からは 3 名が出席しまし

の後同友会に入会し、経営指針策定に取り組みます。

た。

また、
青森同友会で「共に生きる障がい者問題委員会」

議題１では、中同協障害者問題委員会の体制の確認
があり、比嘉委員長が中同協障害者問題委員会の担当

が立ち上がることになり、委員会に参加、2014 年か

幹事を務めることが確認されました。

ら委員長に就任、自社として刑務所出所した方の雇用
や、障がい者支援として自立支援職場体験作業施設を

議題2では2021第21回障害者問題全国交流会（埼玉）

設置など取り組みました。

について、
準備状況や参加目標などが報告されました。
リーフレットも完成し、e.doyu でも長崎の会員に向け

委員会活動を続ける中で活動を拡げることができず

て案内が発信されています。みなさまぜひご参加検討

悩みましたが、
「私が」から「みんな」へ、
「自分が頑

ください。

張って」から「周囲を盛り上げ、みんなにお願い」と
考えを変えることで委員会活動が活発化したというこ

議題 3 では、人を生かす経営推進協議会について報

とでした。

告があり、書籍『共に育つ 1・2・3』が労使見解を深

報告後、
グループディスカッションを行いましたが、

めるものであるので、ぜひ活用くださいとの依頼があ
りました。2022 年に徳島で開催される人を生かす経

そこでも委員会活動を拡げることに同じように苦労さ

営全国交流会についてはリアルでの実施を検討してい

れた方がおり、それを打開するためにはやはり活動を

るとの報告がありました。また中小企業の低生産性論

継続すること、周りを巻き込むことが大切であること

について問題提議があり、委員会内で意見交換がなさ

など意見が交わされました。これは障害者問題委員会

れ、各地でも議論して欲しいと依頼がありました。

に関わらず、同友会活動全般、企業経営にも共通する

議題 4 では、2023 年の障害者問題全国交流会は愛知

ことだと思います。今回の学びを長崎の活動において

を開催地として検討していることが確認されました。

も生かして参ります。今回も委員会参加という貴重な

議題 5 として、
（有）ローズマリー資源

機会ありがとうございました。

代表取締役

第２回 長崎県立大学学生との意見交換会 開催報告
日時：7 月 7 日（水）18：30 ～ 20：30

会場：Web

今年 3 月に第 1 回目を開催し、その後打ち合わせを

9 名（＋事務局峰）の参加でした。今回は冒頭の自己

重ね今回第 2 回となる意見交換会を完全 Web にて開

紹介の後、2 グループに分かれ企業側からインターン

催いたしました。学生の参加が 11 名、会員側から 8 社

シップの情報提供、また学生からの質問に対し企業側
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とができてよかった」でした。
「もっと双方向のディ
スカッションをしてはどうか」
「 インターンシップ情
報の詳細を提示する」など今後の課題もありますが、
概ね前向きなご意見をいただきましたので下記学生
からの意見の抜粋をご紹介します。ご興味がある方
は次回以降、ぜひご参加くださいますようお願いい
たします。
（文責

事務局次長

峰

圭太）

（学生側）
が各々回答するというスタイルをとり、学生からの質

・社長の方とコミュニケーションがとれてよかった

問としては、

・普段得られない社会人の生の声を聞くことができた

・大企業が安定しているように思えるが実際はどうな

・企業目線で就職活動に関する情報を知ることがで
き、とても視野が広がった。不安なこともたくさん

のか
・面接で内定をいただけない理由は何か

ありますが、興味があることに対して挑戦し続けて

など、具体的な質問や相談が寄せられ、双方に笑い声

いきたいと思いました
・企業側からたくさんの意見を聞くことができ、自分

も交えながらも真剣な面持ちで意見交換ができたと思

の知見がさらに広がった

います。

・地元の企業を知ることができた

次回以降、また内容を練りながらお互いにとって有

・自分は 1 年生ですが、就活に関する知識が乏しい中

益な時間となるような意見交換会の開催を企画してい

でも企業情報や働くことの意義まで教えてもらうこ

きたいと思います。

とができた

以下、参加者の 90％が「満足、たいへん満足」と

・企業が地域に対してどのような思いを持っているか

回答をいただき、会員企業からの意見は大多数が「学

理解でき、親身に接してもらって楽しかった

生の生の声を聞くことができよかった、悩みを聞くこ

県下一斉仲間づくりの日 開催報告
日時：7 月 15 日（木） 会場：各支部拠点

全体出席者数：76 名（会員 48 名、ゲスト 28 名）

2021 年度第 1 回仲間づくりの日が各支部においてそ
れぞれの特色を生かして行われました。
各支部例会との併用やランチ会、ミニ報告会など趣
向を凝らしてゲストをお招きして同友会の良さを伝え
ることができた充実した仲間づくりの日となりまし
た。全体参加者 76 名ゲスト 28 名申込数 13 名と成果が
現れました。
900 名への目標に向けてコロナ禍のなか皆さんの力
が形になって現れているようです。見込みの数も確
保されているようで第 2 回の仲間づくりの日に向けて
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フォローを続けていきたいものです。LINE でつない

るための同友会の活動を活性化させるのは急務だと考

だ各支部からの開催状況を見ても、楽しみながら学び、

えております。例会委員会との 2 委員会を立ち上げ、

仲間を増やすことが大事なことだと思います。

よい例会にゲスト、休会者を招いて増強をするために

仲間づくり委員会としても各支部の委員長と今回の

今後も共同で進めていきます。

検証及び次回へのフォローアップを計画的に進めてい
きます。新しい時代に沿った同友会の仲間づくりを

（文責

県仲間づくり委員長

田中

清隆）

テーマによい経営者になるためによい経営環境をつく

長崎出島支部 第 1 回 ZACでざっくばらんなランチミニ例会 開催報告
日時：7 月 15 日（木）11：30 ～ 15：00

会場：ZAC 長崎中央店

出席者数：18 名（会員 12 名、ゲスト 6 名）

概要について説明後、現会員のそれぞれの自己紹介、
同友会に入会したきっかけについて、お話いただきま
した。私もどのような経緯で入会に至ったのか知らな
い方がいらっしゃったので、きっかけは様々なんだな
と思い聞いていて楽しかったです。
次にゲストの方の自己紹介、ランチ会への参加に
至った理由を聞きました。皆さん、とても活動をされ
ていて、同友会の仲間になったらより会が活性化する
のではないかと思いました。その後はランチを食べな
がら気軽に会話をして交流しました。
長崎出島支部の第 1 回仲間づくりの日ランチ会を安

そして最後に同友会へ入会しないか一人ひとりに声

井さんのお店、ZAC にて開催しました。18 名の参加

をかけていきますと、5 名の方に加入いただき、とて

があり、そのうち 6 名はゲスト参加と、とても賑やか

も嬉しかったです。
今後とも皆様で同友会を盛り上げていければと思い

なランチ会となりました。ご参加いただきました皆様、

ますのでご協力をよろしくお願いいたします。

ゲストにお声がけいただきました方々ご協力ありがと
うございました。

（文責

ランチ会は菅原支部長の挨拶から始まり、同友会の

平山

大村支部「実践！森道場」森講師と作り上げる
ローカルベンチマークと経営デザインシート 開催報告
日時：7 月 16 日（金）10：00 ～ 15：00 会場：中地区公民館第 3 会議室
講師：森 俊彦 氏（
（一社）日本金融人材育成協会会長・金融庁参与）
出席者数：7 名（会員 5 名、ゲスト 1 名、事務局 1 名）
7 月 15 日の大村支部７月例会にて学んだ「ローカル
ベンチマーク」と「経営デザインシート」について、
これらの開発にも携わり、全国各地でこれらの必要性
を講演されている森氏と一緒に作成してみようという
贅沢な実践の場を支部会員向けに企画しました。同友
会では「実践あるのみ」と言いながらも、報告を聞く
だけで実践に至らないことが実際は多いことから、実
践せざるを得ない場を用意しました。
まず初めに、森氏が実際に支援した中小企業の事例
や、取引金融機関との交渉方法、財務情報だけでは見
えてこない将来性を見極めるための活用方法、やはり
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祐実）

重要な金融リテラシー、今後の事業のあり方を考える

化に耐え抜き持続的成長をするために、自社や事業の

際の捉え方となる VRIO 分析（V：Value：経済的価値、

存在意義を意識した上で、「これまで」を把握し、長

R：Rarity：希少性、I：Imitability：模倣困難性、O：

期的な視点で「これから」の在りたい姿を構想します。

Organization：組織）等についてお話しいただきまし

また、それに向けて今から何をすべきか戦略を策定す

た。

るものです。

「ローカルベンチマーク」は企業の経営状態を把握

これらを頭に置きながら参加者は実際に作成し、煮

するツールであり、経営者や金融機関、支援機関が事

詰まったら作成中の経営デザインシートをプロジェク

業性評価の入口として同じ目線で対話するための枠組

ターで投影し、森氏や他の参加者から意見やアドバイ

みです。業務フローと商流の見える化が最重要でロー

スを受けながら必死に作成していきました。この日だ

カルベンチマークのミソです。ミラサポ plus を利用

けでは完成できなかったので、後日 Web にて森氏に

した国の各種補助金や助成金の申請に必要とされるこ

発表し講評していただく予定です。

とが今後より一層多くなり、社長自身が使いこなさな
（文責

ければいけないツールです。
「経営デザインシート」

中川

有二）

は１枚で会社全体を俯瞰できるツールであり、環境変

長崎浦上支部 グループディスカッション
スキルアップセミナー ～グループ長研修～ 開催報告
日時：7 月 20 日（火）18：30 ～ 20：00 会場：長崎新聞文化ホール アストピア
講師：
（有）
東洋印刷所 専務取締役 山口 善也 会員
出席者数：23 名（会員 20 名、他支部 2 名、事務局 1 名）
とめ方

県例会委員会で議論されたグループ長研修。長崎浦

4. 発表者の役割と心得

を中心とした講義の

上支部内でも支部長、副支部長、例会委員会を中心に

後、模擬グループディスカッション（テーマ「グルー

議論がなされ、県内トップバッターとして開催いたし

プ長になったときに心がけていること、また困ったこ

ました。「グループ長研修」とすると堅いイメージが

とはなんですか」）を行い、模擬グループ発表、質疑

もたれ、参加者が少ないのではないか？という意見を

応答と通常例会の流れに沿って進めました。
ディスカッションの意見として多く出ていたのは

もとに「グループディスカッションスキルアップセミ
ナー」と名前を変えてみました。
今回の目的は「新入会員や未経験者を対象とするグ

1. まとめ方が難しい

2. 長く話す方への対応 3. テー

マの深堀りのやり方

でした。質疑応答の時間では山

ループ長人材の育成。グループ長経験者に対してマ

口さんの豊富な経験から回答を得、さらに学びを深め

ニュアルの確認。経験に基づく疑問、質問の解消とス

ることができました。また「グループディスカッショ

キルアップを図る」とし、役員全員の参加と各委員会

ンスキルアップセミナー」はこの日で終了ではなく、

から 1 名未経験者を推薦していただき参加していただ

7 月例会ではグループ長未経験者の方にベテラング

くことを目標に準備を進めました。

ループ長の班に入ってもらい、実際の例会での流れを
学んでいただき、8 月例会にグループ長デビューして

講師は、過去、青年経営者会のグループ長研修を実

いただくことになっています。

施し、ご自身もグループ長としての能力も高い山口さ
んにお願いしました。当日の研修では、1. グループ長
の心得

2. グループ討議の流れ

（文責

3. グループ討議のま
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山崎

功）

長崎新聞
月

3

日
佐世保支部

会員活躍

7

奥平 昭夫 会員
長崎新聞 7 月 13 日

大村支部

（左）長崎新聞 7 月 4 日 （下）長崎新聞 7 月 28 日
長崎浦上支部 岡村 雅彦 会員

18

山口 成美 会員

（上）長崎新聞 7 月 27 日
（右）長崎新聞 7 月 29 日

佐世保支部 中村 陽一郎 会員
諫早支部 北御門 孝廣 会員
月 日
長崎新聞
長崎浦上支部 川口 義己 会員
7

30

新入会員の皆さんです
< ７ 月入会 > （敬称略）
支

部

氏

名
名

企

業

名

役

職

名

佐世保支部
くろかわ

ひであき

黒川

英朗

黒川事務所
代表者

企 業 住 所

〒857-1151
佐世保市日宇町2910

T

090-9597-3591

E

L

業

種

企

業 PR

スポンサー

F

地域活動・司会業等

A

X

0956-33-6609

大塔、黒髪、日宇地区を中心に地域活動、司会業等を行って
います。よろしくお願いします。

吉村

市代
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【今後の展望】

事務局 企 業 訪 問

コロナ禍の影響で卸先である飲食店やホテルの休業
により売上は 4 割減となりました。今後は、既存の卸
先だけでなく、新たな販路をつくっていく必要性を感
じています。例えば、頭と内臓を取った魚を箱詰めし

今回は、北松浦支部（株）坂野水産 坂野 弘樹会員

て販売するといったひと手間をかける等、個人のお客

にお話を伺いました。

様のニーズに合わせた商品を提供することを模索中で
す。
また、ここ数年で若手の社員を雇用しているため、
社員教育にも力を入れていきたいと話します。そし
て、AI を活用した餌やりの機械を試験的に導入する
等、社員の作業上での負担軽減や将来的な人手不足に
も対応できる仕組みづくりを進めています。
今回の企業訪問を通して、スマート漁業を取り入れ
ながら時代の変化に対応する坂野水産の取り組みを知
ることができました。社員にも魚にもやさしい環境づ

左が坂野会員、中央が兄で社長の雄紀氏、右が弟の晴基氏

くりを目指す坂野水産の今後ますますのご活躍に期待
しています。お忙しい中、取材にご協力いただきあり

【（株）坂野水産】
（株）坂野水産は、60 年以上前に坂野さんの祖父が

がとうございました！

創業。現在はお兄様が代表取締役を務め、弟とともに
三兄弟で会社を経営しています。事業内容は、魚（ブ
リ、タイ、ヒラス、サバ、カワハギ、シマアジ等）の

＜会社概要＞

養殖やイリコなどの水産加工を主に行っています。

（株）坂野水産

生き物相手の仕事は朝も早く、5 時半には出勤し、

平戸市鏡川町 1296-7

ホテルやスーパーへの出荷用の魚を締めるところから
始まります。その後、魚を養殖するいかだの汚れた箇

電話：0950-23-2496

＜経営理念＞

所を取り替えていきます。午後からは、海上に設置し

食卓に笑顔と感動を

ている養殖いかだまで船で行き、魚に餌を与えます。
魚類に合わせて餌の種類や頻度を変える等、生育には
細心の注意を払っています。
イチオシは、平戸のサマーオレンジ「夏香」の皮を
餌に使った「平戸なつ香ブリ」
（※中小企業家しんぶん
（2021 年 8 月 15 日号）の「食楽」にも掲載されました！）
。
平戸市のふるさと納税の返礼品としても大人気です。
【坂野さんのこれまでの歩み】
坂野さんは、長崎水産高等学校（現：長崎鶴洋高
等学校）を卒業後、歌手を目指して福岡に行きまし
た。地元の友人 3 人と一緒にバンドを組み、ラッパー
としてクラブ等での活動を約 4 年にわたって行いまし
た。しかし、その道のりは大変に厳しく、父からの求
めもあり、平戸に戻り坂野水産に入社しました。
入社して 1 年目は社長である父が言うことに従って
働いているだけでしたが、様々な人との出会いの中で
この業界に魅力や可能性を感じ始めたそうです。そし
て同友会に入会し、支部の先輩会員たちからの助言で
さっそく経営理念を作成。また、社員との接し方も考
えるようになり、「伝え方」や「育て方」には特に心

（文責

を配るようになりました。
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事務局

森川

健吾）

８月理事会 報告

今回提案事項
₁．第 1 分科会－座長 原田良太会員
→承認
₂．第 3 分科会－コーディネーター 宇土敏郎会員（大村支部）
→承認
₃．第 4 分科会テーマ－新幹線とこれからの長崎経済
～各市の政策と中小企業の役割～
→承認
₄．Zoom 運営応援者－各支部 1 名選任のお願い
→ Zoom 担当は長崎出島支部で 4 名担当し、長崎浦上支部に 2 名、大村・
諫早 各支部に 1 名ずつ担当していただくことを承認
₅．懇親会予算－ 7,000 円程度
→ 8. 予算案とともに協議、懇親会予算は 7,000 円程度となることを承認
₆．フォーラムノート名刺広告協賛－ 1 枠 2,000 円（最大 4 枠まで）
150 口
→承認
₇．予算案
→提案の予算案、登録費 会場出席 10,000 円と 11,000 円の 2 パターン、
Web 出席 6,000 円を承認
₈．タイムスケジュール－①通常開催時 ②感染蔓延時の 2 パターン
→承認
₉．来賓－ 99 名
→承認

8 月 5 日（木） つくば倶楽部 12 名・Web15 名
出席 27 名（理事 22 名、経営フォーラム実行委員長、事務局 4 名）
、欠席 2 名
開会あいさつ （抜粋）－野方共同求人委員長
新型コロナウイルスの感染者も増え、台風も近づき、気を付けないと
いけないことが多くありますが、同友会活動を進めていくべく、しっ
かりと準備し取り組みましょう。
仲間づくりについて
１）入会・休会・退会・企業変更の承認について－山田事務局長
→入会 17 名、休会 2 名、退会 3 名、企業変更 1 名を承認
２）7 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
第 1 回県下一斉仲間づくりの日は各支部ありがとうございました。17
名の入会があり、期首から 11 名増えています。また第 1 クールの支
部賞は長崎出島支部、スポンサー賞は中村代表理事でした。11 月の
第 2 回県下一斉仲間づくりの日ですが、経営フォーラムにたくさんの
ゲストにきていただけると思います。そのフォローを各支部お願い
します。
・中村代表理事
第 1 回県下一斉仲間づくりの日おつかれさまでした。長崎出島支部に
参加しましたが、和気あいあいと楽しい時間を過ごしました。ほと
んどの方が入会を決めてくれました。今月は 17 名の入会です。あと
9 名で 700 名達成です。11 月の経営フォーラムにはたくさんのゲスト
を呼びましょう。また呼びっぱなしにならないようフォローお願い
します。毎日が仲間づくりと念頭において頑張りましょう。

３）役員研修会について－山田事務局長
三役会案－ 10/7 10：00 ～ 17：00 開催予定の中同協役員研修会兼九
州・沖縄ブロック支部長・支部役員研修交流会（Web）を充当するこ
とを提案
→三役会案を承認
報告・連絡事項
１）7 月 県本部・支部・委員会等の活動状況について
≪県委員会等の活動について≫

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－山田事務局長
・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。
）

例会

＜委員会開催日＞ 7 月 2 日（金）19：00 ～
＜開催場所＞諫早市中公民館・Web
＜報告事項＞
7 月 15 日 第 1 回県下一斉仲間づくりの日の進捗及び目標確認。
各支部の開催予定と増強に関する確認を行いました。
第 2 回県下一斉仲間づくりの日について、経営フォーラムに参
加したゲストの入会率が悪いため 11 月 17 日の仲間づくりの日
仲間 は経営フォーラムゲストのフォローアップイベントと位置づけ
づくり て各支部に企画を 9 月 27 日の委員会までに出していただくよう
お願いしております。
通常例会に関しては例会委員会との 2 委員会にて仲間づくり紹
介カードを各支部備え付け、例会時に室長アナウンスにて紹介
いただくようお願いしております。
新しい企画としては 2023 年の 2 月の仲間づくりの日に全支部例
会を合わせていただき県下一斉仲間づくり例会として開催した
いとの案も出ましたので検討していただきたいと思います。

※三役会より－上記について「現状通り」を提案→承認
※島原支部より－屋外での懇親会（バーベキュー）の開催要望あり
※三役会より－バーベキューについては、ガイドラインに則り、常識
的な範囲内での開催をお願いします。
→上記を承認
２）経営フォーラムについて－安井実行委員長
既決事項
○開催日－ 11 月 11 日（木） 13 時～分科会 ○会場－出島メッセ長崎
○開催方法－ハイブリッド
○参加目標 400 名／会場 200 名・Web 200 名
○テーマ－「未来創成」 ～出島から革新と進化を未来へ⤴⤴⤴～
○記念講演 講師－（株）吉村 橋本久美子氏（東京同友会）
○分科会の大テーマと報告者等
第 1 － 経営指針

経営
労働

＜委員会開催日＞ 7 月 28 日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・各支部活動状況報告 ・経営指針アンケート実施状況報告
⇒引き続き実施する
・7/14 開催 第 1 回中同協経営労働委員会報告

共育

＜次回開催予定＞ 9 月 1 日（水）13：30 ～ 15：00
＜開催場所＞ Web

村山隆之会員（佐世保支部）

第 2 － 同友会の生かし方（仮）
（株）イベント 21

中野愛一郎氏（奈良同友会）

第 3 － 人を生かす経営
野方康平会員（諫早支部）、池野晋一会員（北松浦支部）
第 4 － 政策

田上長崎市長

園田大村市長

＜委員会開催日＞ 7 月 19 日（月）19：00 ～ 20：40
＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・6 月例会の振り返りおよび 7 月以降の例会内容・進捗状況を
確認
・グループ長、グループディスカッション、グループディスカッ
ションシートについて

大久保諫早市長

コーディネーター 長崎大学経済学部 准教授 山口純哉氏
○懇親会－コンベンションホール（ヒルトンからのケータリング）

21

＜委員会開催日＞ 7 月 12 日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞シーハットおおむら・Web
・例会について
10 月の報告者／萩田さん、野方さん 開催日／ 10 月 6 日
2 月の報告者／堤さん、三宅さん 開催日／ 1 日 or 14 日
メインテーマ（案）
『女性に活躍してもらえる職場づくり』
・勉強会について 8/3（火）ダイバーシティ委員会とは＆ダイ
ダイバー
バーシティ雇用を後押しする助成金（web）
シティ
講師：「ダイバーシティ委員会とは」中村こずえ会員（（有）
エス・ケイ・フーズ・長崎同友会 代表理事・長崎出島支部）
「ダイバーシティ雇用を後押しする助成金」三浦恵理子会員
（社会保険労務士・行政書士 三浦恵理子事務所・大村支部）
・各支部活動報告（中同協女性全国交流会参加報告・4 委員会
報告）
・県 4 委員会報告

共同
求人

＜委員会開催日＞ 7 月 26 日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞諫早市社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・パンフレット作成について
・長崎県立大学学生との意見交換会について ・各支部の動き
・大学との取り組みについて（長崎総科大、活水大学）
・2021 年度 NAGASAKI 仕事みらい博実行委員会について

政策

＜報告事項＞
・6/30 諫早支部活動「諫早市中小企業振興基本条例」制定に向
けた諫早商工会議所三役との意見交換会に同席
・7/6 中小企業魅力発信月間に合わせた中同協キックオフ行事
に参加
・7/19 大分県中小企業家同友会日田支部例会にて報告（大村市
の振興条例について）

情報
広報

20 時頃終了
・記念式典の内容案－セレモニー、DVD 上映、記念講演、懇親会

青年
経営
者会

２）中村代表理事 外部委員就任について－中村代表理事
①長崎県県政 150 周年記念政策提言 審査委員
②長崎女子短期大学（学長：長崎出島支部 玉島会員） 外部評価委員
→上記就任を確認
３）例会について（更なる充実をめざして）－本多例会委員長
各支部例会にフォーラムキャラバンで回りました。例会のやり方を
見せていただきましたが、各支部熱心に取り組まれていました。出
席率も少しずつ伸びています。この数字を落とさないように、目標
に近づけるようによろしくお願いします。
４）副代表理事より各担当委員会について
・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
7 月の情報広報委員会は参加できませんでした。ビジョン委員会には
8 月参加します。政策委員会は委員会の開催はありませんでした。コ
ロナの感染拡大も心配ですが、コロナや暑さに負けず同友会活動を
頑張りましょう。
・江口副代表理事－例会・仲間づくり
7 月 15 日の県下一斉仲間づくりの日には多くの方に入会いただきま
した。各支部の委員長、支部長、会員のみなさん、ありがとうござ
いました。例会と仲間づくりは切っても切れない関係だと思います。
両輪として、より良い例会をつくり、ゲストを呼び、仲間を増やし
ていきましょう。

＜委員会開催日＞ 7 月 19 日（月）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・広報誌 編集会議
・例会報告書作成マニュアルの流れを再確認
→理事会で各支部への徹底を依頼
・各支部例会録画データの活用状況について
→各支部状況を共有

閉会あいさつ（抜粋）－江口副代表理事
経営フォーラムでは実行委員会の方が一生懸命考えていただいている
かと思いますが、良い意見がさらに出ています。自分一人だとできな
いことも、いろんな人がいれば良い意見がでるなと思いました。会場
から NG が出たらという意見ありましたが、最悪の状況も考えながら、
どうやったら実現するか考え、よりよいフォーラムをつくりあげてい
ただきたいと思います。同友会には良い人材がたくさんいます。そう
思いながら今日の理事会に参加させていただきました。

＜報告事項＞
ビジョン委員会から他の委員会への参加状況
ビジョン
7 月 2 日（金）仲間づくり委員会 7 月 26 日（月）共同求人委員会
7 月 28 日（水）経営労働委員会
創立
50周年
記念事業
準備

＜役員会開催日＞ 7 月 7 日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞同友会事務局・Web
・青経会員補助事業「ばりよか券」のアンケートを実施
・7 月 30 日の 19 時からさせぼ市民活動交流プラザにて 7 月例会
を実施 佐世保支部の府川会員に報告していただいた。佐世
保支部の会員にも多数ご参加いただき、大いに盛り上がりま
した。青経の入会申込書も 3 名からいただきました。
・9 月 9 日の青全交への参加をよろしくお願いいたします

＜委員会開催日＞ 7 月 12 日（月）18：00 ～ 19：00
＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・記念式典の次第案－ 15 時開始、18 時か 18 時半から懇親会開始、

次回開催

9 月 2 日（木） 19 時

つくば倶楽部・Web

会員動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●企業住所等変更
山崎

功 会員 （長崎浦上支部）

新住所：〒 852-8133 長崎市本原町 4-5

新会社名：WORKING WITH JOY（株）新役職名：取締役
新住所：〒 851-2127 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 812
新 TE L番号：095-807-7148 新 FAX番号：095-843-4544

員

黒木 勝人 会員（諫早支部）

新住所：〒 850-0035 長崎市元船町 6-4 昭英第二ビル 4F

新 TE L番号：0957-26-2706
新 FAX番号：0957-26-2707

庄司 博昭 会員 （長崎出島支部）

大城 あゆみ 会員 （長崎浦上支部）

会

太田 隆晴 会員 （長崎出島支部）

新携帯番号：080-1241-1003

森

※先日送付した「活動の手引き・会員名簿（ P142）」
に記載の携帯番号に誤りがありました。お詫びし
て訂正いたします。

新 FAX番号：0957-46-5201

数（８月１日現在 ）

優伸 会員（諫早支部）

退 会 者（敬称略）

浦上

出島

大村

諫早

島原

佐世保

北松浦

五島

合計

会員名

支 部 名

入会年月

目標

121

125

130

100

76

180

35

27

794

多 田 長 三 郎

（有）ガイシステム

長崎浦上

1996年10月

期首

103

103

108

86

68

156

34

22

680

瀧 川

（有）ダスキン栄進

長崎出島

2005年 7月

現在

100

105

106

84

67

157

34

21

674

藤 原 雅 行

（医）慈栄会

諫

2012年 5月

22

会

隆

社

名

早

"

"

