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　今回、五島支部と青年経営者会合同で例会を開催す
ることになり、多くの会員さんに五島支部に来ていた
だいて例会を行う予定でしたが新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴い、完全Webでの開催となりま
した。
　SDGsという言葉を耳にするようになり、難しい言
葉だな、企業として何をしなければならないのか？と
思いながら報告を聞きました。
　地球が危ない、日本が危ない。このままだと住めな
くなる時代が来るかもしれない。そうならないように
世界共通の目標を定め、そのゴールに向けてできるこ
とから社会的な課題を解決していく。それがSDGsに
繋がることを学びました。自分の会社でどの項目が達

成できるか、今行っていることがこの項目に該当する
なと具体的に実感できるところもありました。同友会
の活動がすでにSDGsに繋がっていると気づかされた
会員さんも多数いたと思います。
　今後はSDGsに取り組むことで「選ばれる企業にな
る」という流れのようです。小さな取り組みでも、や
がて大きな取り組みとなり、県や国が手を差し伸べて
くれる活動となるかもしれません。
　今後も、積極的に取り組む姿勢を忘れず、地球が、
日本がよい方向に進むよう、日々の仕事を積み重ねて
いきたいと思います。
　コロナ禍の例会でしたが、沢山の交流ができ、なお
かつ、室長という新しい経験もできた例会で感謝の気
持ちでいっぱいになりました。

（文責　山下　勝志）

日時：1 月 15 日（土）18：30 〜 21：00　会場：Web

テーマ：今更聞けないSDGs　報告者：（株）九州ガスホールディングス　マネジャー　上野  辰一郎 会員（諫早支部）

出席者数：43 名（会員 7 名、他支部 35 名、事務局 1 名（青年経営者会12 名  ※支部出席者数と一部重複））

五島支部・青年経営者会合同例会 参加報告（五島支部報告）



　厳しい環境下で舵取りをされている経営者
の皆様に提言などおこがましいのですが、自
分の勉強という意味も込め「脱炭素」をテー
マに選びます。
　日本は年間11億トンのCO₂を排出してい
るとされます。体積でいうと東京ドーム45
万個です。これを2050年に実質ゼロにする
と宣言しています。しかし国の制度はユルい
ままです。例えば企業への圧力となる炭素税
の22年度本格導入は見送られました。今は
まだCO₂をまき散らしても制度上は大打撃
を受けません。にもかかわらず脱炭素に急激
にシフトチェンジする企業が後を絶ちません。
鍵は欧米金融界の強烈な力です。脱炭素に前
向きな企業は支援し、そうでない企業には融
資も投資もしない。主要国の当局や金融機関
による組織、投資家、NGOが絡まりあって
脱炭素に誘導する仕組みができています。倫
理の領域を越えた経済戦争です。脱炭素に後
ろ向きな経営陣は海外の投資家から退場を迫
られることも覚悟しなければなりません。取
引先で脱炭素に後ろ向きな会社があればその
責任も問われます。こうして脱炭素を求めら
れるサプライヤーの中小企業が増えています。
非上場企業に投資家やNGOが直接CO₂排出
量の情報開示を迫る動きも出てきました。単
独ではなくサプライチェーン全体での脱炭素

が求められているのです。食物連鎖ならぬ脱
炭素連鎖です。
　菅政権に比べ脱炭素で積極姿勢が見えな
かった岸田政権も変身しました。1月の施政
方針演説では「産業構造、暮らし、地域の在
り方…経済社会全体の大変革に取り組みま
す」と言い切りました。「やらないと生き残
れない」ではなく「ビジネスチャンス」と受
け止めるべきでしょう。
　長崎県は2050年温暖化ガス排出実質ゼロ
を宣言、2030年31.5％削減を目標にしてい
ます。長崎市などの自治体もゼロカーボンシ
ティ宣言をしています。五島沖の洋上風力や
潮流発電は象徴となっていますが、そうした
新技術とは別に、実は自然の海は、毎日排出
されるCO₂の30％を吸収してくれています。
森林の2.5倍です。海に囲まれた長崎はそも
そも「ストップ地球温暖化の聖地」としての
ポテンシャルを持っているのです。長崎で脱
炭素の様々な取組が成功し、その中でNIB
が自治体と企業、長崎と県外・海外をつなぐ
役割を果たす、ビジネスチャンスが好循環を
呼び、人口流出に歯止めがかかり、同時に世
界からの旅行者が増え、長崎の取り組みを学
ぶ動きが広がり、その中で皆様の企業がさら
に栄える。そうした未来を夢見ています。

各界からの提言
袴田  直希株式会社長崎国際テレビ  代表取締役社長
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2014年 ６月 同社 報道局長 兼 報道審査委員長
2016年 ６月 同社 取締役 執行役員 報道局長
2018年 ６月 株式会社長崎国際テレビ 代表取締役社長
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を生かして日本大
学芸術学部に進学
されました。東京
では音楽活動もし
て、ミュージシャ
ンとしてメジャー

デビューもされました。「モ
ダーン今夜」で検索してみてく
ださい。このような経歴から、
田浦さんは芸術や創作活動の
才能があり、時代に応じた様々
なものを取り入れる対応力が

ある方だと思いました。
　同友会には、諫早支部の山口大輔さんから誘われて
入会されました。「頼まれごとは、試されごと」の精
神で積極的に活動し、県情報広報委員長をされていま
す。そして同友会のHPや広報誌のリニューアルを企
画されています。
　我々中小企業も時代の変化に対応したウェブ戦略や
情報発信、顧客開拓、自社のブランド化、ウェブ環境
を用いた活動を視野に事業活動をしていかないといけ
ないかもしれません。特に昨今のコロナ禍による活動
の制限や消費の落ち込みを考えたら、やはりウェブ環
境というのは見過ごせません。事業のIT化への補助
金などもあるようです、興味のある方は田浦さんや同
友会のIT事業関係者に相談してみるのもいいのでは
ないでしょうか。

（文責　橋本　裕次郎）

　田浦さんは2017年6月に（株）タウラボを創業され
ました。主な業務内容はウェブサイトやECサイトの
制作・運営、企業ブランド戦略、クリエイティブ全般、
テレビCM、ウェブ広告、補助金サポートなど、多岐
に渡り業務をされています。現在、長崎県下のたくさ
んの企業のホームページ（以下HP）や企業CMを制
作されております。
　田浦さんは小さな頃から絵を描くのが好きで、それ

　長崎出島支部の例会は、新型コロナウイルス感染症
の影響により大変残念ではありましたが、完全Web
での開催となりました。税理士法人ネクストプラスに
所属している、長崎出島支部共同求人委員長の津田さ
んと本多さん。そして、同法人の東代表による「地域
に人を残す経営とは」とのテーマによる報告でした。
人口流出に悩む今の長崎に合致したテーマでしたの
で、皆大変興味深く報告を聞いていました。

長崎浦上支部 例会報告
日 時 1月 25 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 Web

テ ー マ
諫早のホームページ屋さんが伝えるウェブ最前線 
キーワードは「コロナ禍で加速する中小企業の
ウェブ戦略」

報 告 者 （株）タウラボ　代表取締役
　田浦　健吾　会員（諫早支部）

出席者数 44名（会員26名、ゲスト2名、他支部15名、
事務局1名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 1月 20 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 Web
テ ー マ 「地域に人を残す経営とは」を考える

報 告 者

税理士法人ネクストプラス
　専門部 津田　豊美　会員
　税務部  部長 本多由美子　会員
　代表税理士 東　大智　氏

出席者数 30名（会員26名、ゲスト1名、他支部2名、
事務局1名）
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　続いて、東代表による報告に移りました。ここまで
の2人の話を受けて、社員目線と代表目線での違いか
ら報告はスタート。前半の報告の中にあったような困
難に直面した場合、代表（経営者）としてどのように
考え、そして行動すべきか、東氏のこれまでの経験か
ら考えられるメソッドについてご報告いただきまし
た。その内容は多岐に渡り、社員育成や関わり方から
の視点、また、会社を円滑に運営していくための仕組
みづくり・組織づくりからの視点など、短時間の報告
ではありましたが、私たちが日々直面する経営課題の
多くについての解決策を学ぶことができました。
　今回の報告は、社員と経営者が一緒に報告をすると
いう新しいスタイルで行いましたが、とても分かりや
すく、聞き手に伝わりやすかったのではないかと感じ
ております。今後とも長崎出島支部は創意工夫をしな
がら有意義な例会にしてきたいと思います。

（文責　山﨑　貴彦）

　津田さん、本多さんからは今まで経験した経営上の
悩みや困難、そしてそれをどうやって乗り越えてきた
のかについての報告がありました。
　2人とも、社員と共にこれらの困難を乗り越えてき
たことで、ご自身も成長されたとのお話をされていた
のがとても印象的でした。報告のなかでは、会社の雰
囲気がとてもよく伝わってくるスライドショーもあ
り、共同求人員会が目指す、「選ばれる企業づくり」
を実践されていることがよくわかりました。

皆さんに一緒に参拝いただけてとても嬉しい気持ちに
なりました。これからの普段の生活において、どのよ
うな困難なことが起きても何事も自分の経験となり、
将来の糧になると考えて笑顔を忘れずに生活をしてい
きたいと思っています。

（文責　橋口　仁一）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ
り、午前に古希・厄入り・厄払いの対象会員と一緒に
神社への参拝と夜の慶祝例会の予定から、午前の神社
参拝のみと変更になりました。私自身も厄入りでした
ので、出席いたしました。役員の方も出席いただき、
大村市の富松神社にて神社参拝とお祓いを受けまし
た。
　現在の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によっ
て、私たちの普段の仕事や生活はとても大きな影響を
受けています。私も先の見通せない日々がいつまで続
くのかという不安を抱えていますが、今回このように

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  税理士  福井  義憲

　近頃、親の物忘れが目立つようになった。子供としては、相続対策が気にな
るところだが、親を不快にさせるようで、遺言書作成云々が言い出しにくい・・
と悩んでいませんか？　
　一般的に遺言書あれば万全だと思っている方が多いと思いますが、遺言書は
相続が発生したときの備え。遺言書での生前の事に関する取り決めは無効なの
で認知症対策にはならないことを知っていますか？　高齢者の５人に１人が認
知症になると予測される時代。死亡後の事だけでなく、本人が認知判断能力を
失った時の生前対策も重要だと思いませんか？
　認知症対策は親にとっても、介護をする立場の家族にとっても、生前対策の
要となるものです。認知症対策には家族信託が要です。
　家族信託の精神（目的）は「親が健康で文化的な生活を送るために必要な財

産的給付を行い、同人の健康状態の悪化、判断能力の低下後においてもその生
活を支援すること」にあります。親自身を守る事が第一義的目的です。同時に
その扶養義務がある配偶者の生活も同様に支援し守ります。本人が人生の後半
期を迎え、今後の人生を計画する終活の一手法としても検討に値するものです。
家族信託を推奨します。　
　私のURL（awzfq.hp.peraichi.com/fukui-nagasaki）をご一読いただけ
れば幸いです。

大村支部 慶祝対象者参拝・お祓い報告
日 時 1月 20 日（木）9：00 ～

会 場 富松神社

内 容 慶祝対象者参拝・お祓い
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ことです。パソコンでグラフ化することは簡単ですが、
手書きの折れ線グラフと年表は会社の経営の歴史が一
目瞭然で分かりますし、手書き作成することで経営者
の頭の中にも残りますね。
　グループディスカッションテーマ「あなたには大き
なチャンスが訪れたことがありますか？どう生かしま
したか？」では、チャンスというのは、その時は気づ
かないことも多いが、それをチャンスに変えられる行
動を日頃から行っているかが大事で、経営者の資質と
してチャンスを掴む判断力・行動力を身につけること
も怠らないことなど、熱い意見が交わされました。
　また、松田メンテナンス工業では経営理念を時代と
共に進化させていたり、中小企業にとって避けて通れ
ない事業承継問題も計画的に移譲されていたりと、経
営計画の大切さを感じることができる報告で自社に持
ち帰って経営計画を立てる参考にしようと思いました。

（文責　池田　慎）

　人生を振り返るなかで
誰しも何回かのターニン
グポイントがあると思い
ますが、それをチャンス
として生かすことができ
ているか？
　今回の松田さんの報告
を聞いて「チャンスを
生かすこと」その節目の
出来事を、その時チャン
スに自ら変えられている

か？と自身に問いかけるよい機会となりました。
　略歴を説明されるなかで、自分の名前紹介の間合い
の話しは、人と話す機会が多い私にとって、相手に印
象付ける手段として非常に参考になりました。
　学生時代の苦悩の乗り越え方・向き合い方、転職す
る時や独立開業する時のタイミングなど、年代別に
追って話される報告はとても分かりやすかったです。

　そして、私が報告
のなかで一番興味深
かったのは松田メン
テナンス工業の経常
利益など経営状況を
巻物の年表で、手書
きで作成されていた

をいただきました。今後超スマート社会という新しい
社会が到来すると言われているなか、我々の次世代を
担う子供たちを取り巻く環境は、教師の担うべき役割

　2022年最初の例会は（株）ホロスプランニング 東川
勝哉氏にご報告いただきました。
　東川氏はPTA全国協議会の会長を務めたことがあ
るということもあり、ゲストや他支部会員も多数参加

諫早支部 例会報告
日 時 1月19 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 L&Lホテルセンリュウ・Web
テ ー マ チャンスを生かすことで人生が変わる

報 告 者 （有）松田メンテナンス工業　代表取締役
　松田　卓　会員

出席者数 35名（会員32名（うちWeb12名）、ゲス
ト2名、事務局1名）

島原支部 例会報告
日 時 1月 21日（金）19：00 ～ 21：15
会 場 HOTELシーサイド島原・Web
テ ー マ 子供達の未来のために我々に出来ること

報 告 者 （株）ホロスプランニング
　東川　勝哉　氏

出席者数 30名（会員19名（うちWeb12名）、他支
部7名、ゲスト3名、事務局1名）
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義を知れた」や「周りのあらゆる子供たちの未来を守
り育てていきたい」「社員がより多くのリソースを子育
てに割けるような会社にしていきたい」といった感想
が出てきました。
　その後のグループディスカッションでは「次世代の
ために自社で出来ることや課題は何か？」というテー
マで熱い議論が行われ、子供たちに自らの経験や学び
を伝えてきたことや今後子供たちにやっていきたいこ
となどが語られました。
　社会が大きく変わっていくなかであっても次世代を
担う子供たちによりよい社会をつくるために、経営者
としてあるいは保護者としてこれから如何に日々を過
ごしていくかを考えることができた例会でした。

（文責　本多　勝一郎）

の多様化・複雑化のような公助に頼っている状況があ
るそうです。しかし教育基本法において子供の育成に
は学校教育だけでなく家庭教育や地域でも関わること
が定められているそうです。その環境を創り出すため
の大人の学びのためにPTAという社会教育団体が存
在するのだと東川氏は仰っていました。
　また東川氏が所属する中央教育審議会からの声明と
して子供たちの未来のためのより質の高い教育の実現
には、教師だけではなく保護者・PTAや地域の協力
をお願いしたいということが語られました。そして大
人（保護者）ができることとして①当事者である意識
を持つこと　②学校や先生の悪口を言わない　③学校
の教育目標を理解する、の3点が大切だと話されまし
た。
　報告を受けての感想は「PTAという団体の存在意

いた。新たな制度とそのポイント、今後の準備や対策
など細かく丁寧に報告をいただいた。すでに対策を
打っている会員企業もあるが、まだまだ言葉の一人歩
きで詳しい内容を完全に把握している方も少なく、大

　本来、慶祝例会の予定であったが新型コロナウイル
ス感染症の急激な拡大のため対面での例会を断念して
完全Webに変更した。もともと報告がない例会だっ
たので急遽大村支部の濵村さんに依頼して、昨今話題
にあがるインボイス制度についてのお話をしていただ

佐世保支部 例会報告
日 時  1月 25（火）19：00 ～ 20：30
会 場 Web
テ ー マ 税理士が教えるインボイス制度

報 告 者 濵村俊介税理士事務所　所長
　濵村　俊介　会員（大村支部）

出席者数 30名（会員29名、他支部2名、事務局1名）
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　余談だが当初の慶祝例会で毎回行う神事を、会を代
表して支部長と平倉さんと私で早岐神社に出向き、賀
寿者と厄入り者の祈願を行った。コロナ禍での苦渋の
選択であったが身の引き締まる思いでお祓いを受け、
会の繁栄、発展と共に会員の健やかなる1年を祈った。

 （文責　浦崎　健治）

変貴重な話を聞くとともに、今後自社での対応を重ん
じるいい機会となった。社会情勢や法令制度の変化に
敏感に対応する経営基盤が大切であるとともに経営者
自ら人に任せることなく学び理解することの大切さも
改めて再認識した。通常の経営体験報告ではなかった
が、大きな学びのある例会であった。

　また意見として、例
会参加率は各支部とも
30％程度で北松浦支部は
それを上回っている。例
会の運営、役員の選出等
が大きな負担と感じる、
委員会を2つに集約して
主催例会を減らし、他支

部の例会への参加を進めてはどうか、支部の存続は大
切との意見がありました。
　結果、来期からは委員会活動を「例会」と「仲間づ
くり」に集約し、支部活動の継続を図る方向で進める
こととし、同友会の本来の目的「経営者としての学び
と実践」を追求していくことを再確認しました。
　最後に井手さんから「本日の例会出席率は42％決
して低くない、2月例会を機会に、新規会員の獲得に
努力しましょう。」との総評があり閉会しました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（文責　今田　圭二）

　開会に際して、中村支部長が「数年前から例会参加
者が減少し、会員数の減少（現在33名）が続いている。
委員会活動も停滞しており、運営に際しても一部の会
員に負担が増えている。支部活動を継続するための意
見をお願いします。」と挨拶。会員の思いや意見を踏
まえて来期の活動の方向性を導くためにディスカッ
ションが行われました。
　例会開催曜日の検討、例会担当を支部長経験者がサ
ポートするなどの意見、また活動に参加するメリット
を感じることのできる例会運営や人脈づくりが大切な
ど、活動に前向きな意見が多くありました。

　今回は五島支部との合同例会を開催いたしました。
当初は五島会場での現地参加、長崎ブリックホール

北松浦支部 例会報告
日 時 1月18 日（火）19：00 ～ 20：00
会 場 松浦シティホテル・Web
内 容 今後の支部活動について

出席者数 16名（会員14名、他支部1名（Web）、事務
局1名）

青年経営者会 合同例会報告
日 時 1月15 日（土）18：30 ～ 21：00
会 場 Web
テ ー マ 今更聞けないSDGs

報 告 者 （株）九州ガスホールディングス　マネジャー
　上野　辰一郎　会員（諫早支部）

出席者数 43名（会員7名、他支部 35名、事務局1名（青
年経営者会12名  ※支部出席者数と一部重複））
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　《企業変革支援プログラム改定について》
　・スケジュール
　　1回目試験運用　1月19日～ 3月11日
　　2回目試験運用　4月上旬～ 6月上旬
　　完成予定　　　　10月上旬
　・第1回試験運用版を配信済み
　　※各地同友会で検討してほしい

　《事例報告　広島同友会の報告》
　・サポーターが多い
　・基礎講座を開催し本講座を開催
　・過去の振り返りを行い、次回の糧としている

　《グループ討議では》
　・各地、経営指針の成文化の推進が遅い
　・成文化の全社的運用のバロメータは
　　①月次決算
　　②企業変革支援プログラムの毎年の登録
　　③経営指針の発表会の開催としている
　　※これは長崎も導入を検討したい

⑶　経営指針成文化・実践運動の発展をめざして（問
題提起と協議事項）

　《問題提起　中同協副会長　加藤　明彦氏》
　・労使見解に基づく三位一体の経営が大事

経営労働委員長　宇土　敏郎

⑴　報告・協議・審議事項
　《中同協経営労働委員長あいさつ》

・アフターコロナは、ゼロゼロ融資の返済が本格化
するから経営指針で展望を示すことが大切

・労使見解の理解と実践の推進を進める
・経営指針と就業規則は、補完しあい会社を支える

力になる
・2月・3月は「働く環境づくり強化月間」

　　①36協定を作成し、労基に提出する
　　②働く環境、就業規則を見直す
　・増強する経営労働委員会になる

　《全国大会案内》
　①第7回人を生かす経営全国交流会in徳島
　　2022年10月20日～ 21日　徳島
　②第52回中小企業問題全国研究集会in大分（Web）
　　2022年2月17日～ 18日　大分（Web）
　③中小企業家同友会全国協議会
　　第54回定時総会in沖縄
　　2022年7月7日～ 8日　那覇

⑵　経営指針成文化・実践運動の発展をめざして（事
例報告・グループ討議）

　SDGsの17の項目はネットで簡単に見ることができ
ます。この17の項目を達成目標にしながら、自社の
経営や労務、労働の品質向上にも利用できると思いま
した。
　長崎県でもSDGsに取り組む企業を見える化し、そ
れを波及させるための登録制度が始まりました。第1
回目の募集はもう終わりましたが、次の募集もあるそ
うなので皆さんも気に留めておいてください。
　今回は完全Webでしたが、逆にこれがものすごく
よかったと思いました。長崎と五島との距離を感じま
せんでした。これからもZoom等Webのツールを用
いることで五島支部の例会や行事に気軽に顔を出せる
ので、支部活動活性や増強にもつながると思いました。
それに支部や青年経営者会、他委員会とのコラボ企画
もさらに活性化できると思いました。
　コロナが収束したときには、五島支部の例会や行事
に泊りがけで参加したいと思います。

（文責　橋本　裕次郎）

会議室のサテライト会
場、Web での各自参加
と、対面と Web のハイ
ブリット開催を企画して
いました。しかし1月に
入ってから長崎でも新型
コロナウイルス感染症が

急速に拡がってきたので、感染リスク回避のために完
全Web開催となりました。
　報告はSDGsについてで、上野さんに分かりやすく
親しみやすく説明していただきました。普段の生活
や事業活動でSDGsなど意識せずにやっていたこと
が、実はSDGsだったということもたくさんありまし
た。例えばペーパーレス化、自然環境に配慮した道
具や商材の使用、有給消化の促進、募金や寄付、地
域の活動への参加、道端のゴミを拾う、同友会活動
への参加などです。周りの人や地域、未来のことを
考えて行っていることを明文化したものがSDGsだと
感じました。

日時：1月 19・20 日（水・木）　会場：Web

第 2 回 中同協 経営労働委員会 参加報告
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どうにかしてでも学ぼうという気概がコロナ禍を乗り
切りためにも必要ではないかと投げかけもありまし
た。
　その後のグループディスカッションでは、各地の
取り組みについて情報交換がありました。各地でも
Web会議を使用しながら経営指針策定セミナーを実
施、Web会議を使用することで参加者の間口が広がっ
たことを実感するものの、理念策定の際などはやはり
リアルで熱量を持って行いたいとの声もありました。
　また企業変革支援プログラムの普及についても話が
及びましたが、やはり大事なことは経営労働委員会と
して、啓蒙活動を続けることでした。知らないからや
らないをなくして、なぜ企業変革支援プログラムに取
り組むのか、その目的を伝えることが大切であると確
認しました。
　2日目には中同協　副会長　加藤昭彦氏より「企業
づくりと経営労働の役員としての主体的かかわりの提
起」として同友会での学びと自社での実践を中心に報
告いただきました。（報告内容は書籍『逆風を持って

「徳」とする』に詳細が書かれています。ご興味ある
方は事務局にお問い合わせください。）
　ここでは会社の風土が変わり、社員がつくり上げる
会社へと変革していく様子を話されました。また、加
藤さんが社員は貸借対照表（B/S）の自己資本に相当
し「人は資産」と位置付けられると話されたことが非
常に印象的でした。
　今回の委員会での学びはさっそく県の経営労働委員
会で共有をさせていただきました。各支部にも伝播す
るようこれからも取り組んで参ります。今回は貴重な
機会をいただきありがとうございました。

事務局　田口　友廣

　2021年度第2回目となる中同協　経営労働委員会が
開催されました。当初は東京の会場とWebのハイブ
リット開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大のためWebのみとなりました。
　1日目は報告事項として、

①中同協　経営労働委員会　林委員長の冒頭のあい
さつで、アフターコロナはゼロゼロ融資（実質無
利子・無担保融資）の返済が本格化するため、経
営指針を示し展望を示すことが大切とありまし
た。万が一リスケをした場合、有利子となりすぐ
に返済が始まることについても注意を促しまし
た。

②2022年2.3月を「働く環境づくり強化月間」とす
ることが報告されました。

③企業変革支援プログラムについて2022年10月に
発刊予定で改訂に取り組んでいることが報告され
ました。現在の企業変革支援プログラムSTEP1
とSTEP2が合わさったものになります。現在、
試験運用をしていますのでご興味ある方は長崎同
友会事務局までお尋ねください。

　その後事例報告として、広島同友会　経営労働委員
会　副委員長の豊田克浩氏より「経営指針成文化・実
践運動の発展を目指して」をテーマに報告がありまし
た。報告はコロナ禍における広島同友会、経営労働委
員会の動き、経営指針成文化への取り組み、成果と課
題についてでした。その中でコロナ禍とともにWeb
会議の普及に取り組み、経営指針成文化のセミナー
をWeb会議で行ったこと。指針書の発表は参加者が
Web会議で資料共有しながら行うなど、指針書の策
定はもとよりWeb会議についても浸透がみられたと
いうことでした。
　課題としてITリテラシーの格差により、参加でき
ない会員もでてきました。しかしITツールに限らず、

《まとめ》
　今回のテーマは基本に戻っての「経営指針の成文化
と全社的な実践」でした。各地同友会の現状の一部を
学び、長崎の遅れを感じました。でも6年前の状況か
らすると成文化が進んできていることを実感できまし
た。会員に1人経営者や小規模事業者が増えている現
状への対応の提言が加藤さんよりあり、「1人だから
経営指針をつくろう」「維持発展するため、3人雇用す
る覚悟の経営指針をつくろう」とヒントをいただきま
した。企業づくりの基本は「経営指針の成文化と全社
的実践」であると再確認できましたので、来期以降の
長崎での経営労働委員会活動、人を生かす4委員会活
動に反映させていきます。

・会社がうまくいかないのは、社長の自信過剰と社
員への押し付け

・結果、社員が問題点に気づいても「言えない」社
風をつくっていた

・同友会は「会社の体質が強くなり維持発展するに
はどうするか」を勉強する会

・「命の重さ」には差がない、他人を思いやる心の
ある組織風土をつくる

・労使見解の学びで人は「資産」と考えた
・時間をかけて育った社員がいることがわが社の強

みである
・社風づくりと制度づくりが必要
・新企業変革支援プログラムは有益である
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長崎新聞  1 月 19日
諫早支部　野方  康平 会員

長
崎
新
聞  

1
月
8
日

佐
世
保
支
部
　
川
口  

哲
司 

会
員

支 部 名 長崎浦上支部
氏 名 大

おおみね

峰　史
ふ み こ

子
企 業 名（同）Reborn
役 職 名 代表社員

企 業 住 所
〒852-8134
長崎市大橋町7-5
横山ビル3F

T E L 095-842-0585 F A X 095-842-0586

業 種 介護・福祉業

企 業 PR

当社は介護・福祉の事業所の中でも相談事業に特化した事業
所です。産まれたばかりの赤ちゃんから、人生の終末期まで、
障がいがあっても幸せな人生を歩むための併走者として在り
続ける、というミッションをもっています。

スポンサー 横山　愼介

支 部 名 島原支部
氏 名 出

い で た

田　聡
そ う し

志
企 業 名 いでた整形外科クリニック
役 職 名 院長

企 業 住 所 〒855-0863
島原市親和町丁3565-11

T E L 0957-61-0700 F A X 0957-61-0710

業 種 医療業

企 業 PR
「医療を通してしまばらの未来を明るくする」という理念を
掲げ、開業しました。最新の医療機器を使った診断・治療・
リハビリテーションが当院の強みです。

スポンサー 池田　聖典

支 部 名 佐世保支部
氏 名 浦

うらかわ

川　栄
えいいち

一
企 業 名 浦川栄一行政書士事務所
役 職 名 所長

企 業 住 所 〒859-6133
佐世保市江迎町猪調328-6

T E L 0956-80-1643 F A X 092-303-8740

業 種 行政書士

企 業 PR
農地、建設、産廃、福祉に関する許認可業務はもちろん、補
助金申請など、微力ながら皆さまのお役に立つことができま
したら幸いと存じます。

スポンサー 末次　精一

支 部 名 佐世保支部
氏 名 田

た な か

中　真
し ん た ろ う

太郎
企 業 名（福）長崎両輪会
役 職 名 施設長補佐

企 業 住 所 〒859-4763
松浦市御厨町山根免290

T E L 0956-75-1428 F A X 0956-75-2788

業 種 福祉業

企 業 PR 利用する人がまた来たくなる、その想いを形に変えていく会社です。どうぞ、宜しくお願い致します。

スポンサー 原田　良太

支 部 名 北松浦支部
氏 名 小

こばやし

林　洋
ひろゆき

介
企 業 名 飛鸞ひまわり基金法律事務所
役 職 名 所長

企 業 住 所 〒859-4825
平戸市田平町山内免378-2

T E L 0950-22-7910 F A X 0950-22-7911

業 種 弁護士

企 業 PR

「ひまわり基金法律事務所」は、司法過疎地域におけるリー
ガルアクセス拡充のため、日本弁護士連合会の事業として設
置された事務所です。ひまわり基金法律事務所は、全国に
30ヵ所以上あり、身近な弁護士として、借金、相続、離婚、
交通事故、刑事事件などなど幅広い事件に対応しています。

スポンサー 鬼塚　秀典

＜入      会＞

新入会員の皆さんです <１月入会 > （敬称略）

会員活躍

長崎新聞  1 月 19日
諫早支部　野方  康平 会員
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長崎新聞  1 月 22日
島原支部　末永  義邦 会員

長崎新聞  1 月 23日
大村支部　山口  成美 会員

長崎新聞  1 月 27日
長崎出島支部　平瀬  哲也 会員

長崎新聞  1 月 30日
長崎出浦上支部　岡村  雅彦 会員

長崎新聞  1 月 7日
大村支部 山口 成美 会員、佐世保支部 田雑 裕一 会員

長崎新聞  1 月 8日　佐世保支部　横山  昌隆 会員、北松浦支部　前川  浩二 会員

長
崎
新
聞 

1
月
8
日
　
佐
世
保
支
部
　
丸
田  

敦
史 

会
員
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社にしたいか思い描い
た理念と、先代が描い
たその姿が見事にシン
クロした瞬間でした。
それから織田さんはそ
の理念を社員だけでは
なくお客様からも見え

る位置に掲げ、その思いを浸透させる役割を担っていきま
す。そして2019年、事業承継。代表社員に就任しました。

【織田さんの経営】

　生き残ることだけを考えていてもだめ。同業他社を見て
自社の何かを変えていくことではなく自社がどうあるべき
かが大事、と織田さんは話します。そのために全社員資格
100％を実践し接客と知識でお客様とメーカーからも選ば
れる店舗、企業づくりを実践しています。取得率が悪かっ
た有給休暇を段階的に取得できるように改革、今期は全社
員が全ての有給休暇を取得できる予定です。そして基本給
のベースアップ、賞与など利益の中から分配できる原資の
使い道を社員と共に考えています。さらには定年制をなく
し、社員が望むまで雇用が維持できる仕組みを構築、年齢
を気にせず、何のために仕事をしているのか、やりがいを
感じていただく企業づくりに取り組んでいます。

【20年後のありたい姿】

　現在バリバリの40歳。今後のビジョンは60歳で後継者
に託し会長職に就くこと。これは会長になりたい、ではな
く織田さん本人が次のステージへの挑戦のためです。現在
の社業は薬の処方、健康食品やグッズの販売で健康寿命を
延ばす、いわば大人のサポートをすること。では子供たち
は？子供たちが安心して食べることができる場所、夢を持
つことができる地域をつくることが織田さんの近未来的な
ビジョンです。同友会に入会しいろいろな方から教えても
らいご自身が学び、成長しているという実感と感謝の気持
ちがあるからこそ、人や地域に恩返しがしたい。若く熱い
経営者の今後のご活躍に、事務局員としてしっかりと伴走
させていただきたいと思います。

＜会社情報＞

（資）中央薬局
（本店）島原市中堀町64
電話：0957-62-3588　FAX：0957-62-3599
https://cyuou-yakkyoku.com/

＜経営理念＞

私達は消費者第一主義をつらぬき、お客様の健康管理増
進に貢献します。
1．私達にとって一番大切な人は、お客様です。
2．社員の満足、大事にします。
3．地域社会に歓迎されるよう、努力します。

（文責　事務局　峰　圭太）

　2022年度第28回経営フォーラムの実行委員長を務めて

いただく（資）中央薬局：織田哲平会員を取材させていただ

きました。

【現在までの歴史】

　曾祖父の創業から数えて4代目となる織田さん。小学4
年生の時に自分が継ぐ！と決めましたが高校は部活のラグ
ビーに明け暮れたとのことです。部活引退後は入試に必要
な科目に絞って猛勉強、無事現役で福岡の大学の薬学部に
入学します。国家試験である薬剤師の試験にも合格、薬剤
師としての社会人生活をスタートさせました。
　修行の意味も込めて勤めた会社は静岡の中堅ドラッグス
トア。厳しい環境下で自分を磨きたかった織田さんは面接
時、担当の専務に「一番の激戦区である店舗に配属を」と
申し出ます。希望通り厳しい店舗への配属が叶い、21時ま
での営業時間であるにも関わらず連日0時超え。「今は絶対
ダメですが、当時はそれでも楽しく仕事ができていた」と
笑って話す織田さんです。3年で島原に帰る予定でしたが
もう1年、もう1年と続けた6年目、薬品チーフとして業務
にあたっていた際、年間1位を獲得。社長から「何でもい
いので要望を」の問いかけに対し当時150店舗ほど展開し
ていた中で「一番大きい店舗をつくり、そこの店長になり
たい」と要望します。この無茶のような要望に応えた会社
にも驚きましたが織田さんは見事その一番大きい店舗の店
長になり、初年度は赤字だったものの黒字路線まで業績を
回復させ、最終的に8年勤務し島原へ戻ってきました。

【経営理念、受け継いだバトン】

　2015年、島原支部が独自で開催していた財務の勉強会に
参加することから織田さんの同友会活動は始まります。学
びを求めていた織田さんは即入会することを決意。翌年度
からは役員も担うことになります。
　入会2年目、経営理念の大切さを学び同友会主催の経営
指針策定セミナーに参加、経営理念を作成します。当時の
経営陣は両親です。完成した経営理念を見せると両親から

「経営理念はある」という発言。それまで存在を知らなかっ
た、先代が作成した経営理念には織田さんが考えた①お客
様②社員③地域という柱からできた内容そのものが記載さ
れていました。織田さんが次期経営者としてどのような会

事務局企業訪問 事務局企業訪問 
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２月理事会  報告
2月3日（木）／同友会事務局5名・Web31名
出席36名（理事22名、第28回経営フォーラム実行委員長、九州・沖縄ブ
ロック青年部合同例会実行委員長、経営労働副委員長、来期支部長・委
員長予定者8名、事務局3名）欠席3名

開会あいさつ （抜粋）西村支部長
北京オリンピックが始まり、開会式が明日開催されます。コロナは心
配ですが、日本の選手も北京入りしており頑張ってくれると思います。
またどんな開会式になるのかも楽しみにしています、最初から最後ま
で見たいと思います。同友会の活動も新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により、ほぼWebとなりました。長崎はピークアウトの兆しが
あるように思います。早く収束することを願いつつ来期に向け、同友
会活動を頑張っていきます。

仲間づくりについて
１）入会・復会・交代復会・企業変更・退会の承認について－山口専務

理事
→入会2名、復会2名、交代復会1名、企業変更1名、退会1名を承認

２）1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－コロナも収束の兆しかと思います、

コロナ感染に気を付けながら同友会活動をお願いします。本日699名
で、あと1名で700名です。年度末は退会者が出ますので、700人で
なく794人を目指していきましょう。また2月は県下一斉仲間づくり
の日もあります。増も強も頑張りましょう。先日中同協から全国の
会員数について報告がありましたが、1月は24同友会が会員増です。
また3同友会が過去最高の会勢です。コロナ禍でもやり方を考えて取
り組むと順調に増えると思います。各支部の仲間づくり委員長さん、
支部長さんよろしくお願いします。

・中村代表理事－699名です。あと1名で700名でした。まずは700名
と言っていたところに近づいてきました。700名達成よろしくお願い
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1/2までに変更します。
・現地・Zoom併用のハイブリッド形式で、極力Zoom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。
・懇親会は開催不可とします。
　（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－上記内容を提案します。
→三役会案を承認

２）来期に向けて
①県委員会活動方針案の承認の確認－1/20（木）メール理事会で承認済 

→ 総会へ上程
　→確認

②各支部活動方針案の確認について－ 2月理事会で確認 → 支部総会で
承認
※ 支部委員会活動方針案 の提出について（流れの確認）

「県委員会活動方針案」と「支部活動方針案」をもとに作成し、2月
支部役員会で承認後、2月28日までに、現支部総務委員長が取りまと
めて事務局へ提出願います。（早めの提出にご協力願います）

→確認
③定時総会について

現在既決事項
・開催日／ 4月20日（水）　・会場／パークベルズ大村
・記念講演講師／島根同友会　代表理事／
　モルツウェル（株）　代表取締役社長　野津　積氏
・記念講演テーマ／「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」

今回提案事項
・ハイブリッド開催（サテライト会場の設置はなし）

・式次第案
・予算案－・総会・記念講演までは会費無料　 ・懇親会費　6,000円
・議案書名刺広告（2,000円）－目標100口
→承認
④経営フォーラムについて－織田実行委員長
・記念講演講師についての提案－若林 宗男氏
→承認

報告・連絡事項
１）1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＞1月17日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
①来期の体制（案）について－本多委員長
②例会企画の立て方について－本多委員長
③下半期表彰の進捗報告
④各支部の例会について（12月）
⑤仲間づくり委員会との2委員会会議について
⑥毎月の例会案内チラシ（経営者塾含む）の伝え方について

仲間
づくり

＜委員会開催日＞1月24日（月）19：00 ～ 20：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞

・最終期末に何名必達の覚悟を共有
・浦上-121名 ・出島-120名 ・大村-113名 ・諫早-86名 ・島原

-76名 ・佐世保-168名
・北松浦-33名（現況） ・五島-24名　合計741名を目標とします。
・第2回仲間づくりの日の結果について
　支部賞：諫早支部　スポンサー賞：古瀬さん（島原支部）
・来期の体制について
・2022年度2月の第3回県下一斉仲間づくりの日の全支部合同

例会
　2023年2月10日（金）19：00 ～　予定しますので全支部の

スケジュール調整をお願いします。
・例会委員会との2委員会開催について

経営
労働

＜委員会開催日＞1月26日（水）19：00 ～ 21：00
＜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）
　・経営者塾の開催（県主催：3回、各支部開催：2回)　
　・経営指針実践セミナーの開催（県主催：1回、支部主催：2回）

・各支部委員会に県委員長・副委員長が参加して連携を深める
⑵具体的な活動について
　2-1　各支部の活動
　2-2　経営指針アンケート　100％回収を目指す
　　　 現在　63.0％
　2-3　経営指針実践セミナーの開催
　・県主催：1/15　№8開催　7名＋社員１名／ 21名申込
　・島原主催：1/25　№6補講開催　8名＋ゲスト1名／
　　11名申込
　・小規模事業者向け　№1開催　16名／ 19名申込
　2-3　4委員会活動を県と支部間でも支援する
　　　・県4委員会　今月は1/31開催
　2-4　2021年度第2回中同協経営労働委員会　報告
　　　 詳細はDOYUニュース21に報告した
　　　 ※新・企業変革支援プログラム第１回試験運用版公開
　　　　 県委員会で検討し、次回の委員会で報告する

共育

＜委員会開催日＞1月12日（水）13：30 ～ 15：00
＜開催場所＞Web
①2022年度 合同入社式について
・記念講演 中村代表理事
・会場　ホテルセンリュウ及びWeb　・会費 3,000 円
②2022年度 新入社員フォローアップ研修実施（案）について
・場所 県央（諫早または大村）及び Web 併用
③その他・意見交換
・人を生かす経営4委員会について
・来期、新入社員フォローアップ研修について
・保留事項…社員共育大学
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ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞1月14日（金）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞シーハットおおむら・Web
＜報告事項＞
・第16回例会シミュレーションを開催
・第16回例会について協議
・各支部活動報告

【意見交換】
・来期ダイバーシティ委員長候補梶原さんによる、2022年度活

動方針についての発表
・2022年度活動方針をもとに各支部の活動方針、計画を作成す

るものとする。
・中村代表理事より、現在各支部の例会は委員会が担当し開催

されており、例会内容は委員会の内容に偏ったものとなって
いる。本来、支部例会は経営体験報告が望ましいので、今後、
支部例会は経営体験報告とし、委員会内容とは別に考え進め
る方がよいとの意見あり

共同
求人

＜委員会開催日＞1月26日（水）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・NAGASAKIしごとみらい博について
・長崎総合科学大学との取り組みについて
・4委員会について

情報
広報

＜委員会開催日＞1月24日（月）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌 編集会議
・県ホームページと広報誌について、順番として広報誌→ホー

ムページの順にリニューアルしたい

ビジョン

＜委員会開催日＞
⑴1月6日（木）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・共育委員会，ダイバーシティ委員会，共同求人委員会の第5

次ビジョン検証を実施しました
⑵1月17日（月）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞同友会事務局・Web併用
＜報告事項＞
・来期の活動方針案について協議いたしました
・政策委員会，情報広報委員会の第5次ビジョン検証を実施し

ました

創立
50周年

記念事業
準備

＜委員会開催日＞1月24日（月）18：00 ～ 19：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・記念式典での功労者表彰、記念植樹、予算案等について検討

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞１月12日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞大村中央公民館・Web
＜報告事項＞
・１月15日（土）　五島支部・青年経営者会合同例会

新型コロナの感染拡大のため、完全Web形式での開催となっ
たが、報告者の所属支部である諫早支部をはじめ多数の他支
部の会員から参加いただいた。

・2月の仲間づくりの日ですが、青年経営者会も長崎浦上支部と
長崎出島支部に協力し合同で開催することになりました

・ばりよか券の販売期間を1月末から3月末に変更します。ぜひ

購入ください。
（安井九州・沖縄ブロック青年部合同例会実行委員長より）
九州・沖縄ブロック青年部合同例会の分科会の報告者として、
鹿児島同友会（有）鹿児島ラーメン　西洋平氏が決まりました。

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

オミクロン株ももう少ししたら収束するようです。どうしてもWeb
開催が増えると出席率が落ちてきます。しかしオミクロン株のあと
も第7波があるかもしれません。今後も活動を止めないことを前提に、
各支部の支部長と例会委員長は出席率・返信率をアップへの取り組
みをしていただけますようお願いします。

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

4委員会は2 ヵ月に1回ほど開催し、直近では先月30日にWebで開
催されました。県の4委員会の委員長と副委員長が集まると活発に意
見がでます。テーマとしては同友会の語り部をつくり、同友会のよ
さを伝えていくとよりよくなっていくのではと話をしています。今、
いろんな県の資料を集めて検討しています。同友会に入るとどうな
るのかと宮崎の資料には分かりやすく書いてあり、オリエンテーショ
ンにも使えるのではと思いました。また、活動を続けるなかで、悩
む時やうまくいかない時に見返せる資料にもなります。来期、4委員
会ではこうして資料をつくるよう活動していきます。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
ビジョン委員会では各委員会のビジョンの検証を行っていましたが、
各委員長から上がってきた資料に記載のある点数よりも、どの委員
会も活発に頑張っていると委員会で話合われました。この取り組み
は非常によいものだと感じています。情報広報委員会も田浦委員長
を中心に毎月委員会を開催しています。現在ホームページの改修に
向けて取り組み、来期には大きく変わるのではないでしょうか。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
コロナ禍で大変ですが、例会は完全Webで寂しいですよね。できれ
ば密にならない程度に集まったら、盛り上げるのではないでしょう
か。歩みを止めずにいい例会をつくりましょう。仲間づくり委員会
では2月10日に県下一斉仲間づくりの日を行います。しっかり取り
組んでください。よろしくお願いします。

閉会あいさつ（抜粋）－横田副代表理事
本日、現新理事会でたくさんの方に参加いただきありがとうございま
す。新理事の方に挨拶をいただきましたが、頼もしい限りです。来期
は副代表をおりますが、これまで理事を務め、松尾元代表理事・金井
前代表理事・中村代表理事といった素晴らしい代表理事のもとでたい
へん勉強になりました。理事になると本当に勉強になるので、みなさ
んの会社も伸びると思います。700名まであと1名です、頑張りましょ
う。島原支部は私が入会した時は30名ほどでした。あの頃は例会に諫
早支部や大村支部のメンバーが参加され、大変刺激になっていました。
そうした刺激を受け、今は島原支部では若いメンバーが育っています。
とにかく全部の支部が応援をして、全部の支部を、そして長崎同友会
を盛り上げていただきたいと思います。今日はおつかれさまでした。

※　次回開催予定　現新理事会　3月3日（木）19時　Web

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

会　員　数（２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 105 110 109 83 72 162 33 20 694

退 会 者（敬称略）

会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月

鐘ヶ江　秀美 あづまラーメン 諫 早 2018年 4月

『DOYUニュース21 12月号 別冊 経営フォーラムニュース』
お詫びと訂正

12月発行の広報誌 『DOYU ニュース 21 12 月号 別冊 経営フォーラム
ニュース』に掲載いたしましたご来賓の学校法人　長崎総合科学大学　
学長  池上国広様のお役職に誤りがございました。

【該当箇所】
第27回 経営フォーラム 2021 in 出島 ご来賓の皆様

（誤）准教授　（正）学長

池上国広様ならびに関係各位にご迷惑をおかけしましたことを深くお
詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。



3 月

長崎浦上 人を生かす経営と強靭な経営体質に向けて

同友会へ入会し新しい出会いを通して、経営指針づくり・経
営発表会を行いました。たくさんの学びを与えてくれた仲間
へ感謝とともに報告していただきます。

（株）福祉工房K’s

豊福和明 会員（佐世保支部）

3月22日（火） 18：30～

場所：長崎新聞文化ホールアストピア・Web

長崎出島 同友会に出会って学び広がった縁、今後の目標（夢）

2022年度青年経営者会会長の宮﨑さんに、同友会での出会
い、自社の起業までの生い立ち、会社社員への思い、今後の
経営課題やビジョンを熱く語っていただきます。

みやざき設備

宮﨑洋輔 会員（大村支部）

3月17日（木） 18：30～

場所：サンプリエール・Web

大村 多様性とスペクトラム

多様性とは？偏見のない社会のために必要なことは？「普通」「障
がい」の境目はなくスペクトラム。「知る」ことから始めて「生き
にくさ」を考える人たちを受け入れる企業・社会を考える機会にな
る報告をいただきます。

（同）まなび舎

梶原恵 会員（大村支部）

3月17日（木） 18：30～

場所：パークベルズ大村

諫早 コリン・パウエルから学ぶ13のリーダー行動規範
～中小企業は経営者のリーダーシップで会社が変わる～

アフリカ系黒人として初めて米軍統合参謀本部長、国務長官を務め
たコリン・パウエル氏が述べている”リーダーとして心得る13の行
動規範”。安徳氏にこの規範の解説をしていただき、更にリーダーに
必要な規範について報告いただきます。

（同）HRエンゲージメント

安徳勝則 氏

3月16日（水） 18：30～

場所：L&Lホテルセンリュウ

アカバエデザイン

赤波江陸 会員（佐世保支部）

3月18日（金） 19：00～

島原 人を生かす経営4委員会を学ぼう

人を生かす経営4委員会、また各委員会の取組や具体的な活
動をご報告いただく予定です。

場所：HOTELシーサイド島原

場所：松浦シティホテル

佐世保
I am スーパーマン

～月収300円からの大逆転～

子供の頃から自分はスーパーマンになりたい。今からはWebと動画
の時代だと猛勉強、起業しました。ところが初仕事の単価は500円。
Webと動画を使い困っている人を助けるスーパーマンの報告です。

長崎同友会 人を生かす経営4委員会より

報告者乞うご期待！
3月15日（火） 18：30～

場所：アルカスSASEBO

北松浦 （株）グローバルクレストの始まりから今、
そして未来

元同友会会員の富川氏の報告。新組織（株）グローバルクレ
ストの立ち上げから今に至るまでの事業展開についてご報告
いただきます。

各支部の例会情報はこちらの二次元バー
コードを読み取りください。
例会への参加は無料です！Web参加OK！
共に学びましょう！

五島 ※タイトル 鋭意検討中！

五島支部活性化のため報告内容を検討中！元代表理事、ダイ
ヤモンドクラブ（会歴20年以上）の平湯会員から深く熱い
報告をいただきます。

（株）諌早スイミング

平湯湧一 会員（諫早支部）

3月18日（金） 18：30～

場所：観光ビルはたなか

参加
無料

Web
OK！

他支部
参加OK

長崎市栄町1-20 大野ビル5F
ＴＥＬ： 095-822-0680／FAX： 095-824-4623
Mail： info@ｎagasaki.doyu.jp

（株）エイコー商事

富川栄治 氏

3月15日（火） 19：00～

青年
経営者会 人の幸せ、自分の幸せ

※内容調整中

Photostudio tutti

竹部祐樹 会員

（青年経営者会・佐世保支部）
日時：調整中

場所：調整中


