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　今期の長崎同友会の役員研修会は中同協役員研修会 
（兼 九州・沖縄ブロック役員研修交流会）を充当する
ことになりました。
　役員研修会に参加し、下記の学びがありました。

１．学んだことは、必ず実践する。

　そのためには、自分のスケジュール帳に書く習慣化
すること。
　確かにですね、良い話を聞いても、メモしても、実
践しないなら、一歩も前進しませんね。納得でした。

２．とことん話をきくこと。

　千葉県にある交通警備会社の社長のお話がとても参
考になりました。
　面接に来られる人、いろんな境遇、過去がある。そ
の人と、丸一日掛けても、とことん話を聞くことによ
り、心を広げてくれるのです。親子でも。会社の社員
と、どこまで話しているのか、自分を見つめる瞬間で
した。

３．お役をお願いされたら、引き受ける。

　役が付くと学びの機会が、圧倒的に増え、自分のた
めになります。

　今回、1日間、第3講まで参加させていただき、全
国の熱いリーダーの方々とのグループ討論後、第1講
の発表をさせていただき、貴重な体験をさせてもらう
ことができました。ありがとうございました。

（文責　副代表理事　江口　陽一）

日時：10 月 7 日（木）9：30 〜 17：30　会場：Web 

第 1 講　同友会の歴史と理念　〜その体現者をめざして〜

　講師：中同協会長　（株）ヒロハマ　会長　広浜 泰久 氏

第 2 講　同友会の役員の役割　〜企業づくり、地域づくり、同友会づくりの観点から〜

　講師：中同協幹事長　（株）ヒューマンライフ　代表取締役　中山 英敬 氏

第 3 講　同友会は「学んで実践」してこそ

　講師：中同協副会長　日東イシダ（株）　代表取締役会長　鍋島 孝敏 氏

第３７回 中同協 役員研修会 参加報告！



　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、中小企業のあらゆる課
題の解決に取り組むとともに、「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3つの目的を果たすた
め、企業づくり、人づくり、地域づくりに意
欲的に取り組まれ、特色ある活動を積極的に
展開しておられますことに、深く敬意と感謝
の意を表します。

　昨年から続く新型コロナウイルス感染拡大
により、生活様式や経済活動は一変し、多く
の皆様が不安や閉塞感のなかで毎日過ごされ
ていることと存じます。そのような中で、日
頃より感染防止にご協力をいただいている皆
様、特に医療現場や福祉施設等で働かれてい
る皆様に心から感謝申し上げます。

　このような中、西海市におきましては経済
対策として、昨年度は西海市内事業者緊急応
援給付金事業を4期にわたり1年間実施し、
商工業者、農林漁業者の皆様方から「事業継
続の支えになった」とのお声を数多くいただ
きました。また、市民の消費拡大をもって市
内経済を支えるため、プレミアム率100%を
付けた商品券「さいかいほっと券プレミア
100」を発行し、地元消費喚起に繋げること
ができました。
　さらには、本市独自の対策として、農林漁

業者及び製造事業者を支援するため、市民が
市内産の農林水産物や加工品を市外在住のご
家族や知人へ発送する際の送料を市が全額負
担する「西海ふるさと便」も昨年度から引き
続き実施しており、市民の皆様をはじめ店舗
及び生産者それぞれからご好評をいただいて
おります。今後とも市内事業者の事業継続や
再建の一助となるよう、国や県の経済対策と
連携しながら、適切な支援策を実施してまい
ります。

　また、国が示した「2050年カーボンニュー
トラル、脱炭素社会の実現」に向けて、西海
市が「脱炭素社会に向かう地域」となるため、
江島沖洋上風力発電の促進地域の指定に全力
で取り組み、新たな企業の立地や創業などに
よる経済波及効果や市内の雇用促進に繋がる
よう取り組んでおります。

　本市としましては、新型コロナウイルス感
染症対策に全力で取り組み、本市経済の持続
的発展につなげてまいりたいと考えておりま
すので、なお一層のご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

　結びに、会員皆様方の今後ますますの御発
展を御祈念いたすとともに、長崎県中小企業
家同友会のさらなる御活躍を御祈念申し上げ
ます。

各界からの提言
杉澤  泰彦西海市長

プロフィール

1999 年 ５月～ 2005 年 ３月　崎戸町議会議員
2005 年 ５月～ 2016 年 12月　西海市議会議員
2013 年 ５月～ 2016 年 12月　西海市議会副議長
2017 年 ５月～現在　西海市長（現在２期目）

生年月日：1952 年 8月 9日
学歴：1972 年  県立長崎東高等学校　卒業、1977 年  早稲田大学社会科学部　卒業

2017 年 ５月～現在　長崎県水源林造林協議会会長
2018 年 ５月～現在　全国離島振興協議会理事
2020 年 ７月～現在　長崎県果樹集団産地市町協議会会長
2020 年 ６月～ 2021 年 6 月　全国市長会理事
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　今回の例会は当初バーベキューを予定していました
が、コロナの急激な感染者の増加により急遽、他の内
容に変更することを余儀なくされました。メインでの
例会担当が初めてでしたのでとても困りました。様々
な方のご意見をいただき経営フォーラムに向けての内
容や感染者の状況ではWebのみでの開催も視野にい
れたほうがよいのではとの声があり、皆さんが使いこ
なしてそうで使えていないZoomの研修を開催するこ
とにしました。日があまりない中、無理を言い事務局
の田口主任にお願いしたところ快く引き受けていただ
き大変助かりました。

自社と自身の変革が
必要と感じておられ
る経営者の方も多い
と思います。それに
はまず気づきが必要
です。
　経営指針を策定す
る段階では、現在の
自分と自社の状況を

確認し、今後の課題はどこにあるのか、将来目指す自
社の具体的な姿を探ることができます。
　自社のあるべき姿を経営理念として確立し、社員が
安心して働ける環境づくりや、お客様に喜んでいただ
く、社会に貢献するなどの思いを社内外に示し、社員
と共有して実践していくことができると感じました。
　グループディスカッションでは「経営理念がなかっ
たので必要だと感じた。見直したい。個人事業主でも
事業の規模にかかわらず経営理念は必要」などの意見
が多くでました。
　今回の例会は自分自身を見つめ直し、顧客・社員、
社会との関係を見つめ直す良いきっかけとなりまし
た。また、よい会社をつくり、よい経営者になり、よ
い経営環境をつくるためには、同友会のセミナーが有
効であると確信できる例会でした。
　ぜひ１人でも多くの方に活用していただきたいと思
います。

（文責　松野　和治）

　今回は初めての試
みで、経営指針実践
セミナーを受講した
きっかけを報告して
いただきながら、同
友会で発行してい
る「企業変革支援プ
ログラム　STEP1」
を使い、自社の経営
課題を自ら明らかに
するワークショップ
を行いました。
　報告者3名のきっ
かけはそれぞれあり
ますが「思いを共感
できる人と一緒に仕
事をしたい」「若い社
員が入ることをきっ
かけに将来のビジョ

ンを明確にしたい」「現在の理念を見直したい」という
ものでした。
　近年、経営環境はますます厳しくなってきており、

長崎出島支部 例会報告
日 時 10 月15 日（金）18：30 ～ 20：40
会 場 サンプリエール・Web

テ ー マ
コロナ禍で普及した新しいコミュニケーショ
ンを取り入れよう
～ Zoomの基本的な使い方～

報 告 者 同友会事務局　主任
　田口　友廣　局員

出席者数 44名（会員38名（うちWeb6名）、ゲスト
2名、他支部3名（うちWeb2名）、事務局1名）

長崎浦上支部 例会報告
日 時 10 月 26 日（火）18：30 ～ 21：00

会 場 長崎新聞文化ホール  アストピア・Web

テ ー マ 私たち、経営指針実践セミナーを受講してい
ます！

報 告 者

（有）eプランニング　代表取締役
　上村　靖　会員
WORKING  WITH  JOY（株）取締役
　大城　あゆみ　会員

（株）アルティメット　代表取締役
　溝越　正　会員

出席者数 45名（会員36名（うちWeb3名）、ゲスト
1名、他支部7名（うちWeb1名）、事務局1名）
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までできるとの理由からでした。ただ、実際あって話
したほうが温度感などが伝わりやすいため、用途に
よって使い分けるのが一番であるという結論に至った
グループが多かったように感じました。
　まだまだ第6波がくるともいわれているコロナ。こ
れからも嫌でもコロナを考えた動きを強いられる場面
が多々あると思います。何事においても流れが速く不
測の事態が起こりやすい先の読めない時代です。臨機
応変に時代に対応していく姿勢が大切なのかもしれま
せん。

（文責　平山　祐実）

　さて、報告いただいた新しいコミュニケーション
ツールですがZoomだけでなく、ここ二年で様々なツー
ルができ、発展がとても早いと感じました。コミュニ
ケーションも話したりするだけではなくアンケートを
取ったり、書類を共有したりと使いこなせば、通常の
会議より効率も良いと感じました。また、移動時間の
節約もできることから時間の節約にもなります。
　ディスカッションの意見でもあがってきましたが、

「よく人の意見を聞くようになった」という感想もあ
りました。通常、集まっていると話の途中で他の意見
が入ってくることがあるので話の腰を折られることが
多いが、Zoomだと話に割り込みにくいので話が最後

ました。
　報告の中で伝わってくるその人柄を形づくったこれ
までの経験談はとても興味深い内容で、報告の各所で
感じとれるその判断力と実行力に、大きな刺激を受け
ました。
　報告後半は、当初は高齢者を限定とした便利屋の仕
事を始めたかったが、コロナ禍である2020年の状況
を分析した結果、一般家庭向けの掃除業へ方向転換し
開業した経緯等の報告がありました。また、開業から
の１年間を振り返り、これまでの受注件数、受注案件、
個人・法人の各件数など多くの数値を細かく分析しな
がら、外的要因も踏まえて、今後どこに力点を置いて
事業を展開していくべきかなどを常に意識し、検討し
ながら事業を進められてきた経験が語られました。
　自社の事業を分析し、新たな計画を立て実行してい
く上での考え方や姿勢などを学ぶことができました。
また、「あなたの会社は分析をしていますか？それを
どう生かしていますか？」というディスカッション
テーマに関しても、同友会における経営指針づくりが
正に自社分析とその活用そのものであるということを
再認識することができました。
　50代はプロデュースがしたい。そう語る平田さん
のさらなる進化がとても楽しみでワクワクしてしまう
例会となりました。

（文責　佐藤　敬弘）

　今回は、新型コロ
ナの勢いが落ち着
いてきた中、会場と
Web のハイブリッ
ド形式で開催され
ました。
　報告前半は、本人
のプロフィール（行
動・思考のバック
ボーン）が語られま
した。幼い頃より、
父親からは「思いつ
い た ら 即 実 行！」、

母親からは「人様に喜んでいただけることを」と、教
え育てられてきました。その教えを礎とし、大学卒業
後の20代は、自転車で日本一周、上京、芸能・音楽
活動など、様々な活動を即実行されてきました。
　30代に不動産関係の企業へ就職し、その東京本社
勤務時代に、現在の仕事につながる多くの知識と経験
を積み、40代で地元へ戻り起業することになりまし
た。起業を思い立ったきっかけは、ボランティア活動
を行っていた母親の死、そして訪問巡回先の高齢者の
孤独死に直面したことでした。それらを機に、高齢者
の方々の日々の生活に何かお役に立てるような、喜ん
でもらえるような仕事がしたいという思いを強くされ

大村支部 例会報告
日 時 10 月 28 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 プラットおおむら・Web

テ ー マ コロナ禍の起業から１年を振り返る。
そして、今後のビジョン（目標）

報 告 者 すまいるプロ　代表者
　平田　淳一　会員

出席者数 39名（会員31名（うちWeb5名）、他支部
7名（うちWeb1名）、事務局1名）
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ました。
　「実習＝必ずしも雇用
を前提としたものでは
ない」とありました。子
供達の経験や社会に触
れることとして、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
労に向けてサポートをする。一番は就労に繋がるのが
いいのかもしれませんが、お互いにマッチングもある
ので、まずは実習をやってみるというのが第一歩では
ないでしょうか。
　横山さんは希望が丘高等特別支援学校の堀先生と協
議を行い、生徒の情報を確認し実習を行いました。も
う三度実習に来てもらっているそうです。実習内容と
しては、環境整備（草刈り、ヤギの世話、畑の管理）、
手作業（クリスマスリースの土台作成、車いすのメン
テナンス）、送迎者の洗車を行ってもらいました。非
常に真面目で実習中は無遅刻無欠席であいさつも元気
よくでき、コミュニケーションも取れて指示したこと
もちゃんとできました。実習としては申し分のない生
徒さんでした。
　今回実習で学んだことは、「作業の細分化」「概念か
ら体験へ」「感じること、行動し、実践すること」。あ
くまでも必要性があっての雇用への戦力になると言わ
れてました。学校以外の社会への接点の場、働くこと
の刺激、達成感を感じてもらいたい。その場をみなさ
んに提供してもらいたいと言われていました。

（文責　寺尾　昌晃）

　今回の報告では、仕事内容として車両の管理や送迎
の事故対応、環境整備、イベント企画、クレーム処理
などされているとのお話がありました。一度だけ「半
沢直樹」の大和田部長並みの土下座をしたことがある
そうです。
　2013年4月に同友会に入会され、昨年より長崎浦上
支部ダイバーシティ委員会副委員長をされています。
特別支援学校の生徒の実習の受け入れをされたきっか
けは、ダイバーシティ委員になったこと、活動する中
で実習受け入れの主旨に賛同、協力しようと思われた
からだそうです。まず学校の見学会に参加されて、実
際に生徒が学校で行っているクリーニングや木工作
業、洗車、清掃、園芸などの作業を見て、彼らの可能
性を見出せるのではないかと思われたそうです。春、
秋の実習受け入れのアンケートで近くの子を受け入れ
ようと思い実習要領、稟議書を作成し社内で承認を得

　今回は、11月に開催される経営フォーラムin出島
とあわせて来年島原で行われる経営フォーラムに向け

諫早支部 例会報告
日 時 10 月 27 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 L ＆ L ホテルセンリュウ・Web

テ ー マ
知ることと、行動すること
～特別支援学校の実習生を受け入れて考えた
こと～

報 告 者 （医）秋桜会　統括本部　部長
　横山　愼介　会員（長崎浦上支部）

出席者数
58名（会員41名（うちWeb3名）、ゲス
ト4名（うちWeb1名）、他支部12名（う
ちWeb2名）、事務局1名）

島原支部 例会報告
日 時 10 月19 日（火）19：00 ～ 21：00
会 場 HOTELシーサイド島原・Web

内 容 決起例会
～いざ！、経営フォーラム in 出島～

出席者数 32名（会員24名（うちWeb1名）、他支部
7名、事務局1名）
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・支部参加促進部会長　荒木博さん
・懇親会部会長　池田聖典さん
・データ・記録部会長　古瀬智裕さん
　また、11月に開催される「経営フォーラムin出島」
キャラバンのために、中村代表理事、安井実行委員長
はじめ、長崎出島支部から多くの方にお越しいただき
ました。シュプレヒコールを行い、多くの島原支部会
員で参加することを誓いました。
　「経営フォーラムin出島」に多くの会員で参加し、
たくさんの学びを得て、生かしていくことが、各会員
の成長になり、来年の島原フォーラムを成功させるた
めにも必要になります。
　今回の例会は、来年の島原での経営フォーラム開催
に向け、一致団結できた決起例会になりました。
　新型コロナも少し落ち着いている時期で、久しぶり
に懇親会も行うことができました。

（文責　松本　龍亮）

た決起例会を行いました。例会スタート前と例会時に、
前回2013年の島原開催時のYouTube動画を流すこと
で、経営フォーラムを経験していない会員も、雰囲気
を感じることができました。
　前回2013年経営フォーラム体験談では、当時島原
支部長だった敷島さん、実行委員長だった横田耕嗣さ
んから「島原支部では初めての開催で不安だったが、
他支部の協力もいただいたことで開催することができ
た。開催して良かった。受けて良かった」と話してい
ただきました。
　その後、2022年実行委員長の織田さんから実行委
員長を受けた経緯や島原フォーラムに向けた熱い意気
込みを語っていただき、各部会長予定者の紹介があり
ました。
・記念講演部会長　北浦雄一さん
・分科会部会長　高原啓造さん
・総務・財務部会長　石松稔朗さん
・他支部参加促進部会長　平野大介さん

お父様が造園会社を26歳で起業。お母様のご実家も
造園業の家系であり、田雑さん自ら「造園業のサラブ
レッドである」と豪語。物心ついたころから自分は造
園業を生業とすると思っていたとのことでした。中学
生の頃には父の会社の現場に出て、石や土の運搬作業
を手伝い、多くの現場を経験してきました。大学は農
大に進学され、学問として造園学、ランドスケープ計画、
設計を学び、東京で二年間現場修業した後、現会社へ
入社。佐世保本社への配属ではなく、福岡支社開設を
命ぜられるも、5年間で売上目標をクリアし、本社へ
就任。いくつもの壁を乗り越えて現在の姿があります。
　大学へ進学するころから、「造園を介して地域貢献
をする」という思いを胸に抱いてきました。佐世保本
社に就任してみて、果たしてそれができているのか？
と疑問を持ち、新たにPFI事業に着手しようと決心。
ここから新たな造園事業へ飛び込みました。会社とし
ても新たな分野へ着手するわけですが、社長から「お
前に任せるからやってみろ」と背中を押され、一歩踏
み出したのです。
　そもそも佐世保は他所から様々な人が寄り集まって
できた「街」です。公園から何かを起こす、人が集ま

　田雑さんは7月15日に開催された「県下一斉仲間づ
くりの日」に参加し、入会されました。今回入会僅か
3 ヵ月という異例のスピード報告です。現社長である

佐世保支部 例会報告
日 時 10 月 22 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web
テ ー マ 将来の夢、造園業

報 告 者 （株）庭建  取締役
　田雑　裕一　会員

出席者数 54名（会員43名（うちWeb 8名）、ゲス
ト6名、他支部4名、事務局1名）
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その方のためであり、我々皆のためであり、それは延
いては地域のためであります。一人ひとり周りを見て、
お声掛けをお願いしますと締めくくりました。

（文責　出端　徳昭）

り、そこで新たなイノベーションが起きる。公園から、
そして佐世保から世界へ向けて大きなうねりを発生さ
せ、全世界へ広めていく。「地域創勢」、創生は「生」
でなく、「成」でもなく「勢い」です。まだ若い経営
者は大きな「夢」をもって更にずっと先を見つめてい
ます。ディスカッションテーマは「あなたが夢見る地
域創勢とは？」でした。参加者全員、情熱的な話に触
発され、熱いディスカッションとなりました。
　田雑さんは、私が出会った日にその熱い人間性に惹
かれ、是非同友会に入会をと声を掛けました。このよ
うな出会いは誰しも周りを見るとあると思います。誰
しも同友会の場を必要とされている経営者は周りにお
られると思います。お声掛けして入会いただくのは、

　今期初の懇親の場を設けることができたことに対し
会員皆喜びの言葉を交わしていました。
　また、今回長崎出島支部より11月の経営フォーラ
ムキャラバン隊として5名の方に参加いただきました。
また、ゲストの方１名にも参加いただき、会を盛り上
げていただきました。
　経営フォーラムについては、今回のキャラバン活動
により、当日例会参加の会員よりフォーラム出席の申
し出があり、支部参加人員目標を達成することができ
ました。

（文責　前川　浩二）

　今回は、8月に開催予定であった納涼例会の代替と
して懇親例会を行いました。
　内容については、支部会員の懇親を深め、今後の支
部活動の活性化を図ることを目的とし、コロナの感染
症対策をとりつつバーベキューを行いました。

おり、五島市の企業にとって最大の課題である島外か
らの人材確保に積極的に取り組まれています。

　福田さんは現在、（有）アスカ　執行役員 人事部長
として、同社の警備業における採用戦略を推進されて

北松浦支部 例会報告
日 時 10 月 23 日（土）18：00 ～ 20：00
会 場 （株）稲沢鐵工
内 容 懇親例会
出席者数 20名（会員14名、ゲスト1名、他支部5名）

五島支部 例会報告
日 時 10 月 22 日（金）18：30 ～ 21：00

会 場 福江文化会館

テ ー マ 離島におけるリクルート戦略

報 告 者 （有）アスカ　執行役員
　福田　勝己　会員

出席者数 12名（会員8名 、他支部3名、事務局1名）
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隠さず情報提供いただき、五島市を同友会会員みんな
で一緒に盛り上げたいという福田さんの姿勢と熱い気
持ちが伝わるご報告でした。
　グループディスカッションでは「貴社では採用活動
をどのように行っていますか？」というテーマのもと、
人手不足における会員の様々な悩み相談･意見交換が
行われた上、他支部会員による異なる視点からの採用
戦略のアドバイス等、活発な議論が交わされました。
各会員からの報告の感想でも、「五島市の企業でここま
で採用に注力している企業は珍しく大変勉強になった」
との声が多く、採用戦略を練り推進することの大切さに
各々が気付かされた大変意義のある例会となりました。

（文責　塩塚　勇気）

　報告ではまずリクルート戦略の重要性について、直
近2年間の採用実績（17名採用）と売上推移（増収増
益で黒字化）のグラフを用いてご説明いただき、「五
島市が移住に力を入れている今だからこそ、雇用拡大
と移住支援を経営サイドとして使命感を持ってやり切
りたい」と熱い思いを語っていただきました。
　また（有）アスカは長崎県で5社、五島市で1社の
健康経営優良法人ブライト500に認定されており、良
質な雇用の実現に向けて福利厚生の充実を図ることが
会社のイメージアップだけではなく採用力の強化に繋
がるとのことでした。
　報告の最後には有効な求人掲載やプレスリリース配
信方法、採用率の高かった求人サイトの紹介等、包み

です。次に10年ビジョンです。10年ビジョンは理念
から具体的に事業・在りたい姿を考えます。村山さん
の場合は氷業界というニッチな業界ということで、具
体的に考えることはすごく難しかったとのことでし
た。次に、経営方針です。経営方針は現状分析を行い、
自社に何が足りないかを考えます。最後に経営計画を
立てます。経営計画は毎年ブラッシュアップを行うこ
とで自社のブランド力強化に繋がります。
　その後のグループワークの質問にも全てご回答いた
だき、具体的な数字や新商品の開発、事業承継に関す
ることにもお答えいただきました。
　今回の報告を聞かせていただき、少しでも多くの企
業が経営指針作成セミナーに参加し経営指針を作成し
ていけば自社の発展に繋がると思います。改めて、経
営指針を作成することが重要なのかを学ぶ機会となり
ました。

 （文責　大村支部　岩永　貴彦）

　村山さんは以前、化学メーカーの経理等を経験され
9年前、家業である大村製氷に戻ってこられました。
前職の経験を生かし、仕事に没頭する日々を過ごされ
ていましたが、日々の雑務に追われなかなか自社の問
題点への改善に取り組むことができない状況が続きま
した。
　そんな中、3年前初めて営業社員を雇った際に、自
社の不満をぶつけられました。経営者の仕事とは何な
のか、そんな悩みを持つようになったとのことです。
そんな時、同友会の誘いがあり、入会をされました。
入会後、経営指針実践セミナーに参加され、経営指針
が会社を経営していくうえで必要なものだということ
を知り作成することを決意されました。
　経営指針の作成していく順番と作成していく上での
考え方、ポイントをわかりやすく説明していただきま
した。まず、経営理念です。経営理念は会社の価値観
や自社分析、今までの振り返りを主に行うということ

青年経営者会 例会報告
日 時 10 月 29 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 大村市中央公民館
テ ー マ 経営指針づくり体験記

報 告 者 大村製氷（株）　代表取締役
　村山　浩一郎　会員（大村支部）

出席者数 15名（会員11名（うちWeb 4名）、青年
経営者外会員3名、事務局1名）
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を生かすために会社の従来の仕組みを良い方向に改善
しようという姿勢が大切である」「多様な人材が活躍で
きる社会を実現することで社会損失をなくすことがで
きる。」など活発に意見が交わされました。
　長崎でも青年経営者会を中心に長崎市内の児童養護
施設との交流を重ねています。今日学んでことを、こ
れからの長崎の活動の中で生かすことができるよう取
り組んで参ります。
　後半の記念講演は、Global Mobility Service（株） 代
表取締役社長の中島 徳至氏から「金融包摂型FinTech
サービスによる、新たな社会創造～頑張る人が報われ
る、貧困なき社会の実現に向けて～」をテーマにお話
しいただきました。
　中島氏はフィリピンで多くの人が与信審査に通過で
きず車の購入や利用ができないという現実を目の当た
りにし、これまでの過去の実績を主とした与信審査で
はなく、ITを活用し今の頑張り・将来性を評価する
金融包摂型FinTechサービスを提供しています。こ
のサービスの実現により、これまで車を買うことがで
きなかった貧困層が購入できるようになるという大き
な市場の創造につながり、また車を購入することに
よって、それを用いて事業活動を行い豊かな暮らしを
手に入れることができます。「貧困」という社会課題
にどのように向き合っていくかということを学びまし
た。また経営の姿勢として「人は挑戦したら必ず失敗
する。それでいい倒れ方が大事。失敗を失敗と思わな
ければ頑張り続けることができる。」と言われ、目標
に向かい強い気持ちを持って取り組む姿勢に感銘を受
けました。
　今回の青全交も全国の会員の方との交流から多くの
学びをいただくことができました。特に分科会・記念
講演と共通していたのは「社会課題に取り組む」とい
うことでした。長崎においてもSDGs等の社会課題に
ついての学びを得られるよう委員会活動を中心に取り
組んで参ります。今回は参加させていただきありがと
うございました。

事務局　田口　友廣

　岐阜で開催予定だった第49回青全交ですが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に引き続
きWebでの開催となりました。前半は分科会ごとに
分かれてZoomで開催、後半の全体会・記念講演は
YouTubeでの配信でした。
　分科会は第8分科会に参加、東京同友会の高橋さん
から「多様性を生かす」をテーマとした報告です。
　高橋さんは児童養護施設出身者の若者の社会進出

（就職）をサポートしています。サポートを通して、
子供の頃の成功体験が少ないため自己肯定感が低く、
就職でつまずくことが多いことに気付きました。
　また、多くの若者と関わる中で、うまくいっている
人とうまくいっていない人とでは「いい大人」との出
会いがあるかないかの違いがあることが見えてきまし
た。「いい大人」とは、その人の人生について真剣に
考えてくれる人のことです。そこで高橋さんはただ単
に仕事を紹介するのではなく、「いい大人」がいる会
社に若者を紹介し、就職先で活躍してもらおうと取り
組んでいます。またその取り組みは、自身も関わるこ
とによって成長している、共育ちであると言われてい
たことが非常に印象的でした。
　その後「あなたにとっての多様性とは何ですか？」

「多様性を何にどのように生かしますか？」をテーマ
にディスカッションをしました。ディスカッションで
は「多様性とは個性であり、特性であり尊重されなけ
ればならないもの。そのためにも自分と相手は違うこ
と認めなければならない、偏見をなくさなければなら
ない」ということや、「人材不足を解決する手段であ
り、イノベーションを起こすきっかけとなる。多様性

日時：9 月 9 日（木）　会場：Web

第 49 回 青年経営者全国交流会 参加報告

　議題１として
①　第49回青年経営者全国交流会from岐阜について、

感想・アンケート結果の共有がありました。2496
名の参加登録で、全国大会・交流会として過去最高

事務局　田口　友廣

　中同協　青年部連絡会がWebで開催、長崎からは2
名が参加しました。

日時：10 月 4 日（月）13：30 ～ 17：00　会場：Web

中同協 第32回 青年部連絡会 参加報告

第８分科会（東京）

誰もが働きやすい社会を

〜若者の働く不安と向き合う〜

ボーダレスキャリア（株）　代表取締役 高橋  大和  氏
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した。
　青全交の実行委員長を引き受けた際には、本気で取
り組み、その熱を伝え続けました。実行委員会はオン
ライン中心に進んでいき、情報を伝えるには便利です
が、熱を伝えることは難しいと感じたそうです。しか
しそこで諦めず、質がダメなら量ということで、とに
かく顔を出し接する機会を増やし、熱を伝え続けまし
た。その結果、周りを巻き込み、皆で取り組むことが
できました。そして目標の動員2000名を大きく上回
る2496名の参加登録を達成しました。
この時に野々村さんが感じたことは、人によって刺さ
るポイントが違うということです。常に熱を持って接
し続けることでそれぞれのタイミングで伝わっていっ
たという発言は学びになりました。また自身が熱を持
ち続けるために、いかにやらざるを得ない環境を自分
でつくるかというストイックに取り組む姿は非常に印
象的でした。
　今回の青年部連絡会は全国の情報の共有だけでな
く、実行委員長の体験から「熱を持ち伝えること」「巻
き込むこと」の大切さを学ばせていただきました。
　現在、2025年青全交開催に向け、長崎同友会は立候
補していますが、今後開催地選定にあたり増強率・増
強数が一つの基準となっています。青年経営者会だけ
でなく、長崎同友会一体となって巻き込み・取り組む
ことで増強活動にも取り組むこともできると思います。
　青全交の長崎開催に向け、ご協力どうぞよろしくお
願いします。

ということでした。また、ある分科会では、日本と
UAEとベトナムの3 ヵ国をネットでつなぐという
Webを活用した初めての試みもなされました。
　反省点として、登録者数と参加者数に開きがあっ
たということで、Webだからこそ気軽に参加でき
るものの、その反面当日の欠席も多いというデメ
リットが挙げられました。

②　第50回青年経営者全国交流会in兵庫について、
開催概要を確認しました。今後、分科会の報告者の
選定に入り、各ブロックより報告者の立候補を募る
ことになりました。
　また現時点ではリアルのみの開催を予定していま
すが、状況を鑑みWebでの参加も検討するという
ことです。

　議題2では、第49回青年経営者全国交流会from岐
阜の実行委員長を務めた日本いぶし瓦（株）　専務取
締役　野々村　将任氏より、「青全交　実行委員長と
して何を学び、何を実践していくのか」をテーマに報
告がありました。
　野々村さんは今回の青全交の実行委員長を引き受け
る前に、岐阜での経営フォーラム　実行委員長を引き
受けました。しかしオンライン開催で、目標280名に
対して実際の参加者は142名と惨敗であったと話され
ました。その時は、周りを巻き込むことができず、な
ぜ協力してくれないのかと周りを責めたそうです。し
かし後からなぜ巻き込めなかったのかと考えた時に、
自分が本気ではなかったのではと考えるようになりま

と忍耐、健常者と障がいの相互理解の必要性を感じて
起業されます。起業理由に「なぜ重度障がい者は厄介
者なのか、自由に暮らしたい。介護事業の対応に不満」

「なぜヘルパーさんは貧乏なのか、ヘルパーさんが不
安定だとこちらも不安になる」「なぜ重度障がい者は働
けないのか　就業機会をつくりたい」をあげられてい
ました。
　3つのことを実践していこうと障がい者福祉の総合
企業・ホームヘルプ事業・発達障がい児専門放課後デ
イサービス事業を現在されています。
　ホームヘルプでは、パーソナルアシスタントを掲げ
て、利用者が自分のケア内容を自由に決定し、ヘルパー
さんの面接、時給と査定までもされています。画期的
なことだと感心しました。事業所増設にあたっては、
重度障がい者の責任者を置いて、雇用の場を広げてい
かれています。
　「人を生かす経営」が当たり前の時代になってきて

長崎浦上支部　梶原　由美

　今回の障害者問題全国交流会は、昨今の事情を踏ま
え、webでの開催でした。初めて全国47都道府県から
の参加となり、障害者問題への関心が高まっています。
　1日目は第4分科会に参加しました。
　安藤氏は18歳の時に交通事故で、頚椎損傷になら
れました。五体満足の人生から五体不満足の人生へ
なってしまい、人生の絶望を味わい葛藤があったそう
です。車椅子の生活を余儀なくされましたが、同じ障
がいを持った方、ヘルパーさんとの出会いにより感謝

日時：10 月 21・22 日（木・金）　会場：Web

第21回 障害者問題全国交流会 from 埼玉 参加報告

第４分科会（神奈川）

夢実現に向けて進化するダイバーシティ経営

〜電動車いす経営者の奮闘記〜

（有）パーソナルアシスタント町田　相談役
（神奈川同友会） 安藤  信哉  氏
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つであったそうです。経営への関心は施設により差が
あり、経営を大切にしたからこそ、滝川学園の発展と
存続に繋がったそうです。
　経営者の渋沢の努力として「福祉施設自身の努力で
資金を確保する方策を模索し資金獲得の工夫をする」

「人材育成と長期雇用」。姿勢として「目前の課題が困
難でも逃げない」「自分で動く」「厳しい状況でも諦めな
いで難題に立ち向かう」「将来への見通しをもち確信を
もって向きあう」。これからどんなに社会情勢が変わっ
ていくも、信念として必要だと思いました。
　2日間を通して、これからのダイバーシティ委員会
活動、同友会活動、会社経営に生かしていきたいと思
います。

いるが、当たり前を実践していくのは難しい。だから
こそ障がい者がピアサポートして切磋琢磨して欲しい
とまとめられました。
　グループディスカッションでは、神奈川で全国初の
障がい者雇用のチョコレート工場を経営されている方
が、できることを組み合わせて作業し、短所矯正では
なく長所を伸ばすことが重要であるとの意見に感銘し
ました。物流倉庫業をされている方が、障がい者を直
接雇用した時の失敗談を話されましたが、行政を通じ
て福祉施設への業務委託もできるとアドバイスがあり
ました。福祉施設への業務委託は、これからの活動の
良いヒントを得ました。
　2日目は記念講演がYouTube配信されました。渋
沢栄一の少年期の体験が福祉に関心を寄せた契機の一

月にのべ100名を超える参加があります。今後はソー
シャルインクルージョン委員会に興味がない人に特
に知ってもらいたいと考え、毎月の勉強会をオープン
参加で開催したり、PR動画を作成し例会の間に流す
そうです。グループディスカッションでは「障害者問
題委員会の活動をどのように拡げていきますか？」と
いうテーマで話し合いがなされましたが、近道はなく
一人ひとり熱い思いを持った人たちが膝を突き合わせ
て問題解決について真剣に話し合い、徐々に拡げてい
くことが大切であることを共通認識としました。
　今回分科会に参加して一番心に残ったのは、「障害
者の子どもがいても安心して、自分が先立てるように
なりたいと考えるようになった」との報告者の発言で
した。そうした社会の実現のためにも、障害者問題委
員会の取り組みを地域に根付く運動として粘り強く継
続していくことが大切であると思いました。
　2日目はノートルダム清心女子大学 教授 杉山 博昭
氏より「渋沢栄一に学ぶ福祉の未来」～共生社会に向
けて中小企業家がいま何をすべきか～をテーマに記念
講演がありました。
　渋沢栄一は「日本資本主義の父」として知られ、多
数の企業の創設や経営に携わってきました。最近は大
河ドラマにも取り上げられ、その功績は広く知られて
いるところです。
　その一方で社会福祉の先駆者であることはあまり知
られていません。東京養育院の院長を終生務め、中央
慈善協会（現全国社会福祉協議会）初代会長や福祉施
設の運営の支援など社会福祉に多様な貢献をし、日本
の社会福祉の発展にも大きく寄与しました。また障害
者福祉への貢献も大きく、当時知的障害児の先駆的施
設「滝乃川学園」が廃園の危機に陥った際にも渋沢栄
一が理事長を引き受け、再建を果たすばかりか、発展
への道筋をつけました。もしこの時、学園が廃園となっ

事務局　田口　友廣

　1日目の分科会では、京都同友会　ソーシャルイン
クルージョン委員会の取り組みについて歴代3名の委
員長に報告いただきました。
　京都では 37 年前より障害者問題委員会があり、
2015年に委員会名称を「ソーシャルインクルージョ
ン委員会」に改称しました。ソーシャルインクルー
ジョンとは「すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦
から援護し、健康で文化的な生活に繋げるよう、社会
の構成員として包み支え合う」という理念です。
　改称した理由は、当時委員会にゲスト参加していた
障害者当事者の妹さんが「障害者問題委員会」と書か
れた看板を見て、「私の兄の何が問題なのか」という
悲痛な投げかけがあり、またその頃に児童養護施設と
の交流も始まり委員会名に違和感があったからでし
た。障害者手帳を持っている方の支援のみならず、児
童養護施設の子どもたちや、また障害者手帳を持たな
いニート・引きこもり・シングルマザーなど、就労困
難と呼ばれている人々の支援を視野に入れて活動を
行っています。その活動は地域の行政や支援機関や
学校と連携し、数多くの同友会会員の賛同を得て1 ヵ

第２分科会（京都）

誰もが幸せの見える社会づくりをめざして

〜キーワードは「人を生かす経営」と「地域連携」〜

（有）グラン・ブルー　代表取締役
京都同友会 理事・ソーシャルインクルージョン元委員長 石井雄一郎  氏

（有）シオン　代表取締役
京都同友会・ソーシャルインクルージョン前委員長 久田  和泰  氏

（有）山田木工所　代表取締役
京都同友会 理事・ソーシャルインクルージョン委員長

山田  正志  氏

パネリスト

パネリスト／コーディネーター
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ました。共生社会を実現するためには、人任せにする
のではなく、自身が社会を構成する一人として、地域
の課題を自分たちの問題としてとらえ、何ができるか
考え取り組む。そうすることで実現できるものだと思
いました。
　また、今回の障全交は過去最多の参加人数、初めて
全国47都道府県すべての参加があり、コロナ禍であっ
ても歩みを止めず、数ある経済団体の中でも同友会だ
けが唯一障害者問題に取り組む委員会がある、そうし
た運動がより大きなうねりとなっていることを感じる
大会でした。今回は参加の機会をいただきありがとう
ございました。

たら日本の障害者福祉の発展は大きく遅れたとも言わ
れているそうです。
　こうした渋沢栄一の福祉への姿勢を杉山氏は、目前
の課題が困難でも、逃げない。自分の責任として取り
組む。②自分で動く　③厳しい状況でも諦めないで難
題に立ち向かう　④将来への見通しを持ち、革新を
持って向き合うと語られました。これは中小企業経営
にも通ずることであり、特に現在のコロナ禍では経営
者が持つべき姿勢として大切なことであること、それ
を今回の記念講演から学ばせていただきました。
　今回、障全交に参加させていただき、テーマである

「共生社会の実現」に強く問題意識を持つことができ

んなり可能としてきました。アメリカに転勤される社
員の方もリモートワークにて雇用を予定されているそ
うです。
　また、社員による発案で新しい事業をされたり、ソ
フト開発を長崎大学と一緒に行ったり、高級食パンの
お店をされていたり、不動産事業では、社員全員がペ
アを組み月の１日だけ１時間指定した地域を歩き、空
き地を探しているそうです。社員一丸となって会社を
盛り上げようとされているのがわかります。プレカッ
ト事業の特性を生かし、素人でも組み立て可能なプラ
モデルのような家の基地モデルを女性が組み立ててい
ました。社員がわくわくできる会社だと報告から感じ
られ、創業111年の会社が進化し続ける経営術は見ど
ころがたくさんありました。

（文責　県ダイバーシティ委員長　寺尾　昌晃）

　今期ダイバーシティ委員会の主な取り組みとして女
性の活躍についてフォーカスを行いました。女性社員
9割の萩田さんのお店では社員16名のうち14名が女
性で、年中無休の営業ができるように主婦の方から大
学生のアルバイトの方まで雇用をされており、365日
営業できるように工夫をされています。接客、製造部
門に分かれており、適材適所の人員配置は萩田さんの
社員さんとの細かなコミュニケーションからなってお
り、先輩社員による新入社員の教育（お姉さん制度）
が、社員が育つ秘訣だそうです。社員さんの誕生日に
は予算１万円のプレゼントを毎年されているそうで
す。
　野方さんの創業111年の富建では、社員123名、う
ち52名が女性社員、会社は3つに分かれていました。
男女の垣根なく社員平等の考えを持ちダイバーシティ
経営の取り組みも積極的に行っています。ご主人の転
勤によるリモートでの仕事、コロナ前から取り組みを
されていたからこそコロナでもリモートでの仕事をす

日時：10 月 6 日（水）18：30 ～ 21：00　会場：サンプリエール長崎・Web

テーマ：女性に活躍してもらえる職場づくり

報告者：（株）サンミシェル　代表取締役　萩田 実 会員（副代表理事）

　　　　（株）富建　取締役　野方 康平 会員（県共同求人委員長）

出席者数：69 名（会員 65 名（うち Web26 名）、ゲスト 3 名（うち Web1 名）、事務局 1 名）

ダイバーシティ委員会 第15回例会 開催報告
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され、生い立ちから社長の役割についてまで熱く語っ
ていただきました。
　続いての議題は、「経営フォーラム成功に向けて」。
安井実行委員長と金子会長が各々の立場から思いを語
られ、参加者全員が経営フォーラム成功に向けて意識
を共有しました。
　金井相談役（創立50周年記念事業準備委員長）の
開会挨拶、平湯相談役（前回経営フォーラム実行委員
長）の乾杯で始まった懇親交流会は、新型コロナの感
染対策に十分配慮しつつ、たいへん盛り上がりました。
　各支部一言の時間を設け、既に目標達成の大村支部
はその手法を披露し、他支部は目標達成に向けて決意
表明、長崎出島支部は全員でキャラバンに取り組みま
した。
　本当にあっという間に松尾照美副会長による閉会挨
拶の時間となりました。
　ダイヤモンドクラブメンバーと若い経営フォーラム
実行委員による何とも言えない化学反応からは、長崎
同友会の歴史の重みと未来に向けての大きな可能性を
感じ得ることができました。

（文責　事務局　山田　幸司）

　ダイヤモンドクラブは、代表理事経験者ならびに
20年以上の在籍会員、及び現役代表理事、事務局長
で構成されます。活動目的は、「天は自ら援くるもの
を援く。我々は、若い感性と行動力をもって、同友会
三つの目的達成のために集結し、研鑽する。」

　昨年1月27日以来となる例会がついに開催されまし
た。今回は、11月11日（木）に開催される第27回経営
フォーラム実行委員の皆様をお招きし、成功に向けて
クラブとしての協力体制をいかにするかがメインテー
マでした。
　司会は岩崎副会長。まずは、島田清三郎元会長のご
冥福をお祈りして黙祷を捧げました。
　金子会長の挨拶の後は、今期対象となる新会員の長
崎浦上支部　池田繁隆会員と中村代表理事にダイヤモ
ンドクラブ独自のバッジが贈呈されました。
　その後、2019年度と2020年度の活動報告と収支報
告を私が報告。
　続いて、ダイヤモンドクラブ会員でもある佐世保支
部 村山隆之会員による経営フォーラム 第3分科会ミ
ニ報告。実際使用されるパワーポイントの資料を配布

日時：10 月 16 日（土）18：00 ～　会場：サンプリエール　出席者数：30 名

ダイヤモンドクラブ例会 開催報告

り、要望を聞くためにたくさん話して楽しんでくださ
い」と挨拶がありました。
　まずは、先輩会員として役員の簡単な自己紹介から
始まりました。
　開催の目的である新入会員さんの自己紹介タイムは、
同友会に入会したきっかけを「パワフルな先輩会員に
あこがれて同友会活動に興味を持った。男女差がなく
活動していることに共感した」と発言がありました。
　学びたいことについては、「他業種の方の出会いが

　長崎浦上支部の人を生かす経営4委員会で、新入会
員オリエンテーションを開いてはどうか？と議題にあ
がりました。説明会のような堅苦しいものではなくフ
ランクに参加してもらうためには、あえて歓迎会とし
たらどうかとなり、実施することになりました。
　昨年度・今年度の新入会員7名、役員12名、県人を
生かす経営4委員会の2名（Web）の参加者がありま
した。
　開会にあたり西村支部長より、「新入会員さんを知

日時：10 月 19 日（火）18：30 ～ 20：00　会場：プライムステージ

テーマ：ようこそ同友会へ～同友会を楽しみましょう！

長崎浦上支部 新入会員歓迎会 開催報告



福井  義憲  会員（長崎出島支部）

TORINITYLABO 認定
家族信託コンサルタント　福井  義憲
https://kazokusinntaku.com

認知症（５人に１人）、病気、事故等により認知判断能力を失う危機！
あなたが認知症になったら、あなたの財産はどうなるでしょうか？
あなたが認知判断能力を失うと、家族は次のような法律行為の代理は
できません。
①銀行預金の引出・解約→金融資産は凍結されます
②株主総会での議決権行使→委任も不可。会社の経営に支障が出ます
③貸家の契約変更・処分→不動産に関する契約ができません　等々

認知症の余命年数は７年～10年と推計されています。
奥さん・子供さんは長期にわたり不自由な生活を強いられます。
今、あなたにできることは…

高齢者のあなたが遭遇する危機！
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＜入      会＞

新入会員の皆さんです <１０月入会 > （敬称略）

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 林

はやしだ

田　聡
さとる

企 業 名（株）ライフプラザパートナーズ
役 職 名

企 業 住 所
〒850-0841
長崎市銅座町4-1
りそな長崎ビル4F

T E L 090-6425-1475 F A X

業 種 総合保険代理業

企 業 PR
私たちライフプラザパートナーズは約50社の保険会社を取
り扱う訪問型集合代理店として、お客様のご要望に応じた保
険商品の提供を行っております。

スポンサー 松田　学

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 山

やまもと

本　要
ようすけ

輔
企 業 名（株）IG ブレーン
役 職 名 取締役・福岡営業所所長

企 業 住 所 〒855-0035 
長崎市元船町14-10-4F

T E L 095-826-1311 F A X 095-826-3225

業 種 経営コンサルタント業

企 業 PR

長崎を中心に九州一円の中小企業へ未来会計の仕組を構築し
ております。提携先の黒字率は80%を超えております。特に、
建設業、製造業へのサービス提供には自信を持っております。
DX、SDGsなど話題になっていることから原価計算の仕組
や資金調整など幅広く対応可能です！

スポンサー 菅原　千代枝

手引きのスライドを使い、理念・学び方・会員としての
マナーの説明を行いました。これからの経営フォーラム、
支部例会への積極的な参加を促すことができました。
　今回は初めての試みとしてあえて新入会員歓迎会と
題しての開催でしたが、会員同士を知る良いきっかけ
になり、同友会に入会して良かったと言ってもらえる
ように、例会や勉強会開催、委員会活動をしていこう
と再確認できる会となりました。

（文責　梶原　由美）

あり、考え方の違いを学びながら自身の向上に努めた
い」「人と関わることが好きで経営者との仲間を増やし
意見を聞きたい」「法人成りしたので経営指針の勉強会
に参加していきたい」と先輩会員にとっても良い刺激
になる意見ばかりでした。
　新入会員さんへの掘り下げタイムでは、YouTube
配信を始めたきっかけ、県外での仕事の状況、仕事や
個人的な話も聞けて、お互いに理解が深まった時間で
した。
　同友会活動については、県4委員会作成中の活動の



橋口　久  会員（佐世保支部）

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。

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）

お問い合わせは橋口へ
 LINEでお気軽に !

長崎と中国の双方で貴社の
中国ビジネスを支援します !

・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

業務
内容

15

（右）長崎新聞  10 月 1日
佐世保支部  竹部  祐樹 会員

（上）長崎新聞  10 月 29日  佐世保支部  下津浦  朱門 会員

（
左
）
長
崎
新
聞  

10
月
16
日  
大
村
支
部  

山
口  

成
美 

会
員

（
左
）
長
崎
新
聞  

10
月
30
日  

長
崎
浦
上
支
部  

西
村  

和
芳 

会
員

会員活躍
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前勤めていた写真館から土日手伝ってほしいと声を掛
けられ、カメラマンに復帰。
　そして30歳になるのを機についに長崎市で出張撮
影を始めました。

【まずはやってみる！】

　結婚当初から、将来は奥様の実家がある佐世保市に
住むと決めていた竹部さん。
　佐世保市でのスタジオの開業を決断します。「何事
もチャレンジ！」という思いからでした。
　緊急事態宣言が発令され、昨年の5月オープン予定
が8月となったものの、念願のスタジオオープンに漕
ぎ着けました。
　今年9月にはセルフ写真館を開設。同友会メンバー
からの情報提供をすぐ実践したのです。
　また初の個展も開催。自分の作品を知ってもらえた
という喜びと多くの同友会メンバーの来場に感激しま
した。

【今後の夢】

　スマホ等で誰もが簡単に写真が撮れる現在。写真の
重みがなくなっていくのを危惧する竹部さん。だから
こそプロのカメラマンの存在の重要性が増すはず！と
熱く述べられました。
　今後は佐世保市を中心に沢山のご家族やクライアン
トの撮影を行い、一組でも多くの方の記憶に残る撮影
をすることと、お客様に寄り添いそれぞれの節目節目
を写すことができるカメラマンになることを夢見てい
ます。
　スタジオ名　tutti　はイタリア語で「全部」という
意味。「家族みんな」の温かな笑顔を一枚でも多く残
していただきたいと切に願います。

＜会社概要＞

Photostudio tutti
佐世保市下京町11-11 タシロ店舗2F
電話　080-3967-9647
https://www.photostudio-tutti.com

（文責　事務局　山田　幸司）

　今回は、今年3月入会の佐世保支部 Photostudio tutti 

竹部 祐樹さんにお話しを伺いました。長崎市出身の

竹部さんは、とても素敵なスタジオを構えるカメラマ

ンです。

【同友会との出逢い】

　スポンサーは出端さん。タウン誌の仕事で出端さん
のお店に撮影に行った際、初対面でしたが開催が迫っ
た県下一斉仲間づくりデーの企画に誘われました。「こ
れも何かのご縁」と前向きに考え、参加当日、熱く語
り合う先輩会員の姿と同友会の素晴らしさに入会を即
決！（正直な所、合わなかったら辞めればいいさ！と
いう考えもあったとか…）
　「例会を通して皆さんの生き様を直に聴けて、見識
が拡がり本当にありがたいです。」と謙虚に語られま
した。

【豊富な人生経験】

　カメラマンとしての実績を積まれてきたとばかり
思っていましたが、今に至るまでは実に様々な経験を
されていました。
　高校卒業後、魚群探知機メーカーの下請け会社に勤
務し修理を担当。
　派遣社員として様々な商品の店頭販売やコールセン
ター勤務。
　そんな中、高校時代からの友人に誘われ、ブライダ
ル専門で全国展開しているフォトスタジオでついにカ
メラマンに！ここでの4年間の修行が今に生きるわけ
ですが、その時は、「カメラマンを一生の仕事とする」
なんて思ってもいなかったそうです。
　別の写真館に移り、運悪く交通事故に遭い、腰を痛
めカメラマンの道は閉ざされました。
　その後、知人の誘いもあって中古タイヤの買取業を
営み、人生の節目となる“結婚”もしました。この仕
事はいいリハビリとなり、腰も良くなってきた頃、以

事務局企業訪問 事務局企業訪問 事務局企業訪問 事務局企業訪問 



17

１１月理事会  報告
11月5日（金）　つくば倶楽部15名・Web12名
出席27名（理事20名、理事代理2名、経営フォーラム実行委員長1名、
事務局4名）、欠席4名

開会あいさつ（抜粋）－田浦情報広報委員長

本年度から、分からないなりに一生懸命活動しています。毎月委員
会をZoomで開催しています。情報広報委員会の活動の１つとして
広報誌の記事の選定（表紙・各界からの提言等）をしています。ま
たホームページや動画の活用について、来年度に向けて改善できな
いか検討しています。

仲間づくりについて

１）休会・退会・企業変更の承認について－山口専務理事
→2名の休会、2名の退会、1名の企業変更を承認

２）10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

先日山田事務局長がエフエム諫早に出演されていましたが、そこ
で組織率10％の会員数1500名、21市町村に支部をつくりたいと
語られており、火がつきました。目標は到達できる数字だと思っ
ています。フォーラムのゲストは75名以上います。11月17日の
仲間づくりの日にフォローお願いします。

・中村代表理事
経営フォーラムでは長崎出島支部だけで、50名近くのゲストがい
ます。その半数近くをきっと入会につなげていただけるよう努力
してもらえると思います。他の支部もぜひ入会につなげるようお
願いします。中同協の中山幹事長と以前グループディスカッショ
ンで同席した時に、「どうやったら仲間づくりがうまくいくか？」
という質問に対して、「理事次第、理事が率先して同友会のよさ
を語っている。その姿を見て、支部にも伝わっていく」と答えら
れていました。理事のみなさんがんばりましょう。

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－現状通りを提案します
→上記三役会案を承認

２）役員研修会（10月7日）を振り返って
・中同協役員研修会兼九州・沖縄ブロック役員研修交流会を充当
　目的と内容

全国的視点に立ち、同友会運動を進める各同友会のリーダー養
成を目的とします。研修内容は、同友会運動の歴史、理念、到
達点、今後の課題と展望、リーダーの役割が学べるものとしま
す。

第₁講　同友会の歴史と理念～その体現者をめざして／
　　　　中同協会長　（株）ヒロハマ　広浜泰久氏
第₂講　同友会の役員の役割～企業づくり、地域づくり、同友会
　　　　づくりの観点から／
　　　　中同協幹事長　（株）ヒューマンライフ　中山英敬氏
第₃講　同友会は「学んで実践」してこそ／
　　　　中同協副会長　日東イシダ（株）　鍋島孝敏氏
→参加者から報告

３）賀詞交歓会（2022年1月28日・金）について－山口専務理事
・三役会－例年通りの形式での開催を提案。

内容等の詳細については、三役一任とさせていただきたく提案し
ます。

→上記三役会案を承認

４）来期に向けて－中村代表理事・山田事務局長
・役員案を提案（中村代表理事より役員案の説明）
・「2022年度に向けて」・「議案書作成に向けて」・「活動方針作成フ

ローチャート」を提案（山田事務局長より添付資料の説明）
・第51回定時総会－4月20日（水）（開催地大村）を提案 
・4月理事会－11日（月）を提案
・島原支部より－第28回経営フォーラム　実行委員長　織田哲平会

員の提案あり

（結論として）
・現状の役員案を承認。12月理事会ですべての理事を提案予定
・「2022年度に向けて」・「議案書作成に向けて」・「活動方針作成フ

ローチャート」を確認
・第51回定時総会－4月20日（水）（開催地大村）を承認
・4月理事会－4月11日（月）を承認
・第28回経営フォーラム　実行委員長として織田哲平会員を承認

５）九州・沖縄ブロック　青年部合同例会について－北川青年経営者
会会長
○開催日程－2022年5月13日（金）13：00 ～（既決事項）
○テーマ－「次代創成」
　　　　～時勢に応じて自分を変革せよ常に時代の変革者たれ！～
○分科会・記念講演－3 ～ 4分科会を予定
○実行委員会　組織
を提案

（結論として）
上記提案事項を承認

報告・連絡事項

１）10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≫

例会

＜委員会開催日＞ 10 月 18 日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞　Web
＜報告事項＞
・9 月例会の振り返りおよび 10 月以降の例会内容・進捗状

況を確認
・2021 年度上期表彰について最終確認および下期の表彰に

ついて
・Web 設営時の質問回収方法について
・北松浦支部、五島支部への例会参加について
・仲間づくり委員会との 2 委員会会議について

仲間
づくり

＜委員会開催日＞ 11 月 1 日（月）19：00 ～
＜開催場所＞諫早市中央公民館・Web
＜報告事項＞
経営フォーラムのゲストフォローを重点とした 11 月 17 日
の仲間づくりの日に向けた各支部の企画を確認しました。
ミニ例会やランチ会、BBQ、ゴルフコンペ、企業訪問など
各支部の特色をいかした仲間づくり活動を計画しておりま
す。経営フォーラムでのゲスト対応も各支部で実施してい
ただくようリストをつくり共有しています。2023 年 2 月の
仲間づくりの日を、各支部例会を同一日にして県全体で共
有すべく企画を立てています。また、五島支部の支部外役
員制度の設置を企画し 2 年後の五島フォーラムに向けた増
強協力を考えております。

経営
労働

＜報告事項＞
《委員会活動》
・各支部の活動

長崎浦上支部：10月の例会担当　企業変革支援プログラム
の実践報告、10/18　新入会員オリエンテーション実施宇
土委員長参加
大村支部：経営者塾　経営理念の策定　11月に2社目を実
施予定
島原支部：経営指針実践セミナー　補講　開催
佐世保支部：10/30　経営指針事前研修会開催

・経営指針実践セミナーの開催
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共育
＜報告事項＞11月20日（土）
第3回新入社員フォローアップ研修を開催（Web）

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞10月8日（金）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
1．第15回例会の反省について
2．第16回例会について
　  ・2月4日（金）・会場＝大村（Web併用にて開催）
3．ダイバーシティ委員会 Facebook 運用について
4．各支部等活動報告

共同
求人

＜委員会開催日＞10月20日（水）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・大学との取り組みについて
・ながさきしごとみらい博について
　同友会会員企業11社登録

政策

＜報告事項＞
10/29（金） 長崎県産業労働部×長崎大学経済学部山口ゼミ生
×同友会　意見交換会
長大山口ゼミの協力を得て、県内重要課題の一つとして存
在する「若者定着を促し地域の力に変える」の解決に向け
た方策を、その対象であるゼミ生自らが考えて提案をし、
それを題材に関係者（産官学）がともに考える機会をつくっ
た。参加者からは「このような場を定期的に開催して欲しい」
との声があがり、あらゆる関係者が協働・連携して問題解
決していくことの重要性を感じた。さらにこの詳細結果を
県の施策に昇華できるように委員会で継続協議する。

情報
広報

＜委員会開催日＞10月25日（月）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌　編集会議
・ホームページについて
・中同協　広報委員会参加報告

ビジョン

＜委員会開催日＞11月2日（火）19：00 ～ 20：00
＜開催場所＞同友会事務局・Web併用
＜報告事項＞
・県委員会　参加報告
・各委員会検証アンケート配布について
・「会員の要望・相談に応えられる会」づくりについて
・語り部への道等の資料作成について

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞10月20日（水）18：00 ～ 19：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
記念式典について検討

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞10月13日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞同友会事務局・Web
＜報告事項＞
・10月29日（金）19時から10月例会を開催
・11月24日に県南エリア主催でミニ例会を開催予定

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

出席率、返信率など各支部で共有して、目標を立てた以上はどの
ように達成するか検討ください。各支部の例会に参加して、まだ
グループ長の研修が足りないと感じました。発表者任せでグルー
プ長がまとめないことも散見されました。ぜひ各支部でもグルー
プ長研修に取り組んでください。また、コロナも落ち着いて現地
開催も増えてきました。よい例会を行い、よいグループディスカッ
ションができれば仲間づくりにもつながると思います。

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

共同求人委員長の野方さん、北松浦支部の池野さんが報告する第
4分科会のシミュレーションに参加しましたが、素晴らしい内容
でした。第3分科会の佐世保支部の村山さんの報告では経営指針
について、第2分科会の奈良の中野さんの報告では経営理念につ
いて、と人を生かす経営を学ぶことができます。第1分科会も3
市長が揃い、どの分科会も記念講演クラスです。素晴らしいフォー
ラムになると思います。また当日はゲストがたくさん参加されま
すので、仲間づくりのチャンスです。しっかり学んでいただき、
出会いの時間としても有意義に1日を過ごしてください。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
仲間づくり委員会では非常に情熱を持って取り組んでいただいて
います。また、長崎浦上支部では入会2年以内の方を対象に歓迎
会と懇親会を開催、島原支部でも入会間もない方と懇親会をする
と聞いています。非常によい取り組みだと思います。例会委員会
ではみなさん、例会をよくしていこうと話をしています。よい例
会をつくり、仲間を増やしていきましょう。

閉会あいさつ（抜粋）－江口副代表理事

11月11日の経営フォーラムについては、ご尽力いただいている安
井実行委員長、菅原支部長、長崎出島支部のみなさんありがとうご
ざいます。協力して目標達成できたこと嬉しく思います。楽しい人
の周りに、人は集まると思います。経営フォーラムでもゲストを、
楽しく迎え入れて入会を誘いましょう。しっかり役員が一致協力し
てゲストに寄り添いましょう。そしてフォーラムを成功させましょ
う！その後は11月17日の仲間づくりの日につなげ、仲間を増やし
ていきましょう。

※次回開催　12月2日（木）　19時　つくば倶楽部・Web

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

会　員　数（１１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 121 125 130 100 76 180 35 27 794

期 首 103 103 108 86 68 156 34 22 680

現 在 103 111 107 82 67 159 34 20 683

退 会 者（敬称略）

会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月

山 口 真 之 （株）ディープリング 長崎浦上 2019年12月

川 野 雄 輔 （株）豊恒 諫 早 2014年12月 復会・交代

峰　俊典 会員（長崎出島支部）

新役職：取締役  会長　企業住所：〒852-8021 長崎市城山町5-16

新TEL番号：095-818-1288  新FAX番号：095-818-1289

太田  隆晴 会員（長崎出島支部）

新FAX番号：095-807-8091

●企業住所等変更
中川  有二 会員 （大村支部）

新役職：代表取締役社長

新会社名：プライム保険サービス（株）
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