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　第51回定時総会が現地
とWebでのハイブリッド
で開催されました。諫早支
部の太田会員の司会のもと
中村代表理事の挨拶、定数
の確認後、長崎浦上支部の
吉澤会員が議長に選出され、
議事進行が行われました。
　第1号議案の活動報告を

山口専務理事が、決算報告を金田財務委員長、監査を
荒木監事により行われ一括採決で承認されました。
　第2号議案では役員改選で金井役員選考委員長から
提案がなされ、中村こずえ代表理事の2期目選出と新
理事の推薦が承認されました。第3号議案では、中村
新代表理事より2022年度の活動方針案、各委員長の
委員会方針案が発表、山口新財務委員長より予算案が

説明され一括採決され、そ
の後2022年度の理事の紹
介が行われ第1部が滞りな
く終了しました。
　第2部は、島根同友会の
代表理事であるモルツウェ
ル（株） 野津氏の記念講演
でした。「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」をテー

マにお弁当屋さんの起業から紆余曲折しながら在宅高
齢者への配食、生活支援への事業転換を行うなか東日
本大震災をきっかけに、物流は社会インフラであるこ
とを確信され物流を止めないことが地域を守り故郷の
生活、存続の支援が会社の使命と考え、民間と行政、
金融機関との連携で株式会社島根県！という考えのも
と「50年後ふるさと島根は存続するか！？」と危機
感を持ち経営をされています。年齢、会社の規模、役
職などをフラットにした民間と行政との連携こそが未
来を創造、継続しえる地域貢献という考えに来賓の行
政の方も強く頷いておられたのは印象的でした。謝辞
は江口副代表理事の熱い思いが伝わる素晴らしいもの
でした。
　第3部懇親交流会では司会を大村支部の中村会員が

日時：4 月 20日（水）14：00 〜 19：00 　会場：パークベルズ大村・Web

出席者数：147名（会員 122 名（うち Web26 名）、来賓 20 名、事務局 5 名）

第５１回 定時総会 開催報告

中村こずえ 代表理事 島根同友会　モルツウェル（株）

野津　積氏
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担当。事務局田口係長より来賓のご紹介の後、ご来賓
を代表して長崎県産業労働部政策監の村田様より大
石知事の祝辞を代読いただき、園田大村市長より祝
辞、大村商工会会頭の中村様の乾杯のご発声で懇親交
流会がはじまりました。青年経営者会より5月13日の
第3回九州・沖縄ブロック青年部合同例会、島原支部

より10月14日の第28回経営フォーラム、そして11月
11日の創立50周年記念式典の告知の後、退任の理事
の紹介の最後には横田副代表理事の締めの言葉、金田
新副代表理事の一本締めにて第51回定時総会を閉会
いたしました。

（文責　副代表理事　田中　清隆）

長崎県　産業労働部　政策監 村田　　誠 様

長崎市　商工部長 久田　　浩 様

長崎市　産業雇用政策課　課長補佐 川村　研一 様

大村市　市長 園田　裕史 様

諫早市　経済交流部長 古谷　正樹 様

大村商工会議所　会頭 中村　人久 様

長崎県中小企業団体中央会　総務課長 野村　正人 様

財務省 福岡財務支局 長崎財務事務所　所長 丸山　　徹 様

日本政策金融公庫　長崎支店
支店長兼国民生活事業統轄 細川　英樹 様

日本政策金融公庫  長崎支店  中小企業事業統轄 高田　友成 様

日本政策金融公庫　佐世保支店　支店長 奥川　智之 様

商工組合中央金庫　長崎支店長兼佐世保支店長 鈴木　清輝 様

十八親和銀行　大村支店長 片岡　敏明 様

長崎銀行　常務取締役 今村　清隆 様

長崎外国語大学　学長 姫野　順一 様

活水学院　理事長・院長 湯口　隆司 様

長崎県立虹の原特別支援学校　進路指導主事 出口　正治 様

長崎県立希望が丘高等特別支援学校
進路指導主事 林田ちどり 様

長崎県立川棚特別支援学校　進路指導主事 豊田　　真 様

NCC 長崎文化放送　メディアビジネス局長 久田松春樹 様

第５１回  定時総会 ご来賓の皆様

ご臨席  誠にありがとうございました。

（順不同）

長
崎
新
聞 

4
月
21
日

大村市長

園田裕史様からの祝辞

大村商工会議所会頭

中村人久様による乾杯のご発声

2022年度 新理事のみなさん長崎県産業労働部　政策監

村田　誠様からの祝辞



　皆様には、日頃から本県の産業労働行政に
対しまして、ご理解とご支援を賜り、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、
1972年の設立以来、様々な業種の中小企業
経営者が学びあう自主的な組織として、本県
の中小企業の振興や地域経済の発展に多大な
貢献をいただいておりますことに、心から敬
意を表するとともに深く感謝を申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症につきま
しては、いまだ新型コロナウイルスの収束が
見通せない状況下にあり、今後は保健・医療・
福祉機能と社会経済活動との両立を図ってい
く必要があると考えているところであります。
引き続き、地域ごとの医療ひっ迫状況等を見
極めながら、国や市町とも緊密に連携のうえ、
感染防止対策を講じつつ、社会経済活動の回
復・拡大に注力してまいります。

　本県におきましては、飲食店以外において
も大きな経済的影響が生じていることから、
国の事業復活支援金の活用を積極的にサポー
トするとともに、県といたしましても、国の
事業復活支援金に県独自で上乗せして給付す

る「長崎県事業復活支援給付金」を創設し、
申請受付を4月18日に開始したところであ
ります。引き続き、県内事業者の現状を踏ま
えた対策を迅速かつ的確に講じてまいります。

　さて、本年9月23日には西九州新幹線（長
崎～武雄温泉）の開業を迎えます。県といた
しましても、その効果を最大限に高めるとと
もに、県下全域に波及・拡大させるため、県
民の皆様の気運醸成や来県者に対するおもて
なしの実践等の準備を進めてまいります。今
後とも、新幹線の開業に向けて、関係団体や
市町等とさらに連携を図りながら、アクション
プランの推進に注力し、万全の体制で受け入
れができるよう全力で取り組んでまいります。

　皆様方におかれましても、中小企業家同友
会の活動を通して得られた知見や経営姿勢な
どを自社の経営に活かしながら、事業拡大や
付加価値の向上などに積極的に取り組んでい
ただきたいと考えております。

　県といたしましても、引き続き、県内中小
企業・小規模企業の振興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。

長崎の社会経済活動の
回復・拡大に注力

大石  賢吾長崎県知事

プロフィール
1982年７月８日生
2001年３月 長崎県立長崎北高等学校卒業 
2006年６月 カリフォルニア大学デービス校卒業 
2007年４月 長崎大学熱帯医学研究所勤務 
2012年３月 千葉大学医学部医学科卒業 
2012年４月 千葉大学医学部附属病院勤務 
2018年３月 千葉大学大学院医学研究院 博士課程修了 

2020年４月 厚生労働省医政局 地域医療計画課
 救急・周産期医療等対策室 室長補佐 
 （新型コロナウイルス対策推進本部医療班兼務） 
2021年４月 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
 革新基盤創成事業部 事業推進課 課長 
2022年３月 長崎県知事

各界からの提言
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　また新役員も活動方針を発表され、会場からはたく
さんの拍手があり、会員皆の心が一つになったようで
した。それぞれの新役員が、目標を掲げられたので、
新鮮さが増して、この1年の活動が明確になり、会員
歴の長い会員との交流も例年になく活発で、よいス
タートとなりました。　
　懇親会でも新支部長の熱い想いや、新役員の皆さん
が初めてのことに挑戦する心意気が伝わり、私たちが
できるだけ応援していこうという気持ちで盛り上がり
ました。同友会の目的を、あらためて感じられる同友
会らしい総会でした。
　また5月13日に開催される第3回九州・沖縄ブロッ
ク青年部合同例会からも、キャラバンがあり、笑いな
どもあり賑やかなものでした。今年度は、10月に経
営フォーラム、11月には50周年記念式典などもあり
ます。長崎浦上支部のチーム力で貢献していきます。

（文責　岩　素子）

　今年度の総会は、新型コロナウイルス感染症の感染
状況からWeb併用の開催となりましたが、会場参加
も多く、他支部・ゲストの参加者もおられて、例年と
違った意味のある総会になりました。
　まずは、昨年度の活動報告が西村支部長よりありま
した。いろいろ制限されたなかでの活動でしたが、例
会出席率は目標を達することができ、明るく活動でき
た1年でした。
　次に、新たな年度の活動を、若きリーダーである新
支部長の橋本さんが、前支部長の活動を引き継ぐとい
う思いとこれからの目標を語られました。今後の長崎
浦上支部が、より活発になるという期待感に溢れて、
有意義な時間を過ごすことができました。

意した次第です。
　中村代表理事からは、11月11日（金）の創立50周
年記念式典をアピールさせていただくことができまし
た。
　大石知事、本当にありがとうございました。

（文責　事務局　山田　幸司）

日時：4月28日（木）15：30

場所：長崎県庁応接室

　大石知事にたいへんご多忙ななか、お時間をいただ
くことができました。
　訪問者は、中村代表理事、田中副代表理事、江口副
代表理事、山田会員（佐世保支部・県議）、事務局長
山田の5名。
　松尾産業労働部長にも同席いただき、本当にあっと
いう間の貴重な10分間でした。
　中小企業に寄り添ってくださると述べていただきま
したので、同友会としても自助努力の上、会員の生の
声をしっかりとお伝えするとともに、今後の更なる長
崎県経済の発展に寄与できるよう健闘しなければと決

大石知事 表敬訪問

長崎浦上支部 総会報告
日 時 4 月 26 日（火）18：00 ～19：00
会 場 長崎新聞文化ホール  アストピア・Web

出席者数 44 名（会員 40 名（うち Web2 名）、他支
部2名、ゲスト1名、事務局1名）
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の活動として本多支部長より「長崎出島支部の活性
化、仲間づくりの強化」などの報告があり、2022年
度の新しいスタートが始まりました。
　懇親会では51名もの多くのご出席があり皆さん久
しぶりの対面での懇親会でしたが、決まりを守り粛々
と開催されていました。
　2022年度中小企業を取り巻く外部環境は依然とし
て厳しいですが、会員同士がより深く繋がり、仲間を
増やして行く事で出島支部の繁栄や自社の発展になる
のだと感じる支部総会でした。

（文責　本多　邦暁）

　コロナ禍における2021
年度を菅原前支部長に活
動を振り返っていただ
き、仲間づくりで表彰さ
れたことなどのご報告や
次年度に繋げていただき
たい思いなどを話してい
ただきました。
　今期で役員を退任され
る方もおられ、皆様に感
謝の言葉を一言ずついた

だくなど、2021年度の報告を前半部分で行い、後半
は2022年度の本多新支部長及び役員の皆様に登壇し
ていただき、今期の活動方針及び予算案の承認など、
今期活動の軸になる報告をしていただきました。今期

され新委員長らの挨拶では熱意と意気込みが感じられ
る対面による素晴らしい懇親会でした。

（文責　野島　敏史）

　大塚真一相談役を議長
とし、今年度はまん延防
止等重点措置解除もあり
充分な距離を取ったうえ
で、パーテーションの非
設置で執り行われまし
た。また2名の新入会員

のバッジ贈呈や、新青年経営者会長に宮㟢さんが選出
されるなど2022年度の大村支部の更なる活性化にも
期待が膨らむ総会でした
　尚今年度は髙瀬支部長が望まれていた懇親会も開催

長崎出島支部 総会報告
日 時 4 月 28 日（木）18：00 ～19：00
会 場 ホテルニュー長崎

出席者数 53名(会員48名(うちWeb2名)、他支部
2名、ゲスト1名、事務局2名)

大村支部 総会報告
日 時 4 月 28 日（木）18：30 ～19：35
会 場 パークベルズ大村
出席者数 48名（会員45名、他支部2名、事務局1名）
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業の経営指針作成率の向上　◆諫早市地域経済振興条
例の制定　◆支部活動の運営体制強化　◆諫早支部に
しかない産学連携委員会活動を活発に行う　◆人を生
かす経営4委員会の活発な活動と「人を生かす経営」
の実践　◆会員同士の連携
の9つの具体的な活動を実践すべく、今期は組織班・
活性化班・人を生かす経営4委員会班・産学連携委員
会班の班制をとり、より効果的に支部活動が活発化す
るよう新たな組織改革も実施されました。
　2022年度も昨年度以上に諫早支部の力を集結して
全会員企業が前へ進む経営を実践できるよう努めて参
ります。

（文責　池田　慎）

　廣谷支部長より諫早支部のスローガン「先陣主導～
諫早支部は止まらない～」の実践と活動方針案が発表
され、満場一致で会員同士の「緊密」な連携、「親密」
な関係を強化し更なる会員の要望相談に答えられる支
部組織を目指すことが承認されました。
◆毎月の例会の充実　◆支部会員100名を達成する　
◆支部活動及び会員企業の活発な情報発信　◆会員企

いかない組織づくりを目指すとのことでした。また
2022年度支部長を受けた経緯にも触れ、「私を支部長
へ推していただいて感謝。私自身も60人を超える組
織をどうまとめるか挑戦する、皆さんも失敗しても良
い、是非チャレンジしてほしい」と挨拶がありました。
　支部の各委員会が活動方針案を発表する場もありま
した。それぞれの言葉で語られる活動方針案は、出席
された会員さんにより一層浸透し、その方向性を確認
できたことと思います。
　経営フォーラムに向け、志気が高まる良い例会にな
りました 

（文責　荒木　亮）

　現地・Web 併用での開
催のもと木佐木さんの司会
により総会は進められまし
た。
　2021 年度支部長の北尾
さんからはコロナ禍・戦争
など変化の激しい時代を乗
り越えていこうと挨拶があ
りました。議長には北浦さ
んが選出され、スムーズな

議事進行で全ての議案が承認されました。
　活動方針案発表では2022年度支部長の中山さんが
登壇され「前へ」と1年のテーマを掲げられ、コロナ
禍だからこそ変化に合わせて変わる組織をつくり、経
営フォーラムに向けて一致団結しようと挨拶がありま
した。具体的にはエリア分けしていた班体制から、委
員会を主体とする例会運営へと変化し、1人も置いて

諫早支部 総会報告
日 時 4 月 27 日（水）18：30 ～19：30
会 場 ホテルフラッグス諫早・Web

出席者数 43名（会員37名（うちWeb2名）、他支部
5名、ゲスト1名）

島原支部 総会報告
日 時 4 月 27 日（水）19：00 ～ 20：00
会 場 HOTELシーサイド島原・Web

出席者数 31名（会員28名（うちWeb1名）、他支部
2名、事務局1名）
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ります。勿論増にも仲
間づくり委員長を中心
に盛り上げていきます。
　総会終了後の慶祝例
会もたくさんの方に参
加いただき、2年前から
温めていた余興や慶祝
対象者のお祝いで、2年
程できなかった交流を
取り戻すように大いに

盛り上がりました。
　総会・慶祝と詰め込んだため中々忙しい1日となり
ましたが、会員の皆さん、委員会の皆さん、今期も熱
い気持ちを胸に新たなスタートを切れたのではないで
しょうか。

（文責　府川　正樹）

　今回で 27 回目の
開催となります。
　今回は2年前から
コロナ禍で開催でき
なかった慶祝例会も
併せて行い、多くの
方々のご参加をいた
だきました。
　総会では片桐支部
長が今期も続投され

ることが承認、役員も新役員が承認、また、議題も規
約の改定等が承認され、新たなスタートをスムーズな
形で切ることができました。
　その後、各新役員が活動方針を発表され、少し時間
をオーバーしましたが、それだけ委員長の熱い思いが
伝わってきました。
　今期は委員会の活性化、佐世保支部独自のネット
ワークを作成するために新委員会の立上げ、新入会員
歓迎会の復活等、会員の強に力を入れていくことにな

あり可決。
　第3号議案　2022年度活動方針（松瀬新支部長、各
委員長）についてそれぞれ説明があり可決。予算案に
ついても可決。
　以上により全議案可決し、滞りなく終了。
　終了後、例会運営について、支部長経験者で企画の
持ち回りを予定していることから、担当月について協
議。5月松永さんの報告、6月津﨑さん、7月荒木さん、
9月稲沢さん、11月池野さん、12月井手さん、2月中
村さんで決定。

 （文責　前川　浩二）

　出席者は14名、委任者7名で総会成立。
　議長津﨑さんにて議案審議に入る。
　第1号議案、2021年度活動報告（支部長、各委員長
より）、2021年度決算報告及び監査報告（松浦さん、
松永さん）より。満場一致で可決。
　第2号議案　役員改選について松瀬さんより説明が

佐世保支部 総会報告
日 時 4 月 22 日（金）18：30 ～ 21：30
会 場 魚魚の宿・Web

出席者数 49名(会員45名(うちWeb6名)、他支部2名、
ゲスト1名、事務局1名)

北松浦支部 総会報告
日 時 4 月 26 日（火）18：30 ～19：20
会 場 松浦シティホテル
出席者数 15名（会員14名、事務局1名）



福井  義憲  会員（長崎出島支部）

既存 LP（ランディングページ）内容を一新するため、
現在工事中です。５月19日再公開します

TORINITY LABO認定
家族信託コンサルタント

家族信託の組成・企画サービス
税理士  福井  義憲

従前の相続対策の常識にはなかった
新常識！４番目の対策として認知症
対策がクローズアップされています！

8

来月開催される九州・沖縄ブロック青年部合同例会に
五島支部の多くの会員をお誘いいただきました。私た
ち五島の会員にとって島外で学ぶ素晴らしいきっかけ
を与えていただいたと、感謝しています。　　　　　
　五島でも、総会開催日の数日前から、新型コロナの
感染者が増加しており、ハイブリッド総会開催や懇親
会を食事会に変更するなどを前日まで考えていました
が、何とか開催することができ、うれしく思います。
　最後になりますが、観光ビルはたなかの皆さん、感
染対策にお気遣いいただき、ありがとうございました。

（文責　設楽　誠）

　対面で行いました。総会では、2021年度活動報告、
決算報告。2022年度役員選出、活動方針、予算が承
認され、無事に今期のスタートを切ることができまし
た。今期で4期目の支部長設楽は、「同友会活動に参
加すると、いかに環境がきびしくとも、時代の変化に
対応して、経営を維持し発展させることができる、と
思っていただけるような支部を目指します。そのため
には、会員数、コロナ禍など支部の実情を見極め、何
が優先されるか考え活動する。また、今期より支部外
役員を導入することで、多様な意見を交換し、五島支
部にできることを柔軟に協議し実行する」と抱負を述
べました。
　総会終了後には、同友会のガイドラインに則って懇
親会を行いました。懇親会では山口大輔県仲間づくり
委員長の乾杯でスタート。あいさつの中で委員長は、
7月の県仲間づくり委員会を五島で開催したいと仰っ
ていました。
　そしてもう一方、北川青年経営者会会長にご出席い
ただきました。北川会長は、去る1月に五島の地で行
われた五島支部青年経営者会合同例会にコロナ禍で、
現地参加が叶わなかったことが心残りのご様子。制限
が解除された今回、早速ご出席いただきました。また、

五島支部 総会報告
日 時 4 月 23 日（土）18：30 ～19：20
会 場 観光ビルはたなか
出席者数 14名（会員11名、他支部2名、事務局1名）



9

指すならここでの勉強が必要と考え入会を決めたとの
ことです。
　その後、先輩からの素晴らしい学びもあり、経営理
念の作成や経営指針づくり、仲間づくり委員長を務め
たり、全国大会へ参加し、様々な学びを通して自社に
生かされていきました。特に2019年の長崎での全国
大会（全研）の際は九州全県に当時代表理事だった松
尾さんと宮﨑さんの奥様でキャラバンを行われまし
た。全国大会に参加後、新規事業を行うきっかけとな
る出会いもあり学びの多い全国大会になったとの報告
でした。
　青年経営者会への入会は安井さんの熱い思いを聞き
入会を決めたとのことでした。次年度新会長になると
いうことで、8つの取り組みを掲げられました。
①青年経営者会例会参加目標を平均30％以上、返信

率100％
②青年経営者会の会員数を100名体制へ
③3エリア間の交流をより促進する
④全国大会への参加
⑤青年経営者会資格年齢の上限引き上げ
⑥ダイヤモンドクラブとの交流
⑦ばりよか券事業の継続
⑧青年経営者会会員共同で新規活動を行う
以上の取り組み目標を掲げられ次年度活動を行ってい
きます。次年度新体制の活動となりますが宮﨑新会長
の情熱で青年経営者会の活動を牽引してほしいと思い
ます。

 （文責　岩永　貴彦）

　報告内容は宮﨑さんの自己紹介から始まり、自社の
紹介、入会のきっかけや同友会での学び、新会長の決
意表明の流れで報告が行われました。
　はじめに、創業についてです。元々は食品工場で働
いていましたが、同級生の誘いもあり神奈川で型枠大
工として働くこととなりました。その後、大村の水道
工事店に就職後、再度、神奈川の会社に応援で働くこ
ととなりました。その際、水道工事店でのエンドユー
ザーの方と直接やりとりすることに感銘を受け、型枠
大工で応援の手伝いに行きましたが、水道工事の仕事
がしたいと考え大村で就職後2014年に独立開業をさ
れました。現在は社員数４名で経営をされています。
同友会には2015年9月に大村支部の谷さんに誘われ入
会されました。最初に参加した例会が「官×民×創×
論」でした。この例会は市長、市役所職員をゲストで
招き大村市について本気で語り合う例会でした。当時、
現場仕事ばかりしていたと語られていた宮﨑さんは経
営者が真剣に勉強している姿に衝撃を受け経営者を目

青年経営者会 例会報告
日 時 4 月 30 日（土）19：00 ～ 20：10
会 場 プラットおおむら・Web
テ ー マ 青年経営者会新会長の決意表明

報 告 者 みやざき設備　代表者
　宮﨑　洋輔　会員（大村支部）

出席者数 16名（会員12名（うちWeb4名）、青年経
営者外会員3名（うちWeb1名）、事務局1名）
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抱　負

クリエイティブスタイル（株）

代表取締役

長崎浦上支部

今期新しく委員長をさせていただきます。前期は、コロナ禍の中、獅

子奮迅の働きにより700名の会勢を下回ることなく今期を迎えること

ができましたので、今期はその勢いのまま活動を行いつつ、また、新

たなメソッドも加え、活動していこうと考えており、同友会とはどの

ような会であるのかということの理解を深め、魅力を伝えられる会員

が増えるような活動を促進していき、退会者を減らすということに注

力していきたいと考えております。また、各委員会と連携し900名の

会勢目標150名の女性会員数を目指します！！！

仲間づくり委員長

　山口  大輔

２０２２年度　理事　紹介

抱　負

ニコット・サービス（有）

代表取締役

佐世保支部

昨年度もコロナ禍で直接皆様方とふれあう機会が減りWebでの会議等

が主流となりましたが、やはり直接お会いして、心が通じ合い本当の

仲間の有難さを感じたい私です。副代表理事として長崎県下現在約700

人の仲間と手を取り合い、寄り添える人間関係を構築したいと一番に

考えてまいります。どうぞ本年度も宜しくお願いいたします。

副代表理事　江口  陽一
政策・情報広報・ビジョン
各委員会担当

抱　負

（有）エス・ケイ・フーズ　取締役

長崎出島支部

会員の皆様、日々の同友会活動お疲れさまです。今期2年目の代表理事

を仰せつかりました。前期も世界情勢が変化するなか、同友会の活動

にも積極的に参加いただき感謝申し上げます。今期は長崎同友会創立

50周年を迎えます。会員の皆様と一緒に大いに盛り上げていきましょ

う。今期も宜しくお願い致します。

代表理事　中村  こずえ
青年経営者会担当

抱　負

（株）彩 装建　代表取締役

長崎浦上支部

今期より専務理事を仰せつかりました。まずは規約にもあります、正副

代表理事の補佐、会の運動・活動が円滑に推進できるよう日常の運営業

務等の職務を充実させることを目標といたします。予測のつきにくい社

会環境ではありますが今期スローガンのもと、皆様と共に同友会活動を

行っていきたいと思います。どうぞご協力宜しくお願いいたします。

専務理事　小川  悟

抱　負

（同）リーブルミュージック

代表社員

佐世保支部

この度、歴史ある長崎同友会の例会委員長を仰せつかりました佐世保

支部の浦崎健治でございます。不束者ですがよろしくお願い申し上げ

ます。例会は経営者としての研鑽を積む貴重なステージであります。

会員の知恵や経験が生きた学びの糧となります。皆様と共に、より印

象的に、より情熱的な例会をクリエイトして参ります。

例会委員長　浦崎  健治

抱　負

（株）TAF　代表取締役

長崎出島支部

今年度、副代表理事をさせていただきます。支部長、仲間づくり委員

長と3年間理事をさせていただいたことで同友会のすばらしさを実感し

ております。今後はさらに内外の経営者に同友会の魅力を広げ、共に

学び成長していけるよう微力ではありますが貢献していきたいと思い

ます。皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

副代表理事　田中  清隆
例会・仲間づくり  各委員会担当

抱　負

L IB・Wor l d　代表者

諫早支部

今年度副代表理事を拝命いたしました。人を生かす経営４委員会　経営

労働、共育、ダイバーシティ、共同求人の担当をさせていただきます。

会員の皆さんの企業が同友会活動により発展し続けていけるように各委

員会と力を合わせて頑張っていきたいと思います。皆様どうぞよろしく

お願いいたします。

副代表理事　金田  昭子
経営労働・共育・ダイバーシティ
共同求人　各委員会担当

抱　負

（有）東洋印刷所　専務取締役

長崎浦上支部

今期より財務委員長を拝命しました。前期まで専務理事を3年間務めさ

せていただきました。今回もこのような大役を仰せつかり身の引き締

まる思いです。コロナ禍でも会員の皆様の同友会活動が活発に行われ

るようサポートができればと思っております。まだまだ勉強中ですが

これもよい学びの機会ととらえ少しでも貢献できるよう努めて参りま

す。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

財務委員長　山口  善也
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抱　負

山下・川添総合法律事務所

弁護士

大村支部

今年度3期目のビジョン委員長を務めさせていただくことになりまし

た。前年度で第5次ビジョン推進期間が満了し、いよいよ、次なる新ビ

ジョン構築に向けての活動が開始いたしました。コロナ禍を大きく乗

り越えて行けるようなワクワクする新ビジョンを立ち上げていきたい

と思います。前年度は、委員がビジョン委員会の外へ出て行き、8委員

会の活動を肌で感じ、共感するという方針で1年間取り組ませていただ

きました。今年度も、各委員会にどんどん参加させていただきますので、

皆さん、今年度も一緒に長崎を盛り上げていきましょう！

ビジョン委員長　佐藤  敬弘

抱　負

（株）Smart

代表取締役

今年度、長崎浦上支部長を務めさせていただきます。同友会活動と自社

経営の「不離一体」を強くイメージして活動していきたいと思います。

西村前支部長が築き上げた支部運営システムを基にして、委員会活動に

よる会員同士の交流の活性化、例会出席率の向上、会員増強をやってい

きたいと思います。1年間よろしくお願いいたします。

長崎浦上支部長

　橋本  裕次郎

抱　負

チェンジコンサルティング（同）

業務執行社員

大村支部

今年度も引き続き経営労働委員長を拝命しました。7年目となり今年度

も頑張ります。昨年度は経営指針実践セミナーに過去最高の50名以上

の会員に参加いただき、成文化にチャレンジされました。今年度は支

部単位での開催を予定します。更に、地域になくてはならない会社に

なるべく、「人を生かす経営」の推進に、共育・ダイバーシティ・共同

求人の委員会と連携し実践していきます。

経営労働委員長　宇土  敏郎

抱　負

（有）古川清掃社　代表取締役

長崎出島支部

今年度より共育委員長を仰せつかりました。今年度は、2024年に長崎

で開催される人を生かす経営全国交流会に向けてのスタートとなる大

事な1年になります。まずは、共育委員会の本丸であります社員共育や

労使見解の正しい理解と実践にフォーカスをする1年にしていこうと

考えています。委員会として新しいチャレンジもあるかと思いますが、

各支部の共育委員会の皆さん、そして人を生かす経営4委員会の皆さん

と連携しながら委員会活動を進めてまいります。

共育委員長　山﨑  貴彦

100年に一度の大変革期を迎える長崎県において、中小企業の力を地

域発展の原動力とするために、当委員会では長崎県下全域に「中小企

業振興基本条例」が制定されることを目標とし、各支部の条例制定活

動を支援します。また、会員企業をはじめとする地域の声に耳を傾け、

コロナ禍における企業経営動向を知り、長崎県に対して、必要な政策

を要望・提言して参ります。

抱　負

（株）大幸企画　代表取締役

大村支部

政策委員長　時  忠之

抱　負

（株）タウラボ　代表取締役

諫早支部

今年度2年目の情報広報委員長を拝命しました。改めて身の引き締まる

思いです。長引くコロナ禍で生活様式やビジネス形態の変化が迫られ

るなか、同友会や会員の抱える課題も変化していると感じます。委員

会としては広報誌、ホームページの改善、リニューアルを目指してい

ます。また会のSNS、e.doyu の活用に加え行政・学校・金融機関・マ

スコミ・地域の方々との関係強化に積極的に取り組みタイムリーかつ

価値ある情報の発信に努めます。今後とも皆様からのご指導、ご協力

よろしくお願いいたします。

情報広報委員長

　田浦  健吾

抱　負

（株）マルカ不動産企画

代表取締役

長崎浦上支部

今年度より初めてダイバーシティ委員長を拝命しました。何卒よろしく

お願いいたします。中小企業を取り巻く環境は、日々変化しています。

経営者は、事業の継続・発展を求められ、その中で「人を生かす経営」

が必要になると思います。ダイバーシティの意義を会員の皆様に知って

いただき、「人を生かす経営」の実践に繋がるように、例会・勉強会を開

催し、委員会活動をします。会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

ダイバーシティ委員長

　梶原  由美

抱　負

（株）富建　取締役

諫早支部

今年度で３期目、共同求人委員長を務めさせていただくことになりまし

た。地域に若者を残す。そのために我々に何ができるのかを考えていか

なければならないと思います。昨年度に引き続き会員の皆様に若者と交

流できるような場を提供しながら「人を生かす経営」「選ばれる企業づく

り」について考えていただく機会の創出を行なってまいります。単に採

用という部分だけでない新たな気付きを皆様に感じていただけるような

活動を推進してまいりますのでよろしくお願いいたします。

共同求人委員長

　野方  康平
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抱　負

（有）廣谷環境開発

代表取締役

3期目の諫早支部長を務めさせていただきます。まだまだコロナ禍で

はありますが、同友会活動も少しずつ以前の活動に戻りつつあります。

今期は、同友会の学びをリアルとウェブを活用し、新しい発想を躊躇

なく取りいれて、活発に活動していきたいと思います。今期より、支

部内の組織も新しく3班制に変わっております。支部会員全員が参加で

きる諫早支部を目指していきます。今期1年よろしくお願いいたします。

諫早支部長　廣谷  慎也

抱　負

（株）いろはや

代表取締役社長

コロナ猛威の2年間を経て世界は新しい時代を迎えようとしています。

そして地方における我々の商環境においても否応なしに変化を求めら

れています。ビジネス、組織、人事、戦略。全てにおいて勇猛果敢に「変

わる」ことが求められています。歴史のいつの時代においても新しい

時代の予兆は辺境から生まれます。新しい時代を拓くタイミングで経

営フォーラム開催地支部長として絶好のチャンスをいただいきました。

時代を憂えず。変化を厭わず。伝統と革新を融合させてチャレンジに

満ちた１年にしたいと思います。「前へ！」

島原支部長　中山  実津雄

抱　負

（有）片桐計量器店

代表取締役

今期（2期目）も、佐世保支部長を務めさせていただきます。前期は、

会員増より、会員強を目標に掲げ、既存会員への連絡網の整備及びメ

ンター制度の充当を心掛けてきました。今期は、会員増も視野に入れて、

仲間づくり委員長と共に仕組みづくりしていきます。例会は、前期以

上に、現地開催を重視して参ります（Web併用）。佐世保市役所との連

携も強化します。政策委員会が年々関係強化に努めていただいており

ますので、DX推進を含め、良い関係性ができていくと思います。県全

体の活動は、前期より、佐世保支部各委員長が出席できない場合などは、

代理出席してもらうなど、全参加できているので、今期も県活動の参

加を促し、県全体の考えを共有し支部活動の盛り上がりへ繋がってい

ければと思います。

佐世保支部長　片桐  孝章

抱　負

（有）フォーワン

代表取締役

北松浦支部は、会員減少により役員会・例会で協議を重ね、理事会で

承認を得て県委員会活動を免除していただくことと成りました。その

代わり、例会や総務と言った委員長個人に負担が掛かりすぎない活動

を心がけ、支部例会を皆が参加しやすい、興味を持ってくれるものと

する事を主軸に活動を行って行きたいと思っています。

北松浦支部長　松瀬  久一抱　負

髙瀬建設（株）

代表取締役

今年度２期目の大村支部長を務めさせていただきます。長期にわたる

コロナ禍のなか、物価上昇や働き方改革へ向けての変革、さまざまな

環境変化がありますが我々はその変化に対応していかなければなりま

せん。そのためには同友会活動が不可欠です。昨年度も、会員は増加

していますが例会出席率目標は達成できませんでした。今年度は、更

なる委員会活動や会員同士のコミュニケーションを活発に図り、充実

した例会につなげて行きます。

大村支部長　髙瀬  邦彦

抱　負

（有）マコト測量設計

代表取締役

4年目の支部長を務めさせていただきます。コロナ禍で世の中は今ま

でに増して急速に変化しています、何としても乗り越えなくてはなり

ません。一人では厳しいかもしれませんが、同友会には仲間がいます。

このような時こそ同友会を頼っていただければと思います。非力では

ありますが、最後まで自身の責務を全うして参ります。

五島支部長　設楽  誠

抱　負

みやざき設備　代表者

大村支部

今年度の青年経営者会の会長を務めさせていただきます。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で活動の制限もありますが、積極的に活動して

会員同士の交流を深め、切磋琢磨しあえる仲間を増やし、共に成長で

きる会を目指します。そして本会との交流を図り、県全体の活性化に

繋がるように盛り上げていきたいと思います。皆様のご協力よろしく

お願いいたします。

青年経営者会会長

　宮﨑  洋輔

抱　負

暁建設（株）

代表取締役

今年度長崎出島支部支部長を務めさせていただきます。急速な外部環

境の変動により社会経済、自社経営、同友会活動にも大きな変化が表

れてきています。そういった状況の中での支部長となる事は多くの難

題も出て来るかとは思いますが、会員の為、自身の成長の為に同友会

理念をモットーに頑張りますので、宜しくお願いします。

長崎出島支部長

　本多  邦暁
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て同友会をはじめとする様々な学びの必要性を感じた
のではないでしょうか。
　中村こずえ代表理事からは記念講演として「社会と
は」「自立とは」「法律」「マナー」「仕事」「経験」などにつ
いてスライドを利用しわかりやすく説明していただ
き、今日からできる大切なこととして「挨拶」の重要
性を教えていただきました。
　その後新入社員による「自己紹介・社会人宣言」に
おいては、心新たに元気良い宣言をしていただきまし
た。中には入社間もないにもかかわらず見事に自社の
宣伝をされた方、話し方はたどたどしくても、会社や
仕事に対する熱い思いが伝わってくる方など、様々な
熱き思いを聞かせていただき私たちはとても感動しま
した。
　これから新入社員フォローアップ研修で1年間を共
にする良き同期良き仲間ができた皆さんも、共に学び
人として成長していくことでしょう。この1年の成長
を楽しみにしております。これからも幸多き人生であ
りますように。

（文責　長崎浦上支部　齊藤　誠史）

　天候にも恵まれ、2022年度合同入社式が開催され
ました。2015年度から取り組んできた本行事も第8期
生をお迎えすることとなりました。
　コロナ禍により、一昨年は中止（新入社員向け冊子
を作製・配布）、昨年はWebでの開催でありましたが、
本年は万全の感染症対策を行い、14社29名の新入社
員たちが集い、3年ぶりに会場で開催することができ
ました。また、引率の経営者・上長・中村こずえ代表
理事・各支部の共育委員長なども含め、多数の方々に
参加いただきました。
　合同入社式の開催にあたりご尽力いただきました事
務局の皆様をはじめ、関係者の皆様方にお礼申し上げ
る次第です。
　初めにお祝いの言葉を、松本一孝共育委員長からい
ただきました。「スタートダッシュで差をつけよう～
失敗してもいいからチャレンジの意思を持つ」「報告は
50点でもいいので少しでも早く!」など、社会人にな
るための心構えなどや、日本の労働人口の平均勉強時
間は、週4時間であるとのお話しも聞かせていただき
ました。これには私も驚きましたが、確かに学生の頃
は勉強していても社会人になってからの勉強時間は極
端に少ないように感じます。参加者の皆さんは、改め

日時：4月 1日（金）14：00 ～ 15：40　会場：L&Lホテルセンリュウ・Web

2022年度 合同入社式 開催報告
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境も鑑み、帰崎。ご縁があった大村の弁護士事務所で
再スタートを切られました。
　裁判官時代は原告、被告どちらにもつけない立場で
したが弁護士は異なります。依頼者の意向に寄り添い、
直接話を聞き、二人三脚で進めていくことができます。
また結論が出た後は感謝の言葉をいただくこともでき
ます。「裁判官は向いていなかった」と優しく温和な口
調で話す佐藤さんには、人に寄り添い感謝があふれる
環境の方が力を発揮されるのではないかと、聞き手も
得心しました。

【同友会活動と不離一体】

　ご縁があって入会した同友会ですが、当初は、周囲
の方の話から明日への活力をもらうため息抜きとして
の位置づけが強かったそうです。明日への活力をもら
う、という点は今もかわっていないそうですが、理事

（ビジョン委員長）を拝命し、九州・沖縄ブロックの役
員研修会等に参加し、あらためて同友会そして「経営
するということ」への理解が深まったと話します。経
営指針作成のセミナーに参加し、経営理念や10年ビ
ジョンなどを作成されました。もっと早く同友会の本
質に気づけばよかったと苦笑いの佐藤さん。自分と同
じようなことがないよう、他の会員さんにも伝えてい
きたいとも話されます。誰かのために優しく寄り添い、
そして自分を成長させていくという人柄は、弁護士だ
からということではなく、佐藤さん本人の核であると
あらためて感じることができました。作成された経営
理念が今後の佐藤さんの道しるべとなり更なる活躍へ
と導いていくことを心から願います。

＜会社情報＞

山下・川添総合法律事務所
〒850-0033　長崎市万才町3-13　第1森谷ビル8F
電話：095-825-1314 ／ FAX：095-825-9099
HP　 http://www.yamashita-lo.jp/

（文責　事務局　峰　圭太）

　今回は、３期目となる県のビジョン委員長、佐藤敬

弘会員（大村支部：山下・川添総合法律事務所）を訪

問し、話を伺いました。

【ターニングポイント～弁護士職が与える影響】

　大学卒業後、長崎県庁に入庁し港湾課での多忙な業
務にあたった佐藤さん。業務上、法的相談で弁護士と
のやり取りもあったそうですが、どのような提案も理
詰めで返してくる当時の敏腕課長も、外部の弁護士の
意見は素直に取り入れることも多かったそうです。当
時の佐藤さんは「課長の考えさえも変えてしまう弁護
士の発言の影響力」を目の当たりにし、徐々に弁護士
業に興味を持ち始めます。ちょうどその頃全国で法科
大学院制度が開始され、もともと法学部卒業だった
佐藤さんはそれまで3％ほどだった弁護士の合格率が

「70％に！」という情報に一念発起、退庁し弁護士資格
取得に向け勉強を開始しました。2008年、晴れて卒業
しその年に国家試験を一発クリアされます。

【裁判官そして弁護士としての道】

　佐藤さんの年の合格者は約2,100名。そのうち、100
名が検事、100名が裁判官、残り1,900名程度が弁護士
になるということでしたが、佐藤さんは100名という
狭き門の裁判官業務に従事することになります。最初
の赴任地は大阪。数多くの民事・刑事事件を担当する
なか、先輩裁判官は過去の判例などをもとに手際よく
割り切って結論を出すものの、佐藤さんはあらゆる事
柄に心が動き、人の人生に対して結論を出すというプ
レッシャーを重く感じるようになります。結果として
裁判官ではなく弁護士という道を選択し、子育ての環

事務局企業訪問 事務局企業訪問 
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会
員
活
躍

（上）長崎新聞  4 月 2日　佐世保支部　樋口  聡子会員
（下）長崎新聞  4 月 10 日　長崎浦上支部　岡村  雅彦会員

長崎新聞  4 月 19日　五島支部　畑中　重徳 会員

長
崎
新
聞  

4
月
15
日
　
島
原
支
部
　
飯
田  

弘
已 

会
員

長
崎
新
聞  

4
月
13
日
　
北
松
浦
支
部
　
堤  

直
司 

会
員

長
崎
新
聞  

4
月
24
日
　
長
崎
出
島
支
部
　
樋
口
　
拓
海 

会
員
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支 部 名 長崎浦上支部
氏 名 岡

おか

　猛
たけし

企 業 名（株）岡電設
役 職 名 代表取締役

企 業 住 所
〒851-2126
西彼杵郡長与町吉無田郷
1176-4

T E L 090-5724-2749 F A X 095-807-4130

業 種 電気工事業
スポンサー 和田　栄代美

＜入      会＞

新入会員の皆さんです <４月入会・交代・復会 >（敬称略）

支 部 名 島原支部
氏 名 荒

あ ら き

木　利
としひろ

博
企 業 名（株）荒木工務店
役 職 名 専務取締役

企 業 住 所 〒859-1403
島原市有明町湯江丙1024-2

T E L 0957-68-3447 F A X 0957-68-3477

業 種 総合建設業・不動産業

企 業 PR

住宅建築をメインに行っております。施工では木造建築を主
に、設計では一級建築士事務所「陽和（ひより）工房」とし
て陽差しが降りそそぐ家族が和らげる住宅造りを目指してお
ります。

スポンサー 荒木　博

支 部 名 諫早支部
氏 名 江

え ぞ え

添　典
のりゆき

幸
企 業 名 （株）メモリード  ホテルフラッグス諫早
役 職 名 常務取締役

企 業 住 所 〒854-0004
諫早市金谷町8-7

T E L 0957-22-3360 F A X 0957-22-3363

業 種 冠婚葬祭サービス業・ホテル業

企 業 PR

（株）メモリードの江添でございます。私ども(株)メモリー
ドは「冠婚葬祭ホテル業」で地域の皆さんに常日頃よりお
世話になり本当に有難うございます。私は「（株）メモリー
ド県央(諫早· 大村)地区担当として、1月4日着任しました。
2年に及ぶ「ウィズコロナ」のなかで今年より、 県央地区で
の「異業種交流会(名刺交歓会)」「ビジネスマッチング」を
目的とした「県央メモリード会」を立ち上げました。各会
社の代表者の方が集う会にする方針ですので、今後とも宜
しくお願いいたします。

スポンサー 石橋　ゆかり

＜復会（交代を伴う）＞

長
崎
新
聞  

4
月
30
日
　
佐
世
保
支
部
　
辻  

栄
太 

会
員

長
崎
新
聞  

4
月
28
日
　
長
崎
出
島
支
部
　
田
島  

光
浩 

会
員
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５月理事会  報告

2022年5月9日（月）／諫早市社会福祉会館18名・Web12名
出席30名（理事23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、創立50周年記念事業
実行委員長、事務局4名） 

開会あいさつ  －中村代表理事

今期は青年経営者会と児童養護施設との取り組みでハタ揚げ
の企画や、女性会員比率を上げていく、景況調査の声を拾っ
ていくなどいろいろな取り組みを予定しています。理事会で
も協議が早く終わり、時間がとれたら近況報告なども行って
いきたいと思います。本日も闊達な意見交換をよろしくお願
いします。

仲間づくりについて

１）入会・退会・交代の承認について－小川専務理事
→2名の入会、6名の退会、１名の交代を承認

２）4月の仲間づくりの進捗状況・具体的活動状況について
・山口仲間づくり委員長　総括

各支部少しずつ動き出した感じがします。今月は入会、退
会のバランスが悪くなっています。増えても減っては意味
がありません。増強に協力していただいた会員のモチベー
ションダウンにもつながります。現在目標を設定した3支
部で50名増。今期900名を目指しているため、残り5支部
で150名の目標値設定となります。平均でいくと各支部30
名増の設定となり、厳しいと思いますので今月開催の仲間
づくり委員会にて、長崎出島、大村、諫早支部に上方修正
の依頼を提案したいと思います。200名増には理事の協力が
必要です。また女性比率全国1位は必達したいと思います。
よろしくお願いします。

・中村代表理事
高いところに目標をすえているため皆さんにも協力してい
ただきたい。今期はどの支部も新入会員オリエンテーショ
ンを行ってほしいと思います。退会の方は入会して2、3年
目が多いです。人を生かす経営4委員会も語り部への道と
いうツールも検討しています。新入会員オリエンテーショ
ンを開催し、同友会のよさをわかってもらうことが大事で
す。引き続きよろしくお願いいたします。

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－小川専
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。

・懇親会の開催は主催者判断とします。
（開催の場合は、「ガイドライン」に則り、「懇親会参加にあ
たっての確認書」を必ず記入してください）

（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
→三役会案を承認

２）定時総会を振り返って（出席状況の確認、感想・意見、収
支の暫定承認）－山田事務局長
・開催日／ 4月20日（水）
・会場／パークベルズ大村・Web
・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
・目標・登録・出席状況

浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合計

目標－会場 10 15 35 25 10 15 5 3 118

目標－Web 15 15 10 10 10 15 5 5 85

目標－合計 25 30 45 35 20 30 10 8 203

登録－会場 16 12 29 23 11 13 2 1 107

登録－ Web 3 10 6 8 5 5 0 1 38

登録－合計 19 22 35 31 16 18 2 2 145

登録－懇親交流会 13 10 24 9 11 11 0 1 79

出席－会場 16 13 27 16 10 11 2 1 96

出席－ Web 3 9 1 5 5 2 0 1 26

出席－合計 19 22 28 21 15 13 2 2 122

出席－懇親交流会 13 11 23 8 10 9 0 1 75

※来賓－のべ20名、記念講演19名、懇親交流会13名（懇親
交流会から1名）

＜収支＞
・会費の引き落としが5月16日のため、今回「暫定承認」を

お願いします。
→暫定的に承認

３）経営フォーラムについて－織田実行委員長

既決事項

・開催日／ 10月14日（金）　会場／ HOTELシーサイド島原
・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～
・組織図
・来賓（通常の来賓に追加する地域の来賓）
・参加目標（会場参加上限260名（来賓含））

浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合計

目　　標 30 35 30 45 90 50 10 10 300

・記念講演講師／若林宗男氏
・分科会テーマと報告者
「人生100年時代における企業づくり」－石川善樹氏
「経営指針」－江本手袋（株）　江本昌弘氏（香川同友会）
「地域活性」－（有）シュシュ　山口成美会員（大村支部）
「女性活躍」－（有）山﨑マーク　山﨑秀平会員（佐世保支部）

・横断幕デザイン
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・参加費　現地1万円、Web5千円

（織田フォーラム実行委員長）
6月理事会に承認をいただくべくチラシを作成中。キャラバ
ンに全支部2回は伺いたい。13日の九州・沖縄ブロック青年
部合同例会、その後長崎出島支部を皮切りに各支部伺います。
よろしくお願いします。

４）九州・沖縄ブロック青年部合同例会について－安井実行委員長

既決事項

・開催日／ 5月13日（金）
　会場／出島メッセ長崎（懇親会はサンプリエール）
・大会テーマ／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～
・参加目標

浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合計

会場目標 20 35 20 20 20 10 5 2 132

Web 目標 15 5 10 5 10 10 5 3 63

合計 35 40 30 25 30 20 10 5 195

・記念講演講師／（有）ウメイチ　梅田益生氏（岐阜同友会）
・分科会テーマと報告者

第1　「地域創生」－大牟田ビンテージのまち（株）
　　　　　　　　　冨山博史氏（福岡同友会）
第2　「自己変革」－（株）キューケンシステム
　　　　　　　　　穴井憲一朗氏（熊本同友会）
第3　「事業拡大」－（有）永峰養豚場
　　　　　　　　　永峰智浩氏（宮崎同友会）
第4　「事業承継・企業変革」－（有）鹿児島ラーメン
　　　　　　　　　西　洋平会員（鹿児島同友会）

（安井合同例会実行委員長）
目標が達成でき感謝します。14日の九州・沖縄ブロックの青
年部連絡会までよろしくお願いします。

５）創立50周年記念事業について－金井実行委員長

既決事項

・記念式典－11月11日（金）　長崎市にて
・記念式典のタイムスケジュール－15時開始、18時か18時半

から懇親会開始、20時頃終了
・記念式典の内容－セレモニー  →  映像上映  →  記念講演→

懇親会

６）長崎総合科学大学との包括連携協定締結について－峰事務
局次長
提案事項 －協定書内容と締結について
・締結日時－5月25日（水）13：30 ～長崎総合科学大学にて
・出席予定者－中村代表理事、田中副代表理事、
　　　　　　　野方共同求人委員長、峰事務局次長
→協定書内容を承認、締結を承認

７）青年経営者会からの要望について－宮﨑青年経営者会会長
提案事項 －県全域の組織として認知してもらうためにも、定

時総会で委員会同様、活動方針を発表させていた

だきたい。
三役会 －ダイヤモンドクラブと青年経営者会に来期以降の定

時総会で活動方針を発表いただきたい。

（宮﨑青年経営者会会長）
5月13日は青年部合同例会だから自分は関係ないという会員
も多い。県の定時総会で方針を提案し、活動内容を知っても
らいたい。
→三役会案を承認

報告・連絡事項

１）4月　県本部・支部・委員会等の活動状況について
※知事表敬訪問についての報告－

（田中副代表理事）
産業労働部長とも話をしながら10分という貴重な時間をいた
だいた。

≪県委員会等の活動について≫

例会

＜委員会開催日＞4月4日（月）19：00 ～ 21：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・2021年度下期表彰について確認（10 ～ 3月分確定）

10月～ 3月（下期）におけるゲスト参加数（延べ、
会員資格対象）
→①長崎出島（45名）②諫早（24名）　
10月～ 3月（下期）における会員出席率（6 ヵ月平
均※ただし、県の平均を上回ることが条件）
→該当なし　①諫早（38.7％）　※県は41.875％
10月～ 3月（下期）における会員参加数（延べ）
→①長崎出島（226名）②佐世保（223名）

・年度各支部例会皆勤賞者の確認
2020年度49名から2021年度は53名に増えた。全支
部で皆勤賞の方がいらっしゃることが非常に良いこ
とだと思います。支部の総会時に表彰があります。

・第6次ビジョンについて
第5次ビジョンをもとに来期の正副委員長でたたき
台を出してから決めていきたい。
追加したいキーワードとして、Zoomとのハイブリッ
ド例会に関する事は入れるべきでは？
出席率80％以上はかなり難しい数字なので、もう少
し実現可能な身近な数値目標のほうが良いのでは？
返信率も各支部の状況を分析して目標値を挙げては
どうか？

・2022年度版例会企画書の確認
※理事会当日に例会の出席率、返信率について意見交

換を実施

仲間
づくり

＜委員会開催日＞4月委員会開催なし
＜報告事項＞（抱負）
今期は、増強に対し、増も大切ですが強に注力し、コ
ロナ禍での仲間づくりのあり方を考え、まずは現在在
籍中の会員が増強することを理解し、一枚岩になり結
束を強固にし、コロナ禍ならではの増強スタイルを確
立します。また、各支部単位ではなく、県下全体での
増強を志します！
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経営
労働

＜委員会開催日＞4月21日（木）19：00 ～
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・今期の委員長方針説明
・今期の各支部委員会活動方針説明
・経営指針アンケートについて　⇒　今期も継続する
・「経営者塾」テーマについて（県委員会提案）　支部

にて検討し、企画実行する
・第7期経営指針実践セミナーについて　6月から開催

で企画中
・ビジョン委員会からの要請事項　⇒　県委員長の案

を提示、了承された
・担当委員長を決定（宇土：長崎両支部・五島、平野：

大村・諫早・島原）、原田（佐世保・北松）
≪委員会活動≫
⑴　今年度の活動方針
　・労使見解・人を生かす経営の学びの充実・強化
　・経営指針の成文化と実践の強化・拡大

・人を生かす経営4委員会を中心とした経営者塾の
充実

　・一貫性と継続性を持った県・支部委員会活動
⑵　具体的な活動
　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）
　2-3　経営指針実践セミナーの開催
　　　（目標参加会員：50社）
　2-4　4委員会活動を県と支部間でも支援する
　2-5　経営者塾の開催（開催目標：10講座）
　2-6　人を生かす経営4委員会の開催

共育

＜委員会開催日＞4月15日（金）13：30 ～ 15：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・4/1合同入社式の振り返り－ポジティブな意見ばかり。
・5/21（土）第5回新入社員フォローアップ研修（昨

年度分の最終回）　10：00 ～ 12：00　Web
・2022年度新入社員フォローアップ研修－6/22（水）

10：00 ～ 12：00　県央地区＋Web
・社員共育大学（中堅社員向け）

2023年度開催スタートに向け、今年度他県調査およ
び準備を始める。
今年度末ごろにトライアル開催を目指す。

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞4月25日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
₁．ダイバーシティ委員会例会－テーマ「ダイバーシ

ティ経営をしている会社」
₂．秋冬の特別支援学校実習生受入アンケートについて
₃．勉強会について（案）
₄．各支部報告
₅．新ビジョンについて
₆．委員会の運営変更

共同
求人

＜委員会開催日＞4月25日（月）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞諫早市社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・第6次ビジョンの検討について
・2022年度の活動の整理
・大学・高校との取り組みについて
・中同協の求人票チェックシートの件
・4委員会関連

（野方共同求人委員長）
長崎総合科学大学について、これまでの活動協力の結
果、大学側にも理解いただいたのではないかと思うし、
今後の委員会活動も活性化すると思う。
5月からは3年生向け、インターンシップ受け入れの授
業で5社～ 10社登壇、夏ごろの受け入れを予定し、2
年生向けには価値観共有授業にて13社の会員参加を検
討している。

政策

＜委員会開催日＞4月委員会開催なし
＜その他報告事項＞
◆「物価上昇に関わるアンケート調査のまとめに関す
る緊急座談会開催」

【開催日時および場所】　4/22（金）19：00 ～ 20：30＠同
友会事務局

【出席者】　9名　
【内容】
3/17 ～ 4/8の期間において標題のアンケート調査を
行った。返信は93回答（705会員・13.2％）だった。そ
の内容から昨今の世界情勢の混乱に起因する物価上昇
は多くの産業界に影響を及ぼしており、その実態につ
いてより深く把握し、その結果について行政と共有し
ながらこの危機を乗り越えるべく緊急座談会を開催し
た。
結果、回答書からだけでは掴み切れない、多岐に渡る
かつ深刻な事案について知ることが出来た。そして何
よりも問題なのは「今の物価上昇局面に終わりが見え
ないこと」だと感じた。このことから、急ぎ本結果を
まとめ行政と共有し、企業ダメージを回避できる支援
策を考えたい。

（時政策委員長）
今後新たな展開としてさらなる声を集めていくと同時
に、自助のもと政策立案を行政と一体となって考えて
いきたいと思う。行政もその場に参画（座談会など）
してもらうことも視野に入れ、政策立案作業も検討し
ていきたい。また困りごとなどあれば政策委員会に持
ち込んでほしい。

情報
広報

＜委員会開催日＞4月25日（水）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌企画案【巻頭】
・広報誌企画案【各界からの提言】
・広報誌のリニューアル
・県ホームページについて
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・その他
（田浦情報広報委員長）
県のHP、広報誌に関して予算を含めて再検討し、でき
る部分は日々改善している。広報誌各界からの提言は
HPのコンテンツに追加し近日実装予定。

ビジョン

＜委員会開催日＞4月15日（金）　19：00 ～ 20：00　
＜開催場所＞同友会事務局・Web
＜報告事項＞
⑴　新ビジョンについて
⑵　経営相談室について
⑶　新年度委員会開催日程について
※理事会にて経営相談室についての意見交換を実施

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞4月25日（月）18：00 ～ 19：10
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・予算案の再検討を中心に行いました。

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞ 4月13日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞事務局・Web
＜報告事項＞
・4月2日（土）　児童養護施設のマリア園で安井会員

が講話を行なった。
・4月例会を開催　日時4月30日（土）19：00～20：10
　場所：プラット大村　　報告者：宮﨑洋輔会員
　内容：「青年経営者会新会長の決意表明報告」
・5月下旬に児童養護施設の浦上養育院でキッチンカー

を使って交流行事を行う予定。

２）副代表理事より各担当委員会についての抱負
・田中副代表理事－例会・仲間づくり

各委員会が企画しながら増強するためにいい例会をつくる
ことが真骨頂。細かいことにこだわらず、しかし数字には
こだわる。両委員長の気合いが入っているためしっかりと
見守っていきたい。

・金田副代表理事－経営労働・共育・ダイバーシティ・共同
求人 
今年度は人を生かす経営4委員会の担当をさせていただき

ます。今、各委員会の第1回目に参加して活動方針の確認
をしています。委員会がダブルブッキングの日もあります
が、できるだけ参加して多くの声を聞きながら、皆様と一
緒に活動していきたいと思います。4委員会としての第6次
ビジョン作成や、人を生かす経営語り部への道ブロジェク
トも立ち上がり作成に向けて協議も始まりました。人を生
かす経営全国交流会の長崎大会で、この活動が実践として
検証されて報告できるように4委員会力を合わせて、活動
をしていけたらと思います。まだまだ内容等、勉強しなが
らですが、どうぞよろしくお願いします。

・江口副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
不得意分野だが勉強していき、いい会につくり上げたい。
政策委員会ではアンケートを実施しても回答が来ないとい
う課題もあるが支部長はぜひ会員に声かけを行い、寄り添
う会にしたい。ビジョン委員会についてしっかり話し合っ
て、お互いに気軽に話せるかどうかを議論していきたい。
情報広報委員会について、会員が読みたくなるような広報
誌をつくっていくことが大事。

閉会あいさつ  －田中副代表理事

GWはどこかにでかけましたか？自分は4月29日から2匹の猫
を連れ、大阪までフェリー、その後川崎で犬2匹と娘と合流し、
義理の母がいる新潟まで3年ぶりに行ってきました。久しぶ
りに県外を経験しましたがパーキングエリアなど3年前とあ
まり変わっておらず活気が戻ってきたのではないかと感じま
した。しかし地域によっては過疎化も感じた次第です。まだ
まだコロナも増えており、何が起こるかわからないため気を
抜かず運営側としていろいろ学んで行きましょう。また知事
の表敬訪問時には貴重な経験をすることができ、役得と感じ
ました。活動に生かしながら会の役に立っていきたいと思い
ます。1年間よろしくお願いします。

※次回開催予定　理事会  6月2日（木）19時
つくば倶楽部・Web

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

会　員　数（５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

期 首 107 109 111 84 75 161 33 20 700

現 在 106 108 111 85 74 161 33 20 698

退 会 者（敬称略）

会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月
一 ノ 瀬 哲 平 （株）I.C.K 長崎浦上 2017年 6月復会
片 山　 悠 治 片山設備 長崎浦上 2013年  5月
伊 藤　 弘 和 新栄総業（株） 長崎出島 2015年10月
竹 内　 悠 太 COSTA 島 原 2021年  3月
森 本 　　 真 森本ファーム 島 原 2019年  8月
井 手　 純 一 （株）井手建設 佐 世 保 2018年  8月

廣瀬 一孝 会員（諫早支部）

新住所：〒 850-0032 長崎市興善町 2-24 長崎第一生命ビル４F

新TEL番号：095-818-3011　新FAX番号：095-818-3012

新業種：ファイナンシャルプランナー

●企業住所等変更

新会社名：（株）アルファコンサルティング 長崎中央オフィス
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長崎浦上 慶祝例会

厄入り、還暦、古希など今年の慶祝者をお迎えしささやかながらお
祝いの会を開催します。ご参加お待ちしております。

ジブラルタ生命保険（株）

野口千恵子 会員（長崎浦上支部）

6月24日（金） 19：00～

場所：長崎ロイヤルチェスターホテル・Web

長崎出島

本年度は6名の慶祝対象者の方がおられます。
対象者の方を囲んでお祝いをし、より同友の輪をひろげていきたい
と考えております。ご参加お待ちしております。

場所：ホテルニュー長崎・Web

佐世保

一流の仕事がしたい！と、という想い。父は精神疾患、兄は重度の障害者の
家庭のなか、一度は生きる希望さえ失いかけますが、今振り返ると神様から
の贈り物だと感謝。この思いを胸に、なぜ生命保険業でTOP になったのか、
同友会での出会いで人生が豊かになった今の姿を報告いただきます。

場所：アルカスSASEBO・Web

北松浦 社員共育

平湯さんのお客様・社員さんを大切にして、会社発展に取り
組んでこられた「社員共育」について語っていただきます。

（株）諌早スイミング

平湯湧一 会員（諫早支部）

6月14日（火） 18：30～

場所：松浦シティホテル・Web

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 自社経営と同友会（仮）

同友会での学びを自社経営に生かしている長崎出島支部、本
多支部長から実践報告をいただきます。

暁建設（株）

本多邦暁 会員（長崎出島支部）

6月24日（金） 18：30～

場所：調整中

参加
無料

Web
OK！

他支部
参加OK

6月23日（木）18：30～

私が思うプロフェッショナルな生き方とは

慶祝例会

6月21日（火）18：00～

大村・諫早・島原
3支部合同例会

リンガーハットの戦略
～環境変化にどう対応したか？今後どう対応していくか？～

（株）リンガーハット
代表取締役社長 兼 CEO

さかえ

佐々野 諸延 氏

6月16日（木） 18：30～

1960 年 五島市生まれ
1983 年 熊本商科大学（現熊本学園大学）卒業
1983 年 リンガーハット入社
2012 年 取締役管理部担当就任
2020 年 代表取締役社長兼CEO就任

自然災害、コロナウィルス、ウクライナ危機、
原料高、為替変動……。
刻々と変化していく社会環境、経済環境。
私たちは、未曽有の環境変化の時代である21 
世紀にどう対応してきて、今後どのように対応
して行けば良いのでしょうか？
50 年、100 年と存続し、後世に残していける事
業を、どのように構築したら良いのでしょう
か？
今回35 周年を迎える長崎県中小企業家同友会
大村支部が主幹となり、大村・諫早・島原合同
ハイブリッド例会として、長崎から世界へグ
ローバルに事業を展開をされる、株式会社リン
ガーハットの代表取締役社長兼CEO であられる
佐々野諸延（さかえ）氏をお迎えし“変化” の時
代をいかに生き抜くか、その戦略の一端をご報
告いただきます。

場所：ホテルフラッグス諫早・Web

青年
経営者会

6月25日（土） 場所：調整中

慶祝例会

※詳細は調整中です。



6・7月

中同協 第25回 女性経営者全国交流会in島根

中同協 第54回定時総会in沖縄

仲間づくり委員会 第1回 県下一斉仲間づくりの日

2022年度第1回目の仲間づくりの日！！各支部趣向を凝らして仲間をお迎えしましょう！！詳細は各支部仲間づくり委員会へ！

7月22日（金）
場所：各支部仲間づくり委員会にお問い合わせください

長崎市栄町1-20 大野ビル5F

※各委員会が主体となってつくられた例会以外の学びの場、 または全国大会の総称です。
選ばれる企業づくり、専門的経営課題の解決のため 、"経営者塾"にぜひご参加ください！

ＴＥＬ： 095-822-0680／FAX： 095-824-4623／Mail： info@nagasaki.doyu.jp


