
TEL： 095-822- 0 680　FAX： 095-824-4623
jimu@nagasaki.doyu.jp https//www.nagasaki.doyu.jp

2021年11月11日（木）13：00～20：50（受付12：00～）
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e.doyu・ホームページ・FAX・QRコードにてお申し込み下さい。申込締切 /10月28日（木） 
長崎県中小企業家同友会  〒850-0875長崎市栄町1-20大野ビル５F  TEL：095-822-0680　FAX：095-824-4623
※10月28日以降のキャンセルは参加費用のご負担を頂きますのでご了承ください。

J R を ご 利 用 の 方

2021年11月11日（木）13：00 より
出島メッセ長崎
〒850-0058 長崎県長崎市尾上町4-1
TEL：0120-222-686  URL：https://dejima-messe.jp

〒850-0058 長崎県長崎市尾上町4-1

ゲストの方の
会費は10,000円

会場参加

Web参加

日　時

会　場

参加費

申込日  　　 月  　　 日

長崎同友会 会員

当日のプログラム

第27回 経営フォーラム in 出島 参加申込書 FAX：095-824-4623

QRコードからでも参加の
お申し込みが可能です。

所属支部

（いずれかを○で囲んでください）

お名前

お支払い方法

参 加 方 法

希望分科会

記念 講 演 懇親交流会参加 ・ 不参加

会場　　　 ・ 　　　Web

１・2・3・4・不参加 １・2・3・4・不参加
（第１希望） （第２希望）

自動引き落とし（12月会費と同時に）・事前振込

参加 ・ 不参加

ゲスト（紹介会員名：　　　　　　　　　　　）

会社名

（いずれかを○で囲んでください）

お名前

十八親和銀行　長崎営業部　普通　1109731
長崎県中小企業家同友会 　代表理事　中村　こずえ

※11月５日迄に現金もしくは銀行振込みにて納入してください。
　振込手数料は各自ご負担ください。会員の方は自動引落しも選択できます。

振込先

当日の昼食につきましては、会場近辺に食事をとれる所がございますので、各自でお済ませの上お越しください。
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長崎県庁

長崎警察署

長崎県警本部

JR長崎駅

県営バス
ターミナル

長崎駅ビル

出島メッセ長崎

11,000円
6,000円

12：00～13：00
13：00～16：00
16：00～16：20
16：20～16：50
16：50～18：35
18：55～20：50
20：50

登録・受付
分科会
休憩
全体会
記念講演
懇親交流会
閉会

出島から革新と
進化を未来へ  　

ゲストの方の
会費は10,000円会場参加 Web参加11,000円 6,000円

お支払い方法

参 加 方 法

希望分科会

記念 講 演 懇親交流会参加 ・ 不参加

会場　　　 ・ 　　　Web

１・2・3・4・不参加 １・2・3・4・不参加
（第１希望） （第２希望）

参加 ・ 不参加

必ず事前振込みでお願いします

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、プログ
ラムを変更する場合もございますので、ご了承ください。

・受付は会場１Ｆ　・指定場所以外での喫煙はお控え下さい。
・駐車場をご利用の方　会場隣接の駐車場がございます。
　収容 300 台、１時間 390 円（上限1,500 円）



　昨年11月に開催を予定していた経営フォー

ラムが、新型コロナウィルス感染症の脅威に

て延期となりました。

　先が見えない中でも今年こそはという想い

で、今期の経営フォーラム実行委員会がスター

トしました。

　安井実行委員長の素晴らしいリーダーシッ

プのもと、長崎出島支部一丸となっての取り

組みには頭が下がる思いです。

　１年延期となりましたが、災い転じて福と

なすで、11月に新規開業の出島メッセ長崎で

経営フォーラムを開催できることは大変意義

深いと思います。

　同友会は会員が経営者として学び、成長す

るために、「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」の三つの目的のもとに集い、例会や勉強会を重ねています。

　「いかなる経営環境においても自社を継続発展させていく覚悟を！」を

今期の長崎同友会のスローガンに掲げましたが、コロナ禍においても活

動を止めずに学んでいくこと、それがコロナ禍を乗り越える一助になると

信じています。今回の経営フォーラムは皆様にとって実り多いものになる

ものと確信しています！

　さぁ、多いに学びましょう。

　日本茶の包装資材を製造販売する右肩下がりの会社を「明日のメシ担当」と父から承継したのが

16年前でした。オンナとの理由による周囲からの不当な扱い。多くの壁を前にくじけそうになる

日々。コンプレックスの塊だった元専業主婦の自分を変えたのは同友会でした。「強みはつくるの

ではなく気づくこと。」同友会から多くを学び、そして気づかせてもらい業績は急回復。しかし、

こうした順調な日々も束の間、東日本大震災に伴う日本茶の風評被害により業績は見る見るうちに

悪化、18億円の設備投資が重くのしかかります。藁にもすがる思いで参加した経営指針成文化セ

ミナーで、「なんのために経営しているのか」との原点に立ち返りそれを体得します。コロナ禍の

現在、この生きた経営理念と共に社員自らが考え行動する組織へと進化する奮闘の物語です。

会社創業：1932 年　会社設立：1967 年　正社員数：227 名　パート・アルバイト：2 名（「正雄舎」という子会社に 50 名）

資本金：9,100 万円　年商：50 億円　事業内容：日本茶を主とする食品包装資材の企画・製造・販売　HP：https ://www.yosh imu ra-pack .co . j p/
会社概要

講師プロフィール

吉村紙業株式会社（茶パッケージの企画･製造･販売）入社

出産のため退社。以後契約社員として「茶事記」を担当

契約社員として季節カタログ・商品企画担当　日本茶の飲用実態に関する消費

者実態調査開始

マーケティング・商品企画・カタログ制作担当として復職。取締役経営企画室

長に就任

11月、代表取締役社長に就任。東京中小企業家同友会に入会。鹿児島出張所開設

版レス・オンデマンド印刷機で印刷したフィルムをラミネートし袋に加工するプ

ロジェクト「エスプリ」を始動

小学生の日本茶イベント「T-1 グランプリ」事務局

1982年

1986年

1996年

1998年

2005年

2008年

2010年

ディースクープ ( デジタル印刷世界ユーザーコンテスト ) パッケージ部門でグラン

ドウィナー。新デジタル印刷工場稼働。株式会社吉村と社名変更。関西営業所

開設。O-CHA パイオニア賞受賞。経営理念策定

経済産業省「はばたく中小企業 300 社」受賞。食品小分け工場開設

経済産業省「新ダイバーシティ企業 100 選」受賞

「第８回日本でいちばん大切にしたい会社大賞　中小企業基盤整備機構理事長

賞」受賞

経済産業省「地域未来牽引企業」に選ばれる

東京中小企業家同友会　副代表理事に就任

東京商工会議所「勇気ある経営大賞」奨励賞受賞

2013年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

橋本 久美子氏代表取締役社長

はし もと く み こ

シャチョーじゃない !  「理念」が判断する組織になるまで

東京中小企業家同友会  副代表理事

下りのエスカレーターを駆け上がる!! 
未来を変える心意気

長崎県中小企業家同友会
代表理事

有限会社エス・ケイ・フーズ

取締役

なか むら

中村 こずえ

　昨年より猛威をふるう新型コロナの影響によ

り、日本中・世界中、未曾有の状況下にあります。

また豪雨などの自然災害を含め観光業や飲食業

界などを中心に甚大な影響を受け業務の転換な

どを余儀なくされた企業も多く見受けられます。

この経営フォーラムも１年間の開催延期を余儀な

くされましたが、同友会では「１社も潰さない」

という気概のもと、各支部新しいスタイルを取り

入れ、活動の足を止めず逆境にも負けず、自社

の発展と地域づくりに取り組んで参りました。

　今回は「未来創成」をテーマに 11 月に新規

オープンするマイス施設「出島メッセ長崎」に

て、感染症対策を十二分に行い開催させてい

ただくこととなりました。長崎「出島」はご存

知の通り鎖国当時から海外に門を開き今年は開港450年の佳節となりま

す。当時からチフスなどの感染症と真っ先に戦ってきた日本における西洋

医学発祥の地の出島から afterコロナを見据え、この新時代の幕開けと共

に「未来を創る」経営フォーラムとなると確信しております。各分科会も

全て基調講演クラスの報告、全体会も更に学びが多い内容となっています。

また、時代に合わせWebでのご参加や全ての分科会、全体会を後日アー

カイブで見られるように工夫しております。

　皆様のご参加を長崎出島支部一同、心よりお待ちしております。

長崎県中小企業家同友会
第２７回経営フォーラム
実行委員長

合同会社H RC

代表社員

やす ただ ゆきい

安井 忠行

ご あ い さ つ

株式会社 吉村

経営指針作成、経営計画発表は、
永続経営の要である!
～社長の役目は、自社を良い方向に変えること、変わることである！～

　1956 年（昭和 31 年）８月９日長崎県北松浦郡鹿町町に生まれます。父の仕事の

都合で満1才の時伊王島町へ移り、長崎南山高等学校卒業後、父の経営するボーリ

ング会社（当時個人経営）に入社します。自ら機械操作を行い地熱発電の深井戸ボー

リングや温泉掘削を手がけます。自己最深、深度 2,001ｍの地熱井を鹿児島県牧園

町で掘削。1990年６月頃体調悪化、1992年４月３日、同年６月８日の計２回久留米

大学病院にて約９時間の心臓手術実施（人工弁置換術及びペースメーカー植え付け

術）します。同友会佐世保支部に所属し、永続経営を学んでいます。

経営指針作成、自社での経営計画書発表

氏

株式会社 長崎地研

代表取締役会長

会社創業：1973 年　会社設立：1979 年
正社員数：27 名　パート・アルバイト：内パート1 名
資本金：2,000 万円　年商：3 億 8 千万円
URL：http://www.knchiken.co.jp

佐世保支部  最高顧問

【事業内容】

1956年8月9日生まれ 満65歳／1975年4月 村山試錐工業に入社(当時個人経営)／1979年11月10日 村山試錐
工業（株）に入社  取締役に就任、社名変更により（株）長崎地研取締役に就任／1992年4月、6月久留米大学病
院で二度の心臓手術（153日間の入院生活)／1995年11月 長崎県中小企業家同友会佐世保支部入会／1999年9
月20日 取締役から代表取締役社長に就任／2018年4月1日 社長交代、代表取締役会長に就任／2017年6月1日
～2019年3月31日 社会福祉法人むすび会理事長／2011年6月1日～2021年6月8日 社会福祉法人大空の会理事
／2021年6月～ 社会福祉法人宮共生会理事に就任

【プロフィール】

村山  隆之

建設コンサルタント業、地質調査業、測量業、建設業、

その他ボーリングに関する業務

理念実現の為に、社員達と力を合わせて

コロナのピンチを大きなチャンスに変えていく！

～面白くなってきたな～！～

　世界 35 カ国放浪の前職旅人。突然イベント 21 創業者の父が余命一か月半と宣

告され急逝。創業16年で16年連続債務超過、４名の古参社員には半年間無視さ

れます。そんな倒産寸前の会社を26歳で受け継ぎ、同友会で学んで実践します。

15年が経ち、社員数は175名に44倍増。国内外 22 拠点展開、売上16倍、

GPTW 日本で働きがいのある会社ランキングベストカンパニーに選出されるなど、

社員達と共に突き進んでいた中で、コロナで売上９割減。このピンチをチャンス

に変えるのが経営者の腕のみせどころ！前中同協青年部連絡会代表です。

経営者の姿勢

氏

株式会社 イベント21

代表取締役社長

なか の あい いち ろう

むら やま たか ゆき

会社創業：1990 年　会社設立：1991 年
正社員数：110 名　パート・アルバイト：50 名
資本金：1,000 万円　年商：16 億（2020 年３月期）
URL：https://event21.co.jp

奈良県中小企業家同友会  副代表理事

【事業内容】

中野  愛一郎

ハッピークリエイト業（イベント企画運営、用品レンタル、

会場設営、オンライン配信）

1980年 奈良県生まれ／ 2007年（株）イベント 21  入社・取締役就任／ 2010年（株）イベン

ト21 代表取締役就任／ 2014年～ 2020年 奈良県中小企業家同友会  理事／ 2017年～ 2020

年 中小企業家同友会全国協議会青年部連絡会  代表／ 2020年５月  奈良県中小企業家同友

会  副代表理事就任

【プロフィール】

地域に必要とされる「ちゃんとした企業」とは… ～今日から即実践できる人を生かす経営の第一歩を踏み出そう！～ 

「人を生かす経営」の実践報告

【プロフィール】

チェンジコンサルティング（同）
業務執行社員

コーディネーター

氏
う と とし  ろう

宇土  敏郎

氏

株式会社  富建
取締役

の がた こう  へい

理事・共同求人委員長

【事業内容】建築資材卸売業

会社創業：1910 年

会社設立：1967 年

正社員数：100 名

パート・アルバイト：８名

資本金：1,000 万円

野方 康平

年商：25 億  URL：http://www.tomiken.gr.jp/

　人を生かす経営は、

経営労働、ダイバーシ

ティ、共育、共同求人

の要素が不可欠です。

いい人材を採用して行く

ために経営指針の策定

や社員教育、多様な働

き方、会社の方針、業

務のやり方、細かいルー

ルを明確にする取り組

みなど社員の能力を発

揮してもらえるような体

制づくりについて報告さ

せていただきます。

1983年1月 長崎県生まれ／2011年3月 株式会社 富建 入
社／2017年7月 長崎県中小企業家同友会入会／2020年4
月 共同求人委員長　拝命／2020年7月 （株）富建 取締
役就任

【プロフィール】

1956年8月28日生まれ／

1979年 OA機器メーカー

入社／1986年 経営コン

サルタント会社入社／

1992年 建設会社に役員

として入社／2009年 宇

土経営コンサルタント事

務所 設立／2012年 チェ

ンジコンサルティング合同

会社を7人の専門家と設立、

同年12月長崎県中小企業

家同友会 入会／2016年 

長崎県中小企業家同友会 

理事 経営・労働委員長 

拝命（現在6期目）

いけ の しん  いち

氏

有限会社 酒の一斗
代表取締役

北松浦支部
共同求人委員長

【事業内容】酒類小売業・酒類外商事業

会社創業：1928 年

会社設立：1993 年

正社員数：24 名

パート・アルバイト：34 名

池野 晋一

資本金：300 万円  年商：20億  URL：https://ikenosaketen.shop

1958年6月2日 長崎県松浦市星鹿町の漁村生まれ／1978年4月1日 池野酒
店承継／1994年8月5日 酒の一斗1号店  創業／2012年4月1日 介護施設茶
話の里 創業／(有)酒の一斗第27期 8事業所を運営／株式会社はぁと 9年
目で6施設運営／他、グループ会社、(有)Ｔプランニング、（株）IKENO

【プロフィール】

　現在63歳ですが経営

歴43年。これまでの道

のりは紆余曲折しながら

いろんな出会いと別れ

があり、人に支えられて

現在があります。YEG、

ＪC、日創研、革新塾、

酒創研、ＩBＪ、業酒連、

倫理法人会など人は人

によって磨かれることを

経験し、今150人の社員

でコロナ禍の中１年半休

む間もなく事業再構築

にチャレンジのスタート

を頑張っています。

　県内に多くの人流が見込まれる新幹線ルート３市長にご登壇いた

だき各市の新たな政策と地域企業との連携を長崎大学山口准教授を

コーディネーターにこれからの長崎経済を語っていただきます。

地域と共に歩む企業づくり

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～

【プロフィール】

氏

長崎市長

パネリスト

た うえ とみ  ひさ

田上  富久

1956年12月 五島市生ま

れ／1980年10月 長崎市

役所 入所／2002年4月 

長崎市観光部観光振興

課主幹／2004年4月 長

崎市企画部統計課長／

2007年4月 長崎市長就

任／2011年4月 長崎市

長再任（2期目）／2015年

4月 長崎市長再任（3期

目）／2019年4月 長崎市

長再任（4期目）

【プロフィール】

氏

大村市長

パネリスト

そ のだ ひろ    し

園田  裕史

1977年2月 大村市生ま

れ／2000年3月～2001

年3月 大村市立病院（現

・市立大村市民病院）／

2001年3月～2007年5月 

大村共立病院／2007年5

月～2014年9月 大村市

議会議員／2015年5月～
2015年11月 大村市議会

議員 ／2 015 年11月～
2019年11月 大村市長／

2019年11月～現在 大村

市長（2期目）

【プロフィール】

氏

諫早市長

パネリスト

おお く ぼ ゆき  しげ

大久保 潔重

1966年3月 諫早市生ま

れ／1984年3月 諫早高

等学校卒業／1994年3月 

長崎大学歯学部卒業／

2003年4月 長崎県議会

議員（1期）／2007年7月 

参議院議員／2015年4月 

長崎県議会議員（2期）／

2019年4月 長崎県議会

議員（3期）／2020年 長

崎県議会予算決算委員

長／2021年4月 諫早市

長就任

【プロフィール】

氏

長崎大学 経済学部 准教授

コーディネーター

やま ぐち やじゅん

1971年11月 愛媛県松山

市生まれ。専門は地域経

済学。産業集積、ソーシャ

ルビジネスや震災復興を

切り口に、ポストコロナの

地域社会の持続性につ

いて研究や教育を進めて

いる。／2000年3月 神戸

商科大学大学院経済学

研究科博士後期課程単

位取得退学／2000年4月 

長崎大学経済学部専任

講 師（ 地 域 経 済 論 ）／

2007年4月～現在 同准

教授山口  純哉


