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　今回は長崎県産業労働部、長崎大学経済学部山口ゼ
ミ生の皆さん、同友会が集まっての意見交換会となり
ました。
　まずは、長崎大学経済学部　山口ゼミ生からの報告
があり、その後同友会から共同求人委員会の取り組み
についての説明、そして長崎県産業労働部からは県の
就職支援の施策について説明をいただきました。
　その後、「学生アンケート結果からみる就職観の分
類、傾向に対し企業はどのような新しいチャレンジや
変化に対応していくか、また行政はどのようなサポー
トができるか」というテーマでグループディスカッ

ションを行いました。

　各グループから大学生が就活するうえで重要視して
いる点や気にかけていることなどの発表がありまし
た。
　発表者の方たちが重要視している点は「経営者や社
員の思想や理念をHPで調べている、自分の好きなも
のを仕事にして豊かな時間（物）を提供したい、好き
な仕事であれば遠隔地でも働きたい、そして安定した
収入があること」といった点でした。また、大学生の
アンケートからみる就職観としては「自分の特性に

日時：10 月 29 日（金）18：30 〜 21：00　会場：長崎大学経済学部 新館101

出席者数：33 名（長崎県産業労働部：10 名、長崎大学：山口准教授および学生 4 名、長崎同友会：18 名、ゲスト 1 名）

長崎県産業労働部×長崎大学経済学部山口ゼミ生×
長崎県中小企業家同友会

２０２１年秋～意見交換会 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
ht tps://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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合った仕事、収入の安定、気軽に相談できる職場内の
人間関係」など、ストレスのない環境を求めていると
のことでした。

　今回の意見交換会で感じたことは、これまでの働き
方のなかにあった「終身雇用、財産形成、働いてなん
ぼ」の土の時代と言われる時代から少しずつ認識が変
わってきており、「自分の休暇が自由にとれる、高額
でなくとも安定的な収入、転職してスキルアップを図
る」といった風の時代のはじまりを感じました。
　これまでは就職してしまえば定年まで働き、高給と
りになってでかい家に住みたい、高級車に乗りたいと
いった財産形成の物欲が強い時代だったかと思いま
す。転職に関しても当たり前の時代になりつつあり、
これまでのように「やめるなんてもったいない。我慢
と辛抱だ。」と説得することもおかしな話になってく
る時がくるのではないかと思います。特にここ数年の
新卒の若者の離職率をみて、なぜわざわざ就職できた
のにすぐやめるなんて理解できない、と思われる方も
多かったと思います。
　しかし、最近の若い方たち（20代）と話をしてい
ると、財産形成や終身雇用よりも必要最低限の財産形
成と好きなことに取り組める「時間」を必要とする人
が増えていると感じています。大金を稼いで高額なも
のを買うことよりも、「自由さ、多様性、知ることや
新しい体験に対する対価」に重きをおいているという
こと。それが風の時代といわれています。アドレスホッ
パーやノマドワーカーといわれる人たちはまさにその
象徴だと思います。
　最近の小学生に関しては、必要なものはすべて揃い

（お店の商品の充実やネット通販の普及により欲しい
ものはすぐに手に入る）、必要な知識はスマホ・タブ
レットで手に入る世の中になってきており、5年後10
年後の就活においてはさらに風の時代の流れが本格化
してくると感じました。

　グループディスカッションにおいてもおもしろい話
が飛び交いました。「ほとんどの大学生は、実際のと
ころ何も考えていない。」と言われる大学生もおり、

SDGsや多様性を重要視して就活を行うものの、結局
自分がどんな仕事が向いているのかもわからずにいる
ということを聞きました。諫早支部の上野さんからは

「自身のスキルアップになる転職は全然ありだと思う
し、自分の息子たちにもすすめている。」と話してお
られました。
　転職においても、嫌でやめるのではなく自分自身の
スキルアップや豊かな時間を過ごすためのであり、今
後は企業で学んだことを生かして転職や独立して、自
身のライフスタイルの充実をはかる人が当たり前の時
代になると感じました。

　これから先の新しい働き方のためにも、企業側も
HP上での事業内容や経営理念（思想）をわかりやす
く発信し、求人の出し方や働き方、給与面、転職しや
すい（いきなり転職されても困らない）環境づくりを
少しずつ取り組んでいくべきだと感じました。

（文責　佐世保支部　足立 琢哉）



　皆様方には、日頃から県政の推進に対しま
して、格別のご尽力とご支援を賜り、厚くお
礼申し上げます。

　長崎県中小企業家同友会におかれましては、
様々な業種の経営者の方々が、会員企業間の
情報交換や行政機関等との意見交換を行う例
会の開催などを自ら運営され、積極的な活動
を推進していただいておりますことに、心か
ら敬意を表しますとともに感謝を申し上げま
す。

　さて、本県では2022年秋に西九州新幹線
（長崎～武雄温泉）が開業いたします。西九
州新幹線は、1973年に整備計画に位置付け
られてから、およそ半世紀、幾度となく厳し
い局面もありましたが、県民の皆様をはじめ、
多くの関係者の熱い思いと努力の積み重ねに
より乗り越え、開業を迎えます。

　西九州新幹線は長崎～武雄温泉間を新幹線、
武雄温泉～博多間を、在来線特急で運行され
るため、武雄温泉駅において、同じホームで
平面的に乗り換える「対面乗換方式」を採用
しており、ご利用の方の負担が軽減され、ス
ムーズに移動することが可能です。
　また、本年9月には、長崎から武雄温泉ま
での66ｋｍのレールが全て敷設され、駅舎
の整備や電気工事も順調に進んでおり、皆様

も開業の日が間近に迫っていることを実感さ
れているのではないでしょうか。

　新幹線の開業は、観光客の増加など、交流
人口の拡大をはじめ様々な分野でビジネス
チャンスが期待され、すでに開業している地
域においては、国内だけでなく海外からの観
光客も増加し、地域経済に好影響を与えるな
ど、効果が現れております。新幹線開業を契
機に、開業後も県内全体に波及効果を拡大し、
持続させるためには、行政だけではなく、民
間の皆様方の知恵と工夫により、来県される
方々に対するおもてなしや受入体制を充実さ
せる必要があると考えております。

　長崎のまちは新幹線の開業をはじめ、大き
な変革のときを迎えています。皆様方には、
中小企業家同友会の活動を通して得られた知
識や経験、経営姿勢などを生かしながら、こ
うした変化を大きなチャンスと捉えていただ
き、地域が活性化できるよう魅力的なまちづ
くりを官民一体となって進めていただければ
と存じます。

　県としましても、こうした新しいまちづく
りを、県内中小企業・小規模企業の皆様と一
緒に取り組んでまいりますので、一層のご理
解とご協力を賜りますようよろしくお願いい
たします。

各界からの提言
早稲田  智仁長崎県地域振興部

プロフィール

1989年 3月　山口大学経済学部  卒業
1989年 4月　長崎県庁  入庁
2015年 4月　総務部情報政策課企画監

生年月日：1967年　3月 28日生

2016年４月　企画振興部新幹線・総合交通対策課長
2019年４月　総務部財政課長
2021年４月　地域振興部長
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会員・ゲストの方に向けていただきました。
　その後の懇親会では、久しぶりの懇親会とあって皆
楽しい時間を過ごしていました。反省としては、途中
私がマイクジャックをしたことにより参加した多くの
会員へ無茶振りをしてご迷惑をおかけしてしまいまし
た。諫早支部より参加いただいた古川さんにはギター
の演奏をご披露いただいて盛り上げていただきまし
た。なぜギターを持ってこられていたのかは不思議で
すが…笑
　今回の例会は通常の報告ではありませんでしたが、
会員同士の横の繋がりを更に深めるいい会となりまし
た。これからも同友会での学びを深めながら、会員増
強も頑張っていきます。

（文責　中村　康祐）

　今回の例会は、新入会員オリエンテーションとして
開催されました。ゲストも6名参加いただき、50名を
超える参加のなかで賑やかな会となりました。
　オリエンテーションでは宇土さんより、活動の手引
きをもとにした同友会の理念や学び方、組織などにつ
いてお話しいただきました。ゲストの方には同友会に
ついて知ってもらうことができましたし、会歴の短い
方も長い方も同友会について改めて学ぶ良い機会でし
た。最後に金井アドバイザーより総評をいただき、チャ
ンスは皆平等にあり、それに気づくことができるのは
やる気を持って進んで行くことができる人だと思いま
した。「最後は人間力」という力強い言葉を参加した

アルという形で宮城にて開催されました。冒頭、梶谷
中同協社員共育委員長から
・地域に若者を残し、地域で育てる
・求人、教育に一貫性があるか
・真に人間尊重経営を行っているか
・対等な労使の関係が構築されているか
という内容の問題提起がありました。その後は宮城同
友会の共同求人活動に関連する分科会に参加させてい
ただき、大学との連携事例を学ばせていただきました。
現地での報告とグループディスカッションは、やはり
Webでは感じることが難しい直接的な熱量が伝わり

事務局　峰　圭太

　東日本大震災から10年経った運動の検証する意味
も込められた今回の交流会は1年9 ヵ月ぶりに完全リ

日時：11 月 18・19 日（木・金）　会場：パレスへいあん

中同協 共同求人・社員教育活動全国交流会 in 宮城 参加報告

大村支部 例会報告
日 時 11月 25 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 長崎インターナショナルホテル

テ ー マ 同友会って、どうゆうかい？こんしんかい！
入会して５年、ヘェ～、そうだったんだ

報 告 者 チェンジコンサルティング（同）業務執行社員
　宇土　敏郎　会員

出席者数 53名（会員45名、ゲスト6名、他支部1名、
事務局1名）

第３分科会

東日本大震災から10年

〜共同求人活動の到達点と課題（中小企業と大学の連携）〜

東北工業大学　キャリアサポート課　課長 川村  孝広  氏

東北学院大学　就職キャリア支援課　課長 福田  克俊  氏

宮城県中小企業家同友会　代表理事 鍋島  孝敏  氏
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　リハビリを終えた後は地元の鹿児島に戻り、お父様
が経営する会社へ入社します。
　会社では村野さん以外にも障害者雇用もしており、
障害者の方が一生懸命に働く姿を見て、普段は文句の
多いベテラン社員の方も優しく接し、一緒に働くこと
で周りの方へも良い影響が出ていると感じています。
　村野さんは8年前に鹿児島同友会に入会、2016年の
人を生かす経営全国交流会（千葉）への参加をきっか
けに、10年前に鹿児島同友会でなくなってしまった
障害者問題委員会の再設置に尽力されます。その時に
村野さんはこの運動はボランティアではなく、人を生
かす経営の一丁目一番地だという思いで取り組み、そ
の後ダイバーシティ委員会を設立することができまし
た。
　鹿児島同友会のダイバーシティ委員会の活動とし
て、障害者雇用をしている企業を継続して追いかけて
います。定期的に経営体験報告をしてその時に何に悩
んでいるか・どういった課題があるか・どう乗り越え
たかなど共有する取り組みは非常に参考になりまし
た。
　今回の委員会の最後には中同協　障害者問題委員会
の高橋副委員長よりまとめがあり、「この障害者問題
委員会ができたのは1982年で今から39年前と歴史の

事務局　田口　友廣

　中同協　障害者問題委員会がWebで開催され、26
同友会から64名が参加、長崎からは3名が出席しまし
た。
　議題1では、2021第21回障害者問題全国交流会（埼
玉）の結果報告がなされました。今回は初の全都道府
県からの参加で、障害者問題委員会の活動の広がりが
確信できる大会でした。
　議題2では2023第22回障害者問題全国交流会（愛知）
について進捗の報告・開催意義の確認がなされました。
休憩を挟み後半は実践報告として村野社会保険労務士
事務所 代表 村野 克共氏（鹿児島同友会）から「企業
づくりと鹿児島同友会の取り組み」をテーマに報告い
ただきました。
　村野さんは大学生の時に脊髄に損傷を受け、身体を
全く動かすことができない状態になり、将来が真っ暗
になります。しかし2年をかけリハビリを続け、車椅
子で生活を送れるようになりました。この時のこと
を「少しのことでもできたことについて喜べるように
なった」と言われ、できないことでなく、できること
を見て前向きに生きていこうという姿勢がとても印象
的でした。

交流会の中でも再三出てきた「地域」というキーワー
ドを考える際、それぞれの活動が「点」や「線」にと
どまってしまうと「面」という「地域」にならないの
ではないか、ということが最近個人的に思う課題の1
つです。ただ逆に言えば今までになかった点や線が新
しくできている、または増えてきたという理解をすれ
ば今後それらの点や線が重なることで面になっていく
ことになると思いますので、しっかりと運動を継続さ
せると同時に人を生かす経営4委員会を中心に、地域
と若者をつなげるようなデザインを会員さんと共に描
いていきたいと思います。

あらためて全国大会の雰囲気を感じることができまし
た。
　2日目のパネルディスカッションは川中共同求人委
員長コーディネートのもと、広浜会長と三重同友会：
宮﨑相談役（中同協顧問）が自身の経営について話さ
れました。コロナ禍においてピンチはピンチではあっ
たものの、いち早く対応できたのはやはり経営指針。
さらには「日頃から」経営指針を実践していたからこ
そであるというお二人の話には、特別なことではなく、
同友会での学びをそのまま当たり前のように実践する
というシンプルかつ深い想いを感じることができまし
た。またコロナ禍にありながら新卒採用を止めない覚
悟。企業側は「今年は採用しない」の一言で片付くか
もしれませんが、学生の立場からすると「今年しかな
い」ということです。昨年採用した社員は今年の社員
が後輩として入社することで2年目から先輩になると
いう年輪経営が大事だという点も今回あらためて大き
な気づきとなりました。
　長崎同友会では人を生かす経営4委員会の活動が活
発化し、大学や特別支援学校、行政など様々な機関と
の関係構築が現在進行形となっています。その中で本

日時：11 月 26 日（金）14：00 ～ 17：00　会場：Web

中同協 障害者問題委員会 参加報告
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ていきましょう」とまとめがありました。
　今回の委員会では同友会がなぜ障害者雇用に取り組
むのか、その意義と歴史を改めて学ぶことができまし
た。この学びを長崎の活動でも今後生かして参りま
す。今回は貴重な機会をいただきありがとうございま
した。

ある委員会です。先人たちがなぜこの委員会を立ち上
げたのか、その原点が大切で、それは幸せな社会をつ
くるためです。福祉と企業が別々ではなく同じ目的を
持ち、幸せをつくっていくのが同友会運動です。人を
生かす経営、人間尊重の経営はそこに意味があります。
この委員会で深く学び、本当の人を生かす経営は何か
を学び、深め、実践し、幸せな社会を皆さんでつくっ

ゴルフのプレーを通じ、同友会の良さをアピールでき
たそうです。その後は、昼の部のゲストと別に、廣谷
支部長によるミニ報告会を開催し、そこにゲスト6名
が参加して、入会者もそこから2名といい結果が出ま
した。
　最終の集計結果は参加人数のべ81名、参加ゲスト
数のべ38名。入会数13名、入会見込み数8名、青年
経営者会体験入会者数3名、青年経営者会入会数1名
というここ最近では素晴らしい結果が出たように思え
ます。
　また各支部の委員長の思いがギッシリと詰まったと
てもいい仲間づくりの日だったように個人的には思い
ました。特に五島支部では谷川委員長の思いがしっか
りと伝わったから会員がそれに応え、参加人数が増加
しました。諫早支部の前代未聞のゴルフコンペの開催
は県下でも支部内でもすったもんだがありましたがそ
れを敢行した古川委員長は仲間づくりの日の歴史にい

　今回の仲間づくりの日は各支部趣向を凝らし臨んで
いたように思います。
　長崎浦上支部はミニ報告付きランチ会を開き、支部
からの参加人数が13名、ゲストが7名、そのうち入会
者が2名という結果でした。ランチ会の後にはフォー
ラムゲストを中心に訪問も行いました。長崎出島支部
でもランチ会を開催しました。会員7名の参加、2名
のゲストの参加で入会者は2名という結果になってい
ます。また、佐世保支部もランチ会を開催。会員は9
名の参加でゲストは1組(2名)で入会者は1名、入会見
込み１名でした。
　大村支部は拠点を設け、従来のローラー作戦を行い
ました。会員の参加は10名、ゲストは5名、訪問先は
2社、入会者2名と入会見込みが3名という結果でした。
島原支部も会社訪問を行い、6社訪問、3社入会、3社
入会見込みという結果でした。
　北松浦支部は、次の２月の仲間づくりの日に向けて、
作戦会議を開き、結束を固め、意欲的に臨む体制づく
りを行いました。
　五島支部は、拠点を設けそこに休会者を集め、会員
9名、休会者2名でミーティングを行い、増強の強の
働きを行いました。五島支部としては会員の参加人数
が多かったことが何よりの収穫だったようです。
　諫早支部は２部構成で開催。昼はゴルフコンペを行
い、そこには6名のゲストが参加し、入会見込み者は
2名でした。ゴルフを通じ、親睦を深め、会員・ゲス
ト共にかなりよい時間が過ごせたように思いました。

日時：11 月 17 日（水）　会場：各支部拠点にて開催

第２回 県下一斉仲間づくりの日 開催報告
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をいただきました。
　新しい仲間を迎えられ、ま
たコロナ禍の自粛も少しずつ
緩和されてきているなかで、
今回の会が大変有意義なもの
になり、今後の島原支部がま
すます活性化していくものと
確信しました。
　今回、段取りから会進行ま
で万端準備いただいた古瀬仲

間づくり委員長に大変感謝です。また、このような企
画を続けていきたいと思います。大変充実した１日と
なりました。

（文責　北浦　雄一）

　コロナ禍により、先延ばしになっていた今期の新入
会員の歓迎会と会員親睦のバーベキュー大会を行いま
した。当日は雨天が予想されたため、古瀬仲間づく
り委員長の（有）ふるせの倉庫をお借りしてバーベ
キューを行いました。コロナ禍で会員同士の親睦を深
める機会もなかなかとれず、また、新入会員のフォロー
アップ不足もあり、会員の同友会活動への積極参加を
促すためにも大変いい機会になりました。
　今回は多くのご家族の参加もいただき、日頃からの
同友会活動への理解と応援をいただく機会にもなった
かと思います。当日は横田副代表理事にドローン体験
も準備していただき子供たちも興味深々で楽しい時間
を過ごしました。アルコールも入った後、新入会員に
は壇上で、自社アピールと同友会活動への意欲を話し
ていただきました。前向きな話しにこちらがいい刺激

日時：11 月 7 日（日）12：30　会場：（有）ふるせ

に会社訪問を行うスタイルも素晴らしい結果が出ると
いうことがわかり、一貫して言えることは仲間づくり
は、形ではなく、熱意が大切であると私は今回学びま
した。

（文責　県仲間づくり副委員長　山口　大輔）

い意味での爪痕を残したように思えました。これこそ
が同友会のあり方であり、素晴らしさを感じ、次回の
県下一斉仲間づくりの日への意欲が高まりました。ま
た、長崎浦上支部、長崎出島支部、佐世保支部のよう
なランチ会も結果が出ていますし、島原・大村のよう

生徒は、将来働くことの意志を持ち通っているという
ことでした。
　学校の内部見学では、各科の授業の様子を見学。各
コースに、実際の職場で使われている様々な機械等が
あり、実戦的な授業が取り組まれていました。学校で
は取扱いの注意や作業の段取りなどを指導し、時には
プロの指導者を招いているとのことでした。特に木工

　「こんにちは」
　見学会の会場に着くと出迎えてくれたのは、先生で
はなく生徒達でした。とても礼儀良く、検温と手指消
毒を勧めたあと、待機室まで案内をしてくれました。
はじめに先生から学校紹介があり、さっそくなるほど
と思ったことは、希望が丘高等特別支援学校に入学す
るには入試試験があるということ。つまりこの学校の

日時：11 月 17 日（水）　会場：長崎県立希望が丘高等特別支援学校

諫早支部 長崎県立希望が丘高等特別支援学校 見学会 参加報告 

島原支部 増＆強 新入会員歓迎会及び
会員親睦バーベキュー大会 開催報告
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長崎新聞  11 月 13日  諫早支部　渡邉  享介 会員

長崎新聞  11 月 12日
長崎出島支部　藤村  隆 会員

長崎新聞  11 月 30日  長崎出島支部　久遠  龍史 会員

会員活躍

の就労支援とは言え、わからない・知らないことを自
社に取り入れることはとても不安です。ただ、知らな
いままでは何も変わることもありません。今回の見学
会をきっかけに一つ壁が取り除かれた気がしました。
もちろん、すぐに職場体験や雇用の受け入れをとまで
はまだいきませんが、「自社でもし彼らを雇うとすれ
ば、どんな作業ができるだろう？」という考えを持て
る様になったことは大きな学びになった気がします。

（文責　太田　陽）

コースやウェアクリーニングコースでは、実際に外部
から発注をもらっていることに驚きました。体験もさ
せてもらいましたが、重労働のものも多く、黙々と作
業を進める生徒の技術力と集中力の高さに感心しまし
た。
　当日は、食品加工コースの生徒がたらみ図書館で喫
茶サービスをしていたので、お茶を飲みに行ったので
すが、こちらの丁寧な接客も印象的でした。
　見学会が終わり、私が振り返ったことは、「知る」
ということがいかに大事かということです。障がい者
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長崎新聞  11 月 18日　大村支部　村山  浩一郎 会員

（上）長崎新聞  11 月 13日  大村支部　中川  有二 会員
（下）長崎新聞  11 月 19日  佐世保支部　森  一峻 会員

（
左
）
長
崎
新
聞  

11
月
17
日  

大
村
支
部
　
吉
野  
豊 

会
員

長崎新聞  11 月 19日  長崎浦上支部  荒木 健治 会員、大村支部  山口 成美 会員
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　そんな中、今年度初めて社員を採用。これまで他人
事だった「人材」に関する多くの経営者が抱える悩み
やプレイングマネージャーからの脱却の必要性に気づ
かされます。
　社員がいない頃は、どんな仕事でもなるべく引き受
けて、時には徹夜しながらこなしていました。しかし、
社員を雇ってからは、会社として受注できる仕事の範
囲を考え、選択する必要が出てきました。今はまだ会
社として田浦さんの実務能力に大きく頼らざるを得な
いのが課題ですが、社員を育てて「経営者」として会
社の長期的な方針を考えていきたいと話します。
　将来の夢として「全国から指名される制作会社」、

「Webシステムの構築・パッケージ販売」を思い描く
田浦さん。今後の会社の発展を心から祈念いたします。

　今回は大変お忙しい中、取材にご協力いただきあり
がとうございました。

＜会社概要＞

（株）タウラボ
住所：諫早市多良見町化屋714-4
電話：0957-46-3410　FAX：095-804-8945
ホームページ：https://taulabo.co.jp/

＜経営理念＞

私たちは、クリエイティブの力で 人と人をつなぎ、そ
の先にある幸せな未来を追求します。

社員の幸せとは、
人生を豊かにするために、共に成長し続けることです。

お客様の幸せとは、
笑顔にあふれ、夢を持った組織運営ができることです。

地域の幸せとは
人が集まり、笑顔になることです。

（文責　事務局　森川　健吾）

　今回は、県情報広報委員長を務める諫早支部　田浦

健吾会員（（株）タウラボ）にお話を伺いました。

【（株）タウラボ】

　（株）タウラボは、2017年6月に設立。「ウェブが楽
しいと、ビジネスが楽しい！」を事業コンセプトに、
Webサイト（ホームページ）、ECサイト（ネットショッ
プ）制作・運用支援、企業のデザイン戦略立案・コン
サルタント、動画・Web広告等の事業を行っています。
地域密着の思いから長崎県内の中小企業との取引が多
いですが、徐々に東京など県外へもアプローチしてい
ます。
　タウラボでは、ホームページの制作だけで終わらず、
そこから顧客に対してクリエイティブな提案を行い、
いかにその企業をブランディングしていくかに注力し
ています。プランナー、デザイナー、フォトグラファー
といった全国のスペシャリスト総勢15名とパートナー
契約による体制を構築し、定期的にWeb会議でコミュ
ニケーションをとりながら業務にあたっています。

【同友会での学び・出会いを自社経営に生かす】

　同友会には2018年1月に入会。毎月の例会には欠か
さず参加し、県の情報広報委員長としても活躍されて
います。昨年度は、諫早支部主催の経営理念策定セミ
ナーに参加し、経営理念を策定。今後は経営指針策定
セミナーも受講したいと語っています。
　また、同友会での人との出会いが仕事に大きく関
わっていると話す田浦さん。2019年2月に開催した長
崎全研では、第9分科会の報告者　東京同友会の吉本
氏（（株）ユ―ワークス）と田浦さんが室長を務めたこ
とがきっかけで、協業しミャンマーの開発ラボ立ち上
げというご縁もありました。

【課題と今後の展望】

　2017年の会社設立以来、会社運営は一人で行って
きました。

事務局企業訪問 事務局企業訪問 
（オンライン）
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１2月理事会  報告
12月2日（木）　つくば倶楽部18名・Web13名
出席31名（理事23名、代理1名、第27回経営フォーラム実行委
員長、第28回経営フォーラム実行委員長、九州沖縄ブロック合
同例会実行委員会副委員長、事務局4名）、欠席1名

開会あいさつ （抜粋）－寺尾ダイバーシティ委員長
理事を3年間務めてきましたが、ようやく役割が分かってき
た気がします。今回の理事会が今年最後になりますが、がん
ばっていきましょう。

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

専務理事
→14名の入会、4名の復会、1名の休会、3名の退会、1名の

企業変更を承認

２）11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

735名、そして900名を目指すとしているなかで厳しい状況
ですが、700名まであと3名、早期に達成し今期735名を達
成できるように取り組んでいきたいと思います。県下一斉
仲間づくりの日では、各支部の特色を生かした方法で仲間
づくりの活動ができると感じました。また、増強の「強」
の部分も力を入れてやっていきたいと思います。

・中村代表理事
県下一斉仲間づくりの日では、各支部様々なアイディアを
出していただきありがとうございました。あと3名で700名
達成とうれしく思います。一方で休会者がいます。休会制
度は3月までとなっていますので、どうやって復会してい
ただくか、各支部でそろそろ動いていただきたいと思います。

協議・承認事項
１）例会・懇親会等の開催にあたっての提案について－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（懇親会時は「ガイドライ
ン」に則り「確認書」を必ず記入してください）

→上記を承認

２）第27回　経営フォーラム（11月11日）を振り返って－安井
実行委員長
・登録・出席状況確認　・決算承認　・アンケート回答確認

過去最高の登録者数となりました。ありがとうございまし
た。ゲストの方にも多数参加していただき、今後の仲間づ
くりにも生かしていただければと思います。

→決算を承認

３）賀詞交歓会（2022年1月28日・金）について－峰事務局次長
既決事項－①記念講話者　日本銀行　長崎支店　支店長
　　　　　　鴛海　健起（おしうみ　たけゆき）氏
　　　　　②開催内容の詳細は三役一任

→開催内容について確認

４）来期に向けて
○活動方針案の提案－中村代表理事
→活動方針案を確認

○予算案の提案－金田財務委員長
→予算案を確認

○役員人事の提案について－中村代表理事
→支部長・青年経営者会会長を除いた理事ならびに監事を定

時総会へ上程することを承認

○第51回　定時総会  記念講演  講師について－山田事務局長
島根同友会　代表理事・モルツウェル（株）
代表取締役　野津　積氏

（テーマ案）
「ポストコロナ時代の企業づくり・地域づくり・同友会づくり」

→上記を承認

○島原支部より「第28回　経営フォーラム」について－織田
実行委員長

①開催日：2022年10月14日（金）
　会場：HOTELシーサイド島原
②大会テーマ：「貪欲に学べ！世界は大きく動く、伝えよう経

営者の想い！！」～学び　気づき　繋がる～
③組織図
④来賓（通常の来賓に追加する地域の来賓）
→上記を承認

○2023年2月　県下一斉仲間づくりの日企画（例会を同日開
催）について－田中委員長

→委員会にて開催時刻ならびに開催月について検討し、再度
理事会へ提案を行う

５）五島支部からの「支部外役員の導入」提案について－設楽
支部長
→支部外役員の導入について承認（詳細については今後検討）

６）ビジョン委員会からの提案について－佐藤委員長
→「会員の要望、相談に応える」ための相談窓口一覧の作成

について承認

報告・連絡事項
１）11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＞11月15日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・10月例会の振り返りおよび11、12月以降の例会内容・

進捗状況を確認
・第27回　経営フォーラムについて
・北松浦支部、五島支部への例会参加について

仲間
づくり

＜報告事項＞
11月17日（水）　県下一斉仲間づくりの日
参加会員81名、参加ゲスト38名、入会受付13名、入
会見込み9名
青経体験入会1名、青経体験入会見込み3名

経営
労働

＜委員会開催日＞11月26日（金）　19:00 ～
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞

《委員会活動》
・各支部の活動
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長崎出島支部：委員会活動より4委員会活動を中心に
行っている
大村支部：経営理念策定　2 社目実施、来年 2 月に
SWOT分析の経営者塾開催予定
島原支部：経営指針実践セミナー開催　3名ゲスト参加
佐世保支部：10/30　経営指針事前研修会開催、12/1委
員会開催
・経営指針実践セミナーの開催

県主催：11/20 第6回開催 13名＋社員2名／ 21名申込
・県委員会主催　経営指針実践セミナー（小規模事業

者向け）来年1月より開催

共育

＜開催内容＞11月20日（土）第3回新入社員フォロー
アップ研修を開催
＜開催場所＞Web　＜参加者＞新入社員10社27名
・課題の「本気で仕事をしたことの実践状況」につい

て報告
・次回の課題は｢事実と解釈を分ける｣｢内的コントロー

ルで仕事をする｣

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞11月15日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・第16回例会について
・各支部活動報告

共同
求人

＜委員会開催日＞11月29日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞諫早社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・経営フォーラムの振り返りについて
・認証制度についての整理
・各支部プロジェクト進捗報告
・各支部の動き

政策

＜報告事項＞
・「中小企業振興基本条例」に関わる県内各地の状況
【大村】本年度中小企業振興会議活動の取りまとめと
なる「提言書」を11/5大村市長へ手交

【諫早】条例制定に向けた提言を「諫早商工会議所・
諫早商工会・同友会諫早支部」の3団体の連名にて
11/18提出

上記を注視しつつ、その他地域へ波及していくように
委員会として活動する

情報
広報

＜委員会開催日＞11月22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
・第5次ビジョンの進捗状況について

ビジョン
次回12月13日（月）19：00 ～ 20：00
＜開催場所＞事務局・Web 
第5次ビジョンの検証（3年目・最終年度）開始

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞11月18日（木）18：00 ～ 19：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・記念式典で上映予定の映像と記念式典の内容につい

て検討

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞11月16日（火）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞事務局・Web
＜報告事項＞
・11月12日（金）九州・沖縄ブロック青年部連絡会が

長崎で開催された
・11月24日（水）に県南エリア主催でミニ例会を行なっ

た
・１月の例会を五島支部と合同で行うことを決定した

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

北松浦支部、五島支部についてはゲストの参加促進をお願
いしたいと思います。また、グループ発表については、な
るべくすべてのグループが発表を行うように各支部例会で
お願いしたいと思います。

３）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
経営フォーラム後が重要ということで4委員会の皆さんに
は活発に動いていただいています。また、来期への引継ぎ
も大事になってくると思います。4委員会の中でも他の委員
会を知ることで結束が強くなるという意見もありました。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
ビジョン委員会については各委員会に参加いただき、今月
から第5次ビジョンの検証に入ります。情報広報委員会は、
Webをどうにかしようと動いています。ぜひアンケートに
ご協力をお願いします。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
仲間づくり委員会は、来年度全支部をつなぐということで
がんばっていきたいと思います。例会委員会では北松浦支
部、五島支部を盛り上げていきたいと思います。

閉会あいさつ（抜粋）－萩田副代表理事
最近はリアルでの参加率が増えてきましたが、オミクロン株
のこともあり今後またZoomが主流になるかもしれません。先
月三役会を佐世保でリアル開催し、様々な話で盛り上がりま
した。こんなに打ちとけた時間は初めてでやはりリアルが良
いと感じました。ぜひ可能な限り同友会活動にリアルで時間
を使って取り組んでいただければと思います。

※次回開催　2022年1月7日（金）19時　つくば倶楽部・Web

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

会　員　数（１２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 102 109 107 82 67 158 34 20 679

退 会 者（敬称略）
会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月

中 村 鉄 男 （株）中村工務店 長 崎 浦 上 2017年 3月
道 上 慎 二 リコージャパン（株） 長 崎 出 島 2021年 5月交代
野 口　　 剛 （株）アール・ワイ 佐 世 保 2014年 2月

髙取  征治 会員（大村支部）

新住所：〒 856-0041 大村市徳泉川内町607-4

●企業住所等変更 黒木  勝人 会員（諫早支部）

新役職：代表取締役　新住所：〒 854-0063 諫早市貝津町3078-1

新TEL番号：0957-26-2706　新FAX番号：0957-26-2707

新会社名：（株）清風（諫早営業所）



長崎同友会 1月例会案内

開催日：1月25日 火 18：30～
会 場：長崎新聞文化 ー ・Web

ー ：諫早 ー ー 屋 伝え Web最前線
報告者： 株 ウ 田浦 健吾会員 諫早支部
概 要：最新 WebやSNS 活用方法 い 報告い

開催日：1月20日 木
会 場：サン ー ・Web

ー ：地域 人 残 経営 ？
報告者： 税 ネ 津田 豊美会員

本多 由美子会員
概 要：共同求人委員会 目標 確認し 上 社員目

線 ネ ・ 歩 紹介 過去・現
在・そし 今後 経営者 し 今思う

報告い

開催日：1月20日 木
会 場：富松神社 神社参拝：9：00～

ー 大村 例会：18：30～
内 容：新年慶祝例会
概 要：例会 1年 抱負 熱く語 い

開催日：1月21日 金
会 場：HOTEL ーサ 島原

ー ：子供 未来 我々
報告者： 株 ン ン 東川 勝哉氏
概 要：保険業 営 日本PTA全国協議会 会

長 務 東川 報告い

開催日：1月21日 金
会 場：魚魚 宿
内 容：慶祝例会
概 要：早岐神社 神事 祝宴 行い

開催日：1月19日 水
会 場： ン ュウ

ー ： ャン 生 人生 変わ
報告者： 有 松田 ン ン 工業 松田 卓会員
概 要：脱サ し 創業 大 決断 創業し

四苦八苦し い 時 大 縁 同友会 入会
し 全国大会 出席し 沖縄 ーン工業

縁 い 今 洗管工事 始
け 志賀島 経営計画特別
ー 一生 一度あ い 大 ャン etc.

私 人生 振 返 い 思い

長崎県中小企業家同友会 長崎市栄町1-20 大野 5F
TEL：095-822-0680 E-mail：jimu@nagasaki.doyu.jp

＜長崎浦上支部＞

＜長崎出島支部＞

＜大村支部＞

＜諫早支部＞

＜島原支部＞

＜佐世保支部＞

＜北松浦支部＞

＜五島支部・青年経営者会合同例会＞
開催日：1月15日 土
会 場：観光

ー ：今更聞け いSDGs
報告者： 株 九州 ー ン

上野 辰一郎会員 諫早支部
概 要：五島支部・青年経営者会 合同例会 SDGs

目標達成 中小企業 し う
取 組 話しい

開催日：1月18日 火
会 場：松浦
内 容：新年会
概 要：会員間 交流 深 い 思い

※e.doyき 案内
後日行い

※e.doyき 案内
後日行い

※e.doyき 案内
後日行い

※e.doyき 案内
後日行い

※e.doyき 案内
後日行い

※e.doyき 案内
後日行い

申込

申込



長崎同友会 1月経営者塾

2月以降 経営者塾 予定

※経営者塾 各委員会が主体 く 例会以外 学 場 ま 全国大会 総称 す

選 企業 く 専門的経営課題 解決 例会以外 学 場 "経営者塾" 各講座 ぜ 参加く い！

＜経営指針実践 ー(小規模事業者向け)＞
開催日：1月11日 火 第1回 ※全6回
会 場：諫早市社会福祉会館
参加費：20,000円 会場費 運営費 含
概 要：会員各社 会社運営 羅針盤 あ 経営指針

作成方法 理解し 今後自社 社員 共 作成
労使一体 強固 経営体質 く
但し 小規模事業者用 簡略し 形式 実施し

進 方： 経営指針成文化 実践 手引 し
使用し 各項目 説明 行う 次回 関係書

式 作成 次回 前回 書式 内容 各人発
表し 仲間 受け
最終回 あ 経営指針 １人 発
表 最終回 発表 参加全員 目
標

申込

開催日：2月17・18日 木・金
会 場： ン ン 大分 分科会・全体会

日航大分 ワー 分科会
分科会：8分科会
記念講演： 地方発信！新分野 挑戦し続け 体質作

実践 人間尊重企業 ～社員 幸 通し
客様 幸 企業 繁栄 実現 ～

講師： 株 地域科学研究所
代表取締役会長 木下 光一氏

大分同友会 元代表理事
会 費：17,000円

＜第52回 中小企業問題全国研究集会 大分 ＞

＜新入社員 ー ッ 研修＞
開催日：2月26日 土
会 場：Web
参加費：500円/1名 対象社員

※随行者 び 参加 無料
式次第：09：30 受付開始

10：00 開会
10：01 ン ー ョン～1日 流 説明
10：05 開会あい
10：10 宿題 実践報告 60分

宿題 実践状況 い ー
ッ ョン 45分

ー ッ ョン後 発表
15分

11：10 ュ ー ョン能力 ッ 次回
課題 発表 30分

11：40 ン ー 記入
11：50 総括
12：00 閉会

＜ ー 委員会 第16回例会＞
開催日：2月4日 金 18：30～21：00
会 場：L＆L ン ュウ

ー ： 働 続け ・活躍 経営
～ワー ン ・ ャ ッ ～

報告者： 福 福祉会 堤 康博会員
大村支部

三宅海産 株 三宅 会員 諫早支部

申込

申込申込

2022年 賀詞交歓会

開催日：1月28日 金 17：00～19：50
第1部 新春記念講話 17：00～18：00

最近 内外経済情勢 長崎県経済 展望
講師：日本銀行長崎支店 支店長 鴛海 健起様
第2部 懇親会 18：10～19：50

会 場：サン ー
参加費：第2部 参加 方 6,000円

第1部 参加 Web参加含 無料
概 要：今回 日本銀行長崎支店 鴛海支店長 講話

い そ 後懇親会 開催い し
講話 あ Web Zoom 使用
参加 皆様 誘いあわ

上 参加 しく 願いい し

申込


