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　コロナ禍で延期になっ
た長崎開催の「第3回　
九州・沖縄ブロック青年
部合同例会in長崎」第1
回の林実行委員長のもと
福岡からスタートし、熊
本、そしてこの3回目の
長崎で九州・沖縄ブロッ
クの代表・幹事の皆さま
のおかげで初めてこの正
式名称で開催できること
ができました。

　昨年の経営フォーラムin出島に続き実行委員長を
務めさせていただきましたが、私が一番学ばせていた
だいたと自負しております。県の経営フォーラムとは
違い県境を跨ぐと役員や運営の名称が異なり、またそ
のやり方も違い戸惑う部分も大きくありました。各県
における青年部の立ち位置も温度差もあり、これをど
う組み立てるかが初めの課題でしたが長崎のメンバー

を中心に九州の青年部幹事の皆さまや実行委員の方々
が奮闘し全国大会級の素晴らしい合同例会となりまし
た。元々、県の正式行事として開催させていただきま
したが、その県のなかでも「青年部の会合だから」と
敬遠され浸透しない一幕もあり、参加動員が伸び悩む
こともありました。参加締め切りの1週間前でも目標
まで40％以下の達成率、そんな不安のなかでも理事
の皆さま・各支部の支部長を中心にお声かけいただき、
長崎青年経営者会の北川前会長・宮﨑新会長・山﨑晃
参加促進部会長をはじめ各部会長さん、参加促進部会

日時：5 月 13 日（金）13：00 〜 21：00　会場：出島メッセ長崎（懇親会サンプリエール長崎）・Web

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〜

記念講演：（有）ウメイチ　代表取締役　梅田  益生 氏（岐阜同友会）

報 告 者：第１分科会：大牟田ビンテージのまち（株）　代表取締役　冨山  博史 氏（福岡同友会）

　　　　　第２分科会：（株）キューケンシステム　代表取締役　穴井  憲一郎 氏（熊本同友会）

　　　　　第３分科会：（有）永峰養豚場　代表取締役　永峰  智浩 氏（宮崎同友会）

　　　　　第４分科会：（有）鹿児島ラーメン　代表取締役　西  洋平 氏（鹿児島同友会）

第３回 九州・沖縄ブロック青年部合同例会 in 長崎 開催!

中村こずえ 代表理事 九州・沖縄ブロック 青年部ブロック長　

森  弘国 氏（熊本同友会）

記念講演　梅田  益生 氏

（岐阜同友会）
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の皆さんが隈なく県内外を訪問・お声かけをされ来賓
を含む448名の参加登録をいただきました。本当にあ
りがとうございます。特に福岡・熊本・鹿児島・宮崎
と上記メンバーに加え橋本副実行委員長、飛田全体会
部会長、平山分科会部会長、小川久郎参加促進副部会
長と共に例会に訪問でき各県の青年部メンバーとの交
流は刺激を受け合い本気本音で熱く語り、切磋琢磨す
る仲間がいることで共に成長できる同友会の素晴らし
さを実感できました。
　当日の懇親会にも九州・沖縄を中心に全国から約
230名の参加者と、コロナ禍でありながら壮大な交流
をすることができ、参加された会員さんや来賓の方々
が口々に「同友会は素晴らしい、凄いですね！」と分
科会・全体会を含めて仰ってくださったことが印象的
でした。この合同例会を通じ新たな入会や入会希望が
複数名あったこと、長崎のメンバーが全国のメンバー

に触れ合い交流が生まれたことが何よりの成果となり
ました。
　前日のホテルニュー長崎で開催した交流会、翌日の
世界遺産グラバー園内で開催した九州・沖縄ブロック
青年部連絡会と非常に盛り上がり、長崎を楽しんでも
らい未来につながる会となったことが大変嬉しく思い
ます。今年はこの合同例会をスタートに10月の経営
フォーラムin島原、11月には長崎同友会創立50周年
記念式典があります。また2025年は長崎青年経営者
会創立50周年とこの節目に同友会の会員であること
に誇りを持ち、更なる活動の充実と三つの目的に沿っ
た不離一体経営の体現者と皆さんと共に成長し、未来
の長崎同友会の核となる青年経営者会のメンバーと切
磋琢磨しながら今後も努力を怠らず邁進して参ります。
ありがとうございました！

（文責　実行委員長　安井　忠行）

長崎県　産業労働部　産業政策課　課長　 井内　真人 様

長崎県　地域振興部兼土木部　参事監 坂田　昌平 様

長崎県　土木部住宅課 森　　　泉 様

長崎市　商工部　部長 久田　　浩 様

大村市　副市長 山下健一郎 様

長崎県商工会連合会　専務理事 宮﨑　浩善 様

諫早市商工会　会長 北島　守幸 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

長崎銀行　常務取締役 今村　清隆 様

長崎南商工会　青年部　部長 深堀　陽水 様

南島原市商工会　青年部　部長 林田　宙士 様

雲仙市商工会　青年部　部長 吉田　匡博 様

長崎県中小企業団体中央会　青年部　会長 山下　顕伸 様

長崎県立虹の原特別支援学校　進路指導副主任 納所　健一 様

ご臨席  誠にありがとうございました。

（順不同）

第 3 回  九州・沖縄ブロック青年部合同例会  ご来賓一覧

第１分科会  冨山 博史 氏

（福岡同友会）

第２分科会  穴井 憲一郎 氏

（熊本同友会）

第３分科会  永峰  智浩 氏

（宮崎同友会）

第４分科会  西  洋平 氏

（鹿児島同友会）

乾杯　長崎市商工部

部長  久田  浩 様

来賓あいさつ

長崎県産業労働部 産業政策課 

課長  井内 真人 様

青年経営者会  前会長

北川  亮 会員

青年経営者会  新会長

宮﨑  洋輔 会員

実行委員長  安井  忠行 会員懇親会  アトラクション

剣舞



１.私の履歴
　1980年代、私が20代の頃、実家の家業の経
営陣として長崎県中小企業家同友会に入会させ
ていただき、経営や社会の勉強をさせていただ
きました。家業の包装資材、段ボール製造会社
では、営業先から「もっと商品が売れると注文
するよ」と言われ、「こんな販促企画をしては
どうですか、よかったらわが社に注文してくだ
さい」と日々提案営業をしていました。
　その提案営業スタイルがきっかけで経営コン
サルタントになろうと思い、国家資格である中
小企業診断士の資格を取得し、家業（2007年
に事業譲渡）の傍ら、コンサル会社を始めました。
　
２.過去の業界常識は不常識
　現在、世の中のニーズの変化や技術革新によ
り、ビジネスモデルの変革が当たり前になりま
した。飲食店でのコロナ禍で客席数を減らす制
限下で、回転率や坪単価を上げるだけのビジネ
スモデルでは通用しなくなり、音楽の世界でも、
作詞家、作曲家、歌手の領域で、パソコンで曲
作り、ネットで作詞依頼、パソコンが歌うとい
うシステムもあります。
　過去の栄光は、その時代に成果を上げたとい
う自信として持ち続け、変革期を迎えた現在の
企業運営にその自信で臨むことをお勧めします。

３.中小企業診断士は軍師です
　中小企業診断士は経営のアドバイスや新規事
業の企画やプロデュースが専門で、認定支援機
関として各種補助金の申請支援を地元商工会議
所や商工会と一緒に行っています。また中小企
業診断士は、経営者の影の相談者、いわゆる軍
師的立場で行動していますので、中小企業家同
友会の方々の馴染みがないのが実情です。
　ただし、最近では、新規事業を実現化するア
イデアや事業化までの支援をして欲しいという
プロデューサーのような依頼や、融資や補助金
が欲しいので申請書類作成の支援をして欲しい
という依頼も増えています。

４.提言
　今後、さらに中小企業を巡る環境は混迷しま
す。なぜなら、ライバル企業が先駆的な取り組
みを行えば、必然的に他の会社は後進企業にな
るからです。
　そこで、皆さまの身近に、皆さまご自身や会
社の行く末を共に考えてくれ、アドバイスをく
れる相談者をつくってください。

軍師のような身近な
相談者を持ってください

前田 愼一郎一般社団法人長崎県中小企業診断士協会 会長

プロフィール
会社 ：（有）シーズコンサルティグオフィス、前田診断士事務所　開業：1987 年 4月
TEL： 090-9588-7213　e-mail：cies0528@cosmos.ocn.ne.jp
URL：https://www.facebook.com/shinshinmaemae
表彰：中小企業診断士（25,000 名）の全国コンテストにて、３度日本一に選ばれる
　　　1992年度（普賢岳災害後のホテル旅館の再生方法）
　　　2000年度（タウンマネージメントでのまちおこし）
　　　2006年度（諫早アエル Sのテナントミックス手法）

各界からの提言
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いてデータを基にしたお話。人口減少、共働き世代の
増加、所得減少など。「答えのない、自分で考える時代」
上野さんは今の時代をこう表現しました。そしてこの
ような時代に私たちが実践すべきことは何か？ダイ
バーシティ、インクルージョン、SDGs、地域包括ケ
アシステム、DX、メタバース、バーチャル、アバター、
ESG投資、こどもはぐくむ券、産学官連携、NPO法人、
等々。
　上野さんはこれらのことを実践し、そこでの気づき、
学びを分り易くお話しされました。実際の経験に基づ
く報告は非常に伝わるものがありました。
　心に刺さったのは同友会活動こそSDGsだというこ
と。こういう時代だからこそチャンスと捉え同友会活
動の実践こそが私たちが生き残っていく近道だと理解
しました。
　今回の報告は会員さんが同友会の存在意義を再確
認し、また、ゲストの方も同友会に興味をもってい
ただくきっかけとなったのではないでしょうか。素
晴らしい報告をいただいた上野さん、準備に奔走さ
れた座長梶原さん、室長横山さんに改めて感謝いた
します。

（文責　西村　浩文）

　SDGsという概念がすっかり定着し、学校教育でも
一般化しているなか、その関心の高さを物語るように、
上野さんの報告に会員、ゲストとも多くの方が参加し
ました。
　同友会が提唱する「選ばれる企業」になるためには
必須な考え方であり、実践することが近道になること
を頭では理解しています。しかし、何から始めればよ
いのか？実践のためのヒントは報告の中に多数散りば
められていました。
　冒頭は確実にくる日本のあまり明るくない未来につ

営者塾」を今年度はどのように行っていくのかを話し
ました。経営労働委員会、共育委員会、ダイバーシ

　今年度1回目の例会は各委員長の方針発表から始ま
りました。本多支部長の委員会の活性化の方針を受け
て、委員長が今年度の活動をいかに主導し、また委員
会の皆様に参加していただくかを委員会毎のテーブル
に分かれて話し合いました。長崎出島支部では委員会
毎の担当例会があり担当月の報告者選定、内容につい
て各委員会が活発に意見を出し合い、協議されました。
　第2部として長崎出島支部「人を生かす4委員会経

長崎浦上支部 例会報告
日 時 ５月２６日（木）18：30 ～ 20：30
会 場 長崎新聞文化ホール  アストピア・Web

テ ー マ SDGs・多様性・ESG 投資…
うちの会社、何から始めればいいですか？

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
76 名（会員34 名（うちWeb8 名）、ゲスト
25 名（うちWeb4 名）、他支部15 名(うち
Web4名)、事務局2名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 5 月 20 日（金）18：30 ～ 20：30
会 場 セントヒル長崎・Web
内 容 10委員会の委員長による方針発表

出席者数 41名(会員29名（うちWeb3名）、他支部
10名（うちWeb3名）、事務局2名）
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した。
　最後の懇親会では多くの会員の参加で盛り上がり、
島原支部からの経営フォーラムキャラバン隊も加わ
り、大盛り上がりの中で閉会を迎えることができまし
た。今年度最初の例会は長崎出島支部の活性化、委員
会の活性化に向けてのよいスタートアップ例会だった
のではないでしょうか。

（文責　本多　邦暁）

ティ委員会、共同求人
委員会は1つのテーブ
ルをつくり4委員会と
しての協議を行い、そ
のほかの委員会は経営
者塾で何を学びたいの
かを話しました。「経
営者塾は専門性を追求

するのがよいのではないか？」等の意見が多くありま

狭いところが通りづらい。この「〇〇しづらい人」が、
普通にどこにでもいる。だからこそ、高いところの物
は低いところに置けばいい、狭いところは広げてあげ
ればいい。この当たり前のことに、気づいていない。
非常に、考えさせられる言葉でした。また、「女性部会・
障がい者問題担当委員会」という名称を当時の代表方
の反対を押し切り、「ダイバシティー委員会」と2年の
歳月をかけて変更したのも、中村代表理事の功績です。
　最後に、今後の出店計画や売り上げ計画の10年ビ
ジョンについての報告があり、経営者として、ホワイ
ト企業を目指すが、ホワイト企業とはちょっと違う一
人ひとりの働きたいに応える企業　「レインボー企業」
を目指すという力強い言葉で報告が終了しました。
　この報告内容を文字におこしていますが、上記の内
容はほんの一部です。もっともっと多くのお伝えした
いことがあるのですが、この紙面上だけでは限界があ
ります。機会があれば、我々の代表理事である中村こ
ずえさんの報告をお聞きすることを、是非お勧めいた
します。

（文責　林田　雅博）

　中村代表理事の報告は、 
とにかくパワフル!!笑いあ
り、涙ありであっという間
に終了しました。
　中村代表理事が、経営さ
れているマクドナルドの店
舗は、現在12店舗。
　1995 年に（有）エス・ケ
イ・フーズをご夫婦で設立
され、2007年からは障がい

者雇用も積極的にされています。
　中村代表理事は、教育システムが確立しているマク
ドナルド（ハンバーガー大学）で、リーダー教育を学
び、日中は店舗での業務、夜は経理学校へ通い、大変
な努力を重ねビジネススキルを深めました。
　2001年、あるマクドナルドの店舗に見学に行かれ
た時に、障がい者の方が働いているのを見て、「この
人には、普通の仕事は無理だろうな」と思われたそう
です。6年後、なんと、その店舗を中村代表理事が、
経営することになるのですが、あの時の障がい者の方
が、そのまま残っており、マクドナルドの仕事を普通
にこなしているのを見て、その成長に感動し障がいの
方の素晴らしさや可能性に気づかれたそうです（涙）。
同時に、障がいのあるスタッフもすごいですが、育て
たスタッフが素晴らしい（涙）。今まで、人材育成の
勉強をやってきたが、今までやってきた人材育成って
なんだったのか？自問自答を繰り返し、ここで、本当
の共育の意味と大切さがわかります。
　背の低い人は、上の物が取りづらい。大きい人は、

大村支部 例会報告
日 時 5 月19 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 パークベルズ大村・Web
テ ー マ 共育（ともだち）こそがレインボー企業を創る

報 告 者 （有）エス・ケイ・フーズ　取締役
　中村　こずえ　会員（長崎出島支部）

出席者数 51名（会員44名（うちWeb1名）、他支部6
名（うちWeb3名）、事務局1名）
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ていらっしゃいました。単
純に人材が不足しているか
ら採用しているというわけ
ではなく戦力として人材を
活用し会社の成長発展のた
めに不可欠な人材に育て上
げました。これはまさに共
育、ダイバーシティなど
人を生かす経営4委員会の
エッセンスの多くを取り入

れた経営をしていらっしゃることがよくわかりました
し、根底には飯田さんの会社の経営理念があることも
強く感じることができました。
　社員さんも生き生きとやりがいをもって働いてい
らっしゃる様子が報告資料の中からも汲み取ることが
でき参加した会員の方々からも多くの気づきと学びを
得ることができたという感想を話されていました。
　まだまだ企業のダイバーシティ経営への対応力には
格差があるという認識を多くの会員さんが持たれるな
か、環境の変化に対応するためには必要な活動である
ということ、また、何をやるかよりも誰とやるかとい
う考え方も持つ必要があるということも気づかされ、
人を生かす経営の実践について多くの学びを得ること
ができた例会でした。

 （文責　野方　康平）

　「『人手不足だから無意識にダイバーシティをやって
いた』というのが始まりだった」と報告者の飯田さん
からお話しをいただきました。
　外国人、障がい者、高齢者など色々な方が飯田さん
の会社では働いていらっしゃるとのとのことで、会社
を持続可能なものにしていくだけでなく、後継者不足
に悩む農業全体としても持続可能なものにしていくた
めに仕組み化していく取り組みをされているという報
告もありました。決して会社の都合だけを押し付ける
だけではなく、社員さんの声に耳を傾け、向き合い、
社員さんの能力を最大限発揮してもらうような環境を
整えていくという想いと実践力を持って経営をされて
いらっしゃいました。当然社員さんから学ぶことや気
づかされることも多くあるようですし、社員さんの特
性をいかしてビジネスの領域を広げる取り組みをされ

敵で、第一印象から人
を惹きつける魅力的な
方でした。また人が好
き・ご縁を大切にする
という人に対してアツ
い気持ちを持たれてい
て常に人のことを考え
て行動されているアク
ティブな面もお持ちで
す。そんな野口さんが
生まれてから看護師の
仕事を経て現在の職に

　今年は島原で経営フォーラムが開催されることもあ
り、他支部やゲストの方も含め多数の方に参加いただ
いた例会となりました。野口さんは笑顔がとても素

諫早支部 例会報告
日 時 5 月18 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 四季の蔵  食楽亭・Web

テ ー マ 「続ける」ことに必要なこと
～誰もが就労しやすいダイバーシティ経営～

報 告 者 飯田青果（有）　代表取締役
　飯田　弘巳　会員（島原支部）

出席者数 39名（会員28名（うちWeb1名）、ゲスト1名、
他支部9名（うちWeb3名）事務局1名）

島原支部 例会報告
日 時 5 月17 日（火）19：00 ～ 21：15
会 場 HOTELシーサイド島原・Web
テ ー マ 私が思うプロフェッショナルな生き方とは

報 告 者 ジブラルタ生命保険（株）　次長
　野口　千恵子　会員（長崎浦上支部）

出席者数 38名（会員30名（うちWeb5名）、ゲスト2名、
他支部5名、事務局1名）
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様々な方向性があることを学びました。
　最後に荒木相談役が、今年は島原で経営フォーラム
があるということで会員が一致団結し高いモチベー
ションで学びができていることがとても素晴らしいと
語られました。この学びをそれぞれの会社や同友会の
仲間に影響し合いさらに成長していきたいと感じる例
会でした。

（文責　原田　翔哉）

就き、それから全国の代表として表彰を受けるまでの
さまざまな経験をお話いただきました。
　報告の中で、野口さんは【時間】の大切さについて
強く伝えられていました。時間はすべての人に平等で
あること、いつかは終わりがくること。それが当たり
前だとは思っていながらもどこかで他人事であるかの
ような感覚になってしまうこと。これまでの仕事で

「死」という非日常に触れることで、「生きている今」
を大切にしなければいけないことを伝えられました。
　また、これまでの経験で「なにをするかも大切だが、
誰とやるかも大切」というような【人】に対して強い
思いを持たれているというお話もありました。
　グループディスカッションでは、「あなたが思うプ
ロフェッショナルとは？」というテーマで様々な視点
からたくさんの意見交換が行われました。継続が大事、
目標に向かって自分が一番にがんばる、人と比べずに
自分がやりたいことをやるなど同じ経営者の立場でも

確に捉え、労働環境の整備も明確に位置づけ全社一丸
体制のもと、ぶれない座標軸を持った経営が必要と改
めて理解いたしました。
　また、島原支部より5名の会員さんがお見えになり、
例会、懇親会共に参加いただきました。他支部の会員
さんとも意見交換が図られる等、充実した学びの機会
となりました。10月に島原で開催される「経営フォー
ラム」の成功に向け取り組まれている姿勢がとても素
晴らしかったです。　

（文責　横山　昌隆)

　豊福さんは、同友会との
関わりのなかから、「経営
指針を策定」するその意義
や成文化の重要性等、また、
自分ひとりではなく、社員
さんと一緒になって経営理
念の実現を目指されている
ことが理解できました。
　なかでも、社員さんとコ
ミュニケーションをしっか
り取り、社員さんの考えを

経営指針に反映させ、個人目標の設定、表彰制度等も
充実されており、労使の団結と共に育ちあう環境が構
築されていると感じました。豊福さんの経営者として
のあるべき「姿勢」を問いかけ、「経営指針策定」を
通して、日々実践されているからこそ、社員さんとの
信頼関係が築かれていると思います。
　現在、少子高齢化の進展、国内消費減退、経済のグ
ローバル化による中小企業・小規模事業者の経営上の
困難、地域経済の縮小等、中小企業のよって立つ基盤
は不安定さを増しています。今こそ、環境の変化を的

佐世保支部 例会報告
日 時 5 月２７日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web
テ ー マ 「人を生かす経営」と強靭な経営体質に向けて

報 告 者 （株）福祉工房 K's　代表取締役
　豊福　和明　会員

出席者数 38名（会員32名（うちWeb2名）、他支部5
名、事務局1名）



福井  義憲  会員（長崎出島支部）

家族信託制度は知っているが、元気なうちは自分の財産は自分で

管理したい。でも何か手を打ちたい。とお考えの、気力十分でお

元気な80歳代の方のお役に立てるように、LP（ランディングページ）

を一新しました。

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

① なぜ、認知症になったとき、預貯金は凍結されてしまうのか、そ
の理由を知っていますか？

② なぜ、認知症になったとき、自社株式の議決権行使が出来なく
なるのか、その理由を知っていますか

③ なぜ、認知症になったとき、賃貸アパートの契約変更や大きな修
繕或いは売却が出来なくなるのか、その理由を知っていますか？

これらの困難を解消する方法をお伝えしています。
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か」ではないのかと言われたのが心に刺さりました。
事業を存続させたいという代表の思いがあるのなら、
存続させる価値のある会社にし、次の代へ渡すのが代
表の務めなのだと気づきがありました。
　今日学んだことを自社はもちろんのこと、関係取引
先や知り合いの方とも今後のお互いの問題とし、話し
合い今後の皆さんの事業が発展継続していけるように
頑張っていかんばと改めて考えさせられた例会となり
ました。

（文責　中村　寿弥）

　あなたの会社の承継時期
はいつを考えていますか？
松永さんは平戸市で税理士
法人ウィズラン平戸オフィ
スの代表をされています。
その経営理念は社名のまま
に「we withrun」 私 た ち
は伴走する。松永さんは地
域をよくしたいという気持
ちを持っておられ、今回の
報告テーマの事業承継につ

いても問題視されており改善への研究・取り組みをさ
れています。
　松永さんの言葉で「変化積み重ねと価値力、さらに

「理念（志）」があるからこそ経営上できつい際にでも
辛抱し、乗り越えてきたものだと思うところがありま
す。その理念の承継が一番大切で難しいものであると
考えています。」といわれました。
　同友会は企業家の集団です。会員皆さんの事業の大
きい小さいはあることですが、事業規模に関係なく事
業承継問題は向き合わないといけない課題だと思いま
す。
　継続するのか廃業なのか、継続させるのなら親族内
承継なのか他人に譲るのか、事業譲渡も継続の一つ。
　自分のお客様である水産事業者にも様々な問題があ
ります。代表の高齢化、後継者不在、売上不振、生産
コスト高、共に働く親族間のいさかいなど。
　ある会員さんからの言葉で「事業承継を色々考える
前に、承継する価値がある会社なのか、ない会社なの

北松浦支部 例会報告
日 時 5 月17 日（火）19：00 ～ 21：00

会 場 松浦シティホテル

テ ー マ 中小企業が抱える事業承継に関する研究報告

報 告 者 税理士法人ウィズラン平戸オフィス  代表社員
　松永　いづみ　会員

出席者数 15名（会員11名、ゲスト3名、事務局1名）
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スカウトマンになってくれるそうです。
　このような取り組みを続け（有）アスカは「健康
経営優良法人（ブライト500）」に認定されています。
福田さん曰く、自身も何度か職を変えて就職活動をし
ましたが、「福利厚生充実」の言葉に不信を持たれた
ようです。健康優良法人は厚生労働省が認めているも
ので、求職者と面談をする際にこの話をすると表情が
変わるようです。
　グループ討論では私の会社に何かあって無職になっ
た時には、アスカさんに就職したいとの意見が聞かれ
ました。
　福田さんは、社員の健康を守ることができ、リクルー
トにも効果がある「健康経営優良法人」を広めて五島
を元気にしたいと語られていました。
　最後になりますが福田さん、また、他支部会員の方
にも参加していただき、ありがとうございました。

 （文責　設楽　誠）

　五島市出身の福田さん、以前は主に銀行系のお仕事
をされていて、あることを機に五島へUターン。2019
年、今の会社に人事採用担当として入社。（有）アス
カでは、社会情勢や五島における様々なことを分析
し、将来を予測して経営を行っています。そこで課題
になったのは、五島における人口減少と高齢化などの
影響で生じる労働力不足です。要は「今は求職者が企
業を選ぶ時代」ということです。
　ではどうすれば求職者に選ばれるのか、福田さんの
会社で取り組んでいることは以下の通りです。

「今いる社員にできるだけ長く働いていただき健康寿
命を延ばす」「賃金以外で魅力を高める求人策として福
利厚生を充実させる」
　具体例として簡単に少し紹介します。三大疾病に罹
患で一時金100万円支給。会社が感染性のある病気と
認め、社内で蔓延防止の観点から休暇を与える場合、
有給とする。健康診断に行ってもらったときは、欠勤
扱いせずに給料を支払う等です。このような取り組み
が社員さんに評価され、結果として社員さんが求人の

五島支部 例会報告
日 時 ５月２０日（金）18：30 ～ 20：30
会 場 五島市勤労福祉センター・Web
テ ー マ 社員の健康を守る会社こそが生き残れる時代

報 告 者 （有）アスカ　執行役員
　福田　勝己　会員

出席者数 18名（会員9名（うちWeb2名）、他支部8
名（うちWeb7名）、事務局1名）
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と理念」〜同友会運動の真髄は『学び合うこと』と
『会員増強』〜を第2講として話していただきまし
た。1957年の創立から1973年の三つの目的の成文化、
1975年に成文化された労使見解、1990年の同友会理
念の採択など歴史の変換期に合わせた中小企業の在り
方や存在意義、活動の本質を学びました。2日目のグ
ループ討論では「役員として本日の学びを県や支部の
活動にどのように生かしますか」をテーマに行われ、
各地区や各支部での様々な活動報告がなされていまし
た。
　今回の役員研修会で講義された中小企業家同友会の

「家」の意義、その中には個人加盟の組織、会員一人
ひとりは対等、平等であるとあります。役員研修で役
員が学ぶだけではなく、学んだことをいかにして支部
や地区会員に落とし込むかが重要と感じました。同友
会の歴史や理念の共有、語り部の育成など多くの課題
もありますが、同友会の仲間と共に学び共に成長する
ことで自社と自分自身や会が成長し、解決できるのだ
と思います。

長崎出島支部　本多　邦暁

　今回は3年ぶりのリアル開催となり8県の同友会か
ら約180名の役員、会員が参加し、同友会の「学び合い」
と「仲間づくり」について交流を深めました。「何の
ための同友会か?」を追求し企業経営と同友会を不離
一体のものとすること。そのための役員の役割は何か
を学び合うこと。全国交流会にも負けない視野で、九
州・沖縄という身近な仲間で学び合う場とすること。
の3つを意義とし、同友会の歴史と理念を深め、同友
会理念の実践を通じて、役員の立場や役割、責任を学
び合う。自社や同友会内の視点から、中小企業をとり
まく情勢認識、地域課題を深めるの2つを目的とする
を念頭に交流が始まりました。
　田浦通・中同協副会長（九州・沖縄ブロック担当）
の開会挨拶から始まり上塘裕二鹿児島同友会代表理事
より実践提起が行われしました。コロナ禍における自
社経営の厳しさや、その中での同友会の仲間の助け合
いを語っていただきました。続いて堂上勝己大阪同友
会会長から第1講として「『同友会理念を自社で実践』
が役員の使命」をテーマに、同友会活動と会社経営は
不離一体をいかに実践していくかを話していただきま
した。
　1日目のグループ討論では「本音を同友会で語るこ
とができていますか?」「同友会で何を学び自社にどの
ように生かしますか?」の2つをテーマに29グループ
に分かれ熱い討論が行われました。
　夕食交流会では3年ぶりリアル開催ということもあ
り、皆さんお酌に行きたい気持ちもありましたが、会
の方針に従いルールを守り、粛々と進行しました。
　2日目は国吉昌晴中同協顧問より「同友会の歴史

　第1講は大阪同友会の堂上会長。その後のグループ
ディスカッションでは他県の事例から長崎でも実践で

事務局次長　峰　圭太

　冒頭、中同協田浦副会長（福岡同友会）からの挨拶
では、よい会社の共通項として・経営理念・社員一人
ひとりが主体者・経営情報の共有とPDCA、課題の明
確化・知恵と挑戦、というキーワードをいただきまし
た。
　第1講の前には鹿児島同友会の上塘代表理事からコ
ロナ禍を受け、売上がいきなりゼロになった実体験を
含め、本音で語るために何が必要か、というまさに実
践提起をいただきあらためて経営の深さと経営者の強
さ、そして何のための同友会か、を強く感じました。

日時：5 月26日（木）13：00 〜 20：20 ／ 27日（金）8：30 〜 11：30　会場：ザ・ニューホテル熊本

テーマ：同友会は「学び合い」と「仲間づくり」

第16回 中同協 九州・沖縄ブロック 役員研修交流会 in 熊本 参加報告
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動につながっていくよう、緊密な連携と情報共有を
行っていきたいと思います。

（事務局　峰　圭太）

　5月25日、長崎同友会と長崎総合科学大学は包括連
携協定締結式を開催、長崎同友会としては4校目とな
る大学（短期大学を含む）との包括連携協定となりま
した。冒頭進行の長崎総合科学大学 オープンイノベー
ションセンター長の藤原先生から「相互の人
的・知的資源の交流・活性化を図り、相互に
有意義と認められる諸事業を行うことにより、
地域社会の発展に寄与することを目的とする」
という協定の概要説明をいただきました。そ
の後、池上国広学長、中村こずえ代表理事に
より協定書に署名がなされ、無事締結する運
びとなりました。池上学長からは「地域との
結びつきを大事にし、新しく立ち上げたオー
プンイノベーションセンターを中心に地域を
盛り上げていきたい」という趣旨を、中村代
表理事からは「学生や先生方との意見交換を
重ね、学びの場を設けること、連携を深め、
同友会が目指す人を生かす経営の実践を推し
進めていく」旨の挨拶があり、双方の今後の
連携に大きな期待と覚悟を持ちました。
　その後参加者により、合同例会の開催や
Webを活用した会社見学、大学と企業のコラ
ボレーションの可能性を見出すための意見交
換会の開催など少しの時間にも関わらず多岐
の可能性を感じる意見が交わされました。
　今回の包括連携協定が大学や会員企業、学
生や先生方、そして地域にとって有意義な活

た。同友会は学び合う場。運動のパートナーとしてしっ
かりと自分の責務を果たし、私自身が語り部となれる
よう学んで行きたいと思います。
　今回参加された長崎の会員だけでなく、全国の場で
お会いしたことがある他県の役員の方々との懇親は、
あらためて九州・沖縄ブロックの一体感を感じること
ができました。一つひとつの出会いと学ぶ場に感謝し、
また日々の業務に生かしていきたいと思います。

きそうな企画や、不離一体シートの重要性と活用につ
いてあらためて学ばせていただきました。常に問題意
識を持ち、学び方を学ぶ。そして謙虚であること。意
識して取り組んでいきたいと思います。
　2日目は同友会の歴史と理念を、中同協国吉顧問か
ら丁寧に報告いただき、今の運動が先人の想いの上に
成り立っていることと同時に、我々が歴史と理念を語
る側になることの責任と覚悟を学ばせていただきまし

長崎総合科学大学 包括連携協定締結式 開催報告

長崎新聞 5 月 27 日
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の声をいただきました。
　今回の研修では新入社員の皆さんの1年の成長を感
じ、また参加した会員にとっても深い学びを得ること
ができた「共育」の場となりました。
事前の準備にご協力いただいたみなさん、参加いただ
いたみなさん、ありがとうございました。

（文責　事務局　田口　友廣）

　2021年度の合同入社式に参加した新入社員を対象
に第5回目（最終回）のフォローアップ研修が開催さ
れました。今回は9社21名の参加でした。
　研修ではライフライン（縦軸にモチベーション、横
軸に時間軸）の発表を行いました。入社してからどの
ような悩みがあったか、壁にぶつかったのか、それを
どう乗り越えたか、どのような喜びがあったか、成長
できたのか、またプライベートのことなども含めて全
員から発表いただきました。
　ライフラインの発表を聞いての参加者の感想とし
て、発表した本人からは「自身を振り返ることができ
るよい機会になった。」同期の新入社員の方からは「悩
んでいたのは自分だけでないことを知り、同期がどの
ように1年を過ごしたかを聞くことで勉強になった。」
会員の方々からは「新入社員の率直な意見を聞かせて
いただくことは経営者側の貴重な財産だと感じる」等

日時：5 月 21 日（土）10：00 ～ 12：00　会場：Web 　参加者数：21 名

会
員
活
躍

（
右
）
長
崎
新
聞  

5
月
14
日 

長
崎
出
島
支
部  

貞
松 

徹 

会
員
・
永
石 

一
成 

会
員

（
左
）
長
崎
新
聞  

5
月
17
日 

佐
世
保
支
部  

石
丸  

徹
郎 

会
員
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

北
松
浦
支
部  

前
川  

浩
二 

会
員

2021年度 第 5 回 新入社員フォローアップ研修 開催報告

長崎新聞　5 月 2 日　島原支部　横田  耕詞 会員



13

長
崎
新
聞  

5
月
18
日  
長
崎
浦
上
支
部  

岡
村  

雅
彦 

会
員

長崎新聞　5 月 31 日  佐世保支部  横山  昌隆 会員・北松浦支部  前川  浩二 会員

（上）長崎新聞　5 月 22 日  佐世保支部  山﨑  秀平 会員
（左）長崎新聞　5 月 20 日  長崎出島支部  山田  耕大 会員
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人さんとコミュニケーションを取ることができました。
職人さんと接する際には、年上の方が多かったのでプ
ライドを尊重するように気を付け、また仕事の質を担
保するために時には厳しいこともきちんと伝えました
が、伝える際には言葉を尽くすようにと気を付けました。
そうすることで職人さんとも打ち解け、信頼関係を築
き、10年前くらいから小川さんは現場からも完全に離
れて経営・営業に専念できるようになります。そして7
年前に「（株）彩　装建」を設立しました。

【同友会との出会いとこれから】

　同友会へはとあるセミナーで同席した吉澤 健会員
（（株）ヤマハマリン西九州）からの勧めがあり、「経
営者として学びたい」「人とのつながりを持ちたい」と
ちょうど思っていたため入会しました。
　同友会に入会して感じたこととして、「さまざまな業
種の経営者がいて、畑違いの分からないことを教えて
もらい、非常に役に立っている。」「特にためになった
こととして、経営者としての姿勢を学ぶことができた」
と語られていました。
　またこれまで長崎浦上支部で例会委員会の副班長、
総務委員長を歴任し、今年度より県専務理事を務めて
いただいています。
　お話を伺うなかで今後の同友会での取り組みについ
て「同友会の活用の仕方は人それぞれだと思う。積極
的に活用してもらえるように取り組みたい、多くの方
に『同友会ってよい会だね』と言ってもらえるような
会にしたい」と語られていました。
　会をより良くしていきたいと情熱を持って語られる
小川さんの姿が非常に印象的で、小川さんがこれから
の同友会運動を牽引し、そして「同友会ってよい会だ
ね」と言ってくださる方がきっとこれから増えるので
はと強く感じました。
　今回はお忙しいなかお時間いただきありがとうござ
いました。小川さんのますますのご活躍を祈念いたし
ます。

＜会社情報＞

（株）彩  装建
〒852-8056　長崎市大宮町6-6
TEL：095--800-3437　FAX：095-800-3438

（文責　事務局　田口　 友廣）

　今回は長崎市大宮町に新しく事務所を構えられた県

専務理事　小川  悟さん（長崎浦上支部：（株）彩  装建）

にお話しをおうかがいしました。

【（株）彩　装建】

　（株）彩　装建は、2015年に設立、現在8期目を迎え、
塗装・防水工事を行っています。社名の由来は塗装屋
だけにならないように、仕事の幅を拡げさまざまな色を
塗り「彩っていく」という思いを込めて、「彩

さい

　装
そう

建
けん

」
と名付けました。

【会社設立まで】

　小川さんのお父様は兼業農家として塗装業をされて
いました。小川さんは学生の頃にお父様の塗装の仕事
のお手伝いをすることがありましたが、高いところで
作業があることや、3K（きつい・きたない・危険）な
仕事が嫌だと思っていました。そしてこのまま長崎に
残ると、この仕事を継ぐことになると思い、高校卒業
後に神戸で小売業の仕事に就きます。しかし小川さん
が神戸にいる間に塗装の仕事が増え人手不足になり、
お父様から対外的な営業を小川さんがしないかと誘い
がありました。小川さんは現場ではなく営業の仕事な
らと長崎に戻ることを決意します。
　お父様からの要請を受け長崎に戻ってきましたが、

「現場に出ない人が帰ってきた」「弟さんが継ぐと思って
いたのに…」と現場からは猛反発があり、まともに話
してもらえないような状況が続きました。
　そこで一度は現場が嫌でこの業界を避けた小川さ
んですが、一念発起します。まずは現場に入らないと
営業もできないと考え、お父様に頼み現場での業務に
従事します。現場に入りながらそこで学んだことを生
かし営業を行い、また現場に入ることで社員さん・職

事務局企業訪問 事務局企業訪問 



15

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 松

まつした

下　雄
ゆうすけ

亮
企 業 名 Brotherhood
役 職 名 代表者

企 業 住 所
〒850-0841
長崎市銅座町12-10
 第1銅座ビル201

T E L 080-1784-6970 F A X

業 種 飲食業（スナック）

企 業 PR
B'Zのコンセプトのお店としてさせていただいております。
世界中のB'Zfunが集まったりします。B'Zfun以外もすごく
来ます。

スポンサー 広田　聖美

６月理事会  報告

6月2日（木）／つくば倶楽部18名・Web13名
出席31名（理事24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 －松瀬北松浦支部長

コロナ禍で 2 〜 3 年経ち、その間は九州外に出ることを控
えていました。最近、新規感染者数も減っているので、大阪・
名古屋へ出張しました。みなさん仕事も普通にしていまし
た。私の会社では部品の入荷が 1 年から 1 年半待ちとなか
なか動けない状況なのですが、今回行ったところはそうで
なく、忙しく仕事をされていました。同友会で 1 つの仕事・
お客さんに頼ると危ないということを学びました。3 つの
仕事、3 つのお客さんをと心がけています。同友会で学ん
だことを生かして参ります。

仲間づくりについて

１）入会・退会の承認について－小川専務理事
→4名の入会、2名の退会を承認

２）5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－入会見込み者のリスト

アップをすることは非常に重要であり、有効的な手段
だと思います。また、熱い会員の熱意が伝播していい
化学変化になれば最高だと感じています。

・中村代表理事－現在、702名です。油断すると700名を
割ってしまいます。みなさん、増も強もお願いします。
各支部で新入会員オリエンテーションを予定している
と聞いています。入会2 〜 3年の方の退会を防ぐよう
な企画をして頑張って欲しいと思います。

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－小
川専務理事

現状

・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・Web併用のハイブリッド形式で開催願います。
・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 －「懇親会参加にあたっての確認書」の廃止を提
案します。（ガイドラインは継続）
→三役会案を承認

２）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 
・参加目標（会場参加上限260名）

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）

＜入      会＞ ＜交      代＞

新入会員の皆さんです <５月入会・交代 > （敬称略）

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 上

うえはら

原　聡
さとし

企 業 名（株）オフィスサポート
役 職 名 主任

企 業 住 所 〒851-2212 
長崎市畝刈町278-5

T E L 095-850-1142 F A X 095-850-2017

業 種 パソコン販売・修理サポート・システム開発・OA 機器販売
企 業 PR IT・パソコン関連のご相談はお気軽にお声掛けください！

前 会 員 上原　一真
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「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 
・参加費　現地1万円、Web5千円 
・全体予算

今回提案事項

・案内チラシ案
（織田フォーラム実行委員長）
各支部にキャラバンで伺い、皆さんから歓迎いただき嬉
しく思いました。出島フォーラム、青年部合同例会の成
功、そのバトンを島原が引き継いでいきたいと思います。
→提案事項を承認。修正事項は経営フォーラム実行委員

会一任とする

３）九州・沖縄ブロック青年部合同例会を振り返って－安
井実行委員長
・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〜

（安井合同例会実行委員長）
多くの登録をいただきありがとうございました。特に
長崎の各支部においては、ほぼ目標を達成し、195名の
目標を大きく上回ることができました。参加者の方には
アーカイブ動画を発信しています。6月末まで視聴可能
です。各分科会・記念講演としっかり見返しください。

４）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－2022年11月11日（金）　長崎市にて

三役会 －各項目概ね了承しますが、ハイブリッドでの開
催を検討願います。
記念祝賀会での「支部別出し物」は全支部対応願います。

（結論として）
１）記念式典会場－ホテルニュー長崎
２）動員目標－400名（来賓・他県80名、会員320名）
３）会費－8,000円／祝賀会欠席の場合は3,000円
４）記念講演講師－中同協　副会長　山城真一氏（徳島

同友会　会長理事・（株）サンフォート　代表取締役）
記念講演テーマ：「温故知新」 50年の学びで、人が輝く

　　　　　　　未来を創る！
５）記念式典のタイムスケジュール－15時開始　16時10

分記念講演　18時20分記念祝賀会　20時閉会
６）記念式典の内容－記念映像上映　→　セレモニー　

→　記念講演　→　記念祝賀会
７）セレモニーの内容－功労者表彰（歴代代表理事7名）
８）記念映像の内容
９）記念祝賀会に関して－余興として「支部別出し物」

を提案。（登降壇含めて各支部4分）
10）記念植樹の開催－稲佐山・タブノキを予定
11）予算案
上記の1）〜 10）を承認。11）予算案はWeb併用となる

場合もあるため、今回は保留。

５）情報広報委員会からの提案について－田浦委員長

三役会 －2021年3月〜 10月にアンケートを実施されて
の提案とのことですが、回答が88名と少ないので、例会
等で再度アンケートを実施し、一人でも多くの会員の要
望を確認していただきたい。

（田浦情報広報委員長）
三役会からの提案の通り、再度アンケートを取り、会員
の要望を確認したうえで広報誌デザインのリニューアル
を提案する。また広報誌は永年レイアウトが変わってい
ない。労力を要するコンテンツも多くあるが、見たこと
がないという意見もある。他県は時流に合わせたコンテ
ンツの掲載などあり、そうした部分で遅れもある。紙
の広報誌がそもそも必要なのかなどそうした意見も聞き
とっていきたい。

６）青年経営者会からの提案について－宮﨑会長

三役会 －兵庫青全交の各支部目標（青年経営者会案）を
了承
→青年経営者会からの提案を承認。来月の理事会までに

各支部目標の報告を依頼。

７）入会について－中村代表理事
最近、理由書の濫発が目立つ。同友会は経営者の会であ
る。経営者ではないが将来右腕となる幹部社員をどうし
ても入会させたいという際に、理由書を書いていただく
ことはいいと思う。入会したら仕事をもらえる、お客さ
んがくると声をかけているということも聞いている。今
一度入会について真剣に考えて仲間づくりをして欲しい。

８）五島支部 支部外役員について－中村代表理事

三役会 －各支部2名の選任をお願いします。
→上記を確認。

報告・連絡事項

１）5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＞5月23日（月）18：30 〜 21：30
＜開催場所＞サンプリエール・Web
＜報告事項＞
⑴　各支部今年度目標出席率・返信率
⑵　例会企画書の流れと記載項目の確認、申し合

わせ。
⑶　第6次ビジョンの策定については県例会委員会

の例会出席率・返信率目標を制定。
出席率40％・返信率80％

⑷　今後の例会についての問題点
グループ長、発表者、室長などのドタキャン
への対応を検討。

⑸　懇親会キャンセルの場合の会費徴収について
基本的に締め切り後のキャンセルは徴収する
昨今懇親会場の決定の難しさ（例会後遅い時
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間からの問題や参加人数の問題）
⑹　2022年度例会表彰

今期も上期・下期に分けて、ゲスト参加者数・
会員出席率・会員延べ参加数に加え今期より
返信率を追加。

⑺　その他

仲間
づくり

＜委員会開催日＞5月25日（木）19：00 〜 21：00
＜開催場所＞つくば倶楽部・Web
＜報告事項＞
・各支部の目標設定数の確定を行った。
・第6次ビジョンの確認と確定を行った。
・増強の強の動きについて考えた。
・例会の欠席の返事をした人に対して訪問して出

席を促し、孤立させないようにする。
・例会に出席しやすい環境の整備
・青経の体験入会を図りそこで得た情報を精査し

てその情報を共有し、退会を防ぐ。
・コロナの状態によるが、飲みにケーションを行

い親睦を深める。
・2023年2月の全支部合同例会についての方向性

を協議した。

経営
労働

＜委員会開催日＞委員会開催なし
＜報告事項＞

《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）
　　　4/19現在　62.2％
　2-3　経営指針実践セミナーの開催
　　　（目標参加会員：50社）
　　　・県　主催：現在企画中
　　　・島原主催：5月は開催延期
　　　　№6補講開催予定／ 11名申込　残り3回
　　　・小規模事業者向け　№5開催
　　　　9名＋ゲスト　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（4/21　1回目終了）
　2-4　経営者塾の開催（開催目標：10講座）
　2-5　人を生かす経営4委員会の開催

共育

＜委員会開催日＞5月25日（水）19：00 〜 20：45
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・6/22（水）2022年度　第1回　新入社員フォロー

アップ研修の内容の承認
・第6次ビジョン案の承認
・人を生かす経営 4 委員会の活動について
・社員共育大学の概要と今後のタイムスケジュー

ルについて

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞5月23日（月）19：00 〜 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・委員会開催前に特別支援学校、ろう学校の進路

指導部担当教員との意見交換会を実施
・今年度の実習受け入れ前の情報共有、アンケー

ト内容の変更
・各支部活動を確認
※梶原委員長－「障害のある人もない人も共に生

きる平和な長崎県づくり推進会議委員」就任

（梶原ダイバーシティ委員長より補足）
7月6日に第17回例会を開催。報告者は島原支部　
飯田会員。

共同
求人

＜委員会開催日＞5月24日（火）19：00 〜 20：30
＜開催場所＞諫早市社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・第6次ビジョンについて
・大学・高校との取り組みについて
・今年度の活動整理－担当割り振りを検討してい

く
・中同協 共同求人委員会参加報告および求人票

チェックシート
・中同協　共同求人委員会について
・4委員会関連

（野方共同求人委員長より補足）
5月25日に総合科学大学と包括連携協定の調印式
を行った。今後いろいろな形で連携を深め、交流
したい。これからは先生との意見交換会や会員企
業の課題について、共同研究・開発など行いたい。

政策

＜委員会開催日＞　「第1回委員会」　5月6日（金）
18：30 〜 20：15　
＜開催場所＞Web
＜内容報告＞
・各支部政策委員会活動方針の確認
・長崎県景況調査（アンケート）の内容とその方

法について意見交換
＞景況調査は効果的＞支部独自アンケート（地

域限定）も実施したい
＞設問項目には昨今の原材料高騰に関するもの

や資金繰りについて盛り込んでは・・等々
・第6次ビジョンについて

＞第5次ビジョンを踏襲しつつ作成する

情報
広報

＜委員会開催日＞5月25日（水）19：00 〜 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌 巻頭
・広報誌「各界からの提言」
・広報誌のリニューアル
・ホームページのリニューアル
・第 6 次ビジョン案
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会員動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会　員　数（６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 142 139 130 110 100 210 40 30 901

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
小 畑　 佳 子 美顔メディカルサロンのりえ 長崎出島 2018年11月

田 中 真 太 郎 （福）長崎両輪会 佐 世 保 2022年  1月

柿川 良正 会員（長崎出島支部） 貞松　徹 会員（長崎出島支部）

新住所：〒850-0035 長崎市元船町2-4

新TEL番号：095-824-3390

山田 耕大 会員（長崎出島支部）

新役職：代表取締役

山下 博史 会員（佐世保支部）

新役職：理事長

川下 眞文 会員（佐世保支部）

新役職：会長

新役職：理事長

●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

ビジョン

＜委員会開催日＞前回理事会以降の開催なし
＜報告事項＞
6月29日にダイバーシティ委員会と共同求人委員
会、7月27日に例会委員会と仲間づくり委員会の
第6次ビジョン（案）について委員長に参加いただ
き検討する。

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞5月23日（月）18：00 〜 19：15
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・記念講演講師の検討、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＞ 5月2日（金）19：00 〜 21：00
＜開催場所＞事務局・Web
＜報告事項＞
・5月13日（金）　九州・沖縄ブロック青年部合同

例会in長崎
・5月14日（土）　九州・沖縄ブロック青年部連絡

会を開催　場所：グラバー園
・5月28日（土）　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った

２）例会について（更なる充実をめざして）－浦崎例会委
員長
今期は出席率・返信率の目標として、現実的な数字があ
がっている。県としては出席率40％、返信率80％を目指
している。6月1日に2委員会で話をしたが、表彰につい
て会員数が少ないところも可能性があるような仕組みを
検討している。また、先月例会委員会を対面で行ったが、
意見が活発に出てよかった。対面で初めて会う方もおり、
懇親会も行い、大変楽しく交流を持ててよかった。

３）副代表理事より各担当委員会について
・田中副代表理事－例会・仲間づくり

5月23日にリアルにて例会委員会を開催、5月25日に
Web併用で仲間づくり委員会を開催した。数字を問わ
れる委員会で、やはり現実的な目標に向かって1つひ
とつ進んでいこうとまとまった。昨日、2委員会を開
催したが非常に熱く充実した内容だった。名称を「人

をつなぐ2委員会」とさせていただこうという話になっ
た。

・金田副代表理事－経営労働・共育・ダイバーシティ・
共同求人
5月31日に4委員会を開催、語り部への道プロジェク
ト、4委員会の第6次ビジョン（案）について話をした。
同友会に入って2 〜 3年でやめてしまう人が減るよう
に、同友会のよさを知ってもらうとプロジェクトチー
ムで検討しながら進めている。また第6次ビジョン（案）
についても別でチームをつくり検討を進めている。4
委員会では2024年の人を生かす経営全国交流会in長崎
で、地元長崎より報告者を出して牽引できるようにな
りたい。各支部のなかには4委員会が分からないとい
う方も多いので、しっかり伝えていただきたい。

・江口副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
どの委員長もアンケートを出しても回答率が上がらな
いことを悩んでいる。アンケートをもとにどういう方
向で進むのか考えることが大切だと考えている。さっ
そく広報誌についてのアンケートを実施すると報告が
あったので、各支部の委員長が各支部でお知らせいた
だきたい。ご協力よろしくお願いします。

閉会あいさつ －金田副代表理事

ぜひこの同友会活動が会員さんのためになるように、ま
た実践につながるように頑張っていきたいと思います。
みなさん、お疲れさまでした。

※次回開催予定　7月5日（火）19時　つくば倶楽部・Web



7 月

長崎浦上 将来の事業承継に備えて

鋭意作成中

（福）宮共生会 理事長

原田 良太 会員（佐世保支部）

7月26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

中小企業魅力発信月間につき、政策委員会が担当となり、長崎市の
施策事例を学びます。地域にとって必要な、選ばれる企業づくりの
ため主体者として学び合います。

場所：サンプリエール・Web

北松浦

社会福祉法人の立ち上げに参加し、事業承継後も成長を続ける事業展開の中
で、原田会員が手掛けてこられた組織づくりへの取り組みについてご報告い
ただきます。

場所：松浦シティホテル・Web

五島

場所：調整中

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！

参加
無料

Web
OK！

他支部
参加OK

「人を生かす経営」から「人に任せる経営」へ

〜よい経営環境をつくろう〜
長崎市の中小企業向け政策を学んで生かし連携し地域の経営環境改善の主体
者となろう

（有）長田製茶

長田 篤史氏
7月22日（金） 18：30～

大村 官民創論
〜大村未来都市構想のおける行政と地域中小企業との連携（仮）〜

諫早

雲仙市瑞穂町。玉緑製法という独自の製法にこだわりながら、近年では地元
で古民家をリノベーションしたぽっぽや茶屋を開業し、地域で交流されてい
ます。様々なイベントを通じ活躍され【出会いで変わる、ツナガル同友会】
の報告です。

場所：四季の蔵食楽亭

【出会いで変わる、ツナガル同友会】
〜異業種交流会〜

大村市長 園田裕史氏

長崎大学経済学部 准教授山口純哉氏

7月21日（木） 18：30～

島原 『同友会に出会って学び広がった縁、
今後の目標（夢）』

水道工事というやりたい仕事を見つけ『人の幸せに繋がるような仕事をしたい』という思
いから、独立。同友会と出会い、学んでいく中で『経営者の考え方』や、『経営指針』、
『人を生かす経営』を踏まえて、現在の悩み、これからの目標を、また2022年５月に開催
された九州・沖縄ブロック青年部合同例会への取り組みや、今年度から青年経営者会の会
長に就任したことに対する思いもお話しいただきます。

場所：HOTELシーサイド島原・Web

佐世保

佐世保市と同友会が連携し、地域を想い互いに意見を交わし建設的な交流の場とし
て開催。地域の発展のためには中小企業の変革・トランスフォーメーションが必要。
佐世保市観光商工部と十八親和銀行デジタル推進チームを報告者にDXの考え方と事
例、国や自治体の補助制度を知り、自社の変革を考える例会とします。

場所：アルカスSASEBO・Web

「トランスフォーメーション！DX」

佐世保市観光商工部
十八親和銀行デジタル推進チーム
7月22日（金） 18：30～

大村市総合計画で描く将来像を実現するために必要とされる新しい技術やサービスの導入
に関する基本的な考え方や方向性を示すために「大村未来都市構想」が 2022 年 3 月に策
定されました。今後の大村の発展を大きく左右する本構想が策定された早めのタイミング
で、行政と地域中小企業の連携 の在り方を構想内容を切り口に官民創論します。

場所：パークベルズ大村・Web

青年
経営者会

鋭意作成中

場所：調整中

みやざき設備 代表者

宮﨑 洋輔氏 （大村支部）

7月19日（火） 19：00～

長崎市 商工部 部長

久田 浩氏
7月19日（火） 18：30～

『同友会に出会って学び広がった縁、
今後の目標（夢）』

水道工事というやりたい仕事を見つけ『人の幸せに繋がるような仕事をしたい』という思
いから、独立。同友会と出会い、学んでいく中で『経営者の考え方』や、『経営指針』、
『人を生かす経営』を踏まえて、現在の悩み、これからの目標を、また2022年５月に開催
された九州・沖縄ブロック青年部合同例会への取り組みや、今年度から青年経営者会の会
長に就任したことに対する思いもお話しいただきます。

みやざき設備 代表者

宮﨑 洋輔氏 （大村支部）

7月22日（金） 19：00～

立岩設備 専務

笹垣 和也氏
7月26日（火） 18：30～

※鋭意作成中

（株）笑心一

前田 忠信氏 （佐世保支部）

7月27日（水） 19：00～



7・8月

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

ダイバー
シティ

第17回例会
「『続ける』ことに必要なこと
～誰もが就労しやすいダイバーシティ経営」

「生産者と消費者の架け橋であり続ける」という経営理念を基に
発展し続けるためには、絶対的に人材(マンパワー)が必要不可欠
な業態です。様々な特性を持った人材が活躍できる環境を整えて
きた経緯と、現在の状況そのものをお話いたします。

場所：サンプリエール・Web

飯田青果（有） 代表取締役

飯田 弘巳 会員（島原支部）

7月6日（水） 18：00～

佐世保

会計の本質は、会社の実態や目指すべき理想の姿を数字で表現し、、読み解いた事を
いかに経営に活かしていくかという事です。
日々の業務がどのように数字に表されているか？気付いていない
問題やチャンスが眠っていないか？自分のやりたい事と現状の差は？会計を知る事で
普段の業務と数字がリンクし、結果として経営は必ず良くなります。

場所：佐世保市労働福祉センター・Web

（株）IGブレーン 取締役

山本 要輔 会員（長崎出島支部）

7月9日（土） 10：00～16：00

社長のための財務分析セミナー

経営労働

日程テーマ（時間は13：30 ～ 16：30）
第１回 7月16日（土）オリエンテーション先輩会員からの提言
諫早支部 平湯 湧一会員（ダイヤモンドクラブ会員）（会場：つくば俱楽部）

同友会らしい「経営指針」成文化と全社的実践の進め方～「人を生かす経営」と強靭な経営体質に向けて
第2回 8月20日（土）自社の現状を理解する・企業変革支援プログラム（※会場：つくば倶楽部）
第3回 9月17日（土）経営理念
第4回 10月15日（土）１０年ビジョン
第5回 11月19日（土）経営方針（1）
第6回 12月17日（土）経営方針（2） SWOT分析
第7回 1月21日（土）経営方針（3）「働く環境づくりの手引き」から見直す
第8回 2月18日（土）経営計画の策定（1）
第9回 3月18日（土）経営計画の策定（2）
第10回 4月15日（土）発表会・慰労会

2022年度 経営指針実践セミナー

参加人員： 定員を15名。参加申込み順とし、定員になり次第、募集を終了
参加費： 30,000円（会場費、運営費、最終の慰労会参加費を含む）
テキスト代：
「人を生かす経営 中小企業における労使関係の見解」 ￥550-
「経営指針成文化と実践の手引き」 ￥2,200-
「企業変革支援プログラムⅠ」 ￥1,100-
「企業変革支援プログラムⅡ」 ￥3,300-
「働く環境づくりの手引き」 ￥1,100-
※現在お持ちの方は持参ください

経営労働 「経営者のために必要な資金繰りを考える」講座

自分の会社を守るために必要なことは数多くありますが、まず最初に資金が回り、会
社が維持できることが必要です。そのために、お客様は誰か、何を提供するかを考え
ていきます。
でも、最も必要なことは、
①日々の資金残 ②入金出金の把握 ③資金ショートしないための管理、などが重要
です。多くの方から、「経営者は財務諸表が理解していないと会社経営はできない」
と言われますが、まずは「お金は大丈夫か？」です。
今セミナーは経営者のために必要な資料としての1日単位、１円単位の３ヵ月先、６ヵ
月先、９ヵ月先、１年先までの資金予測を具体的に説明していただきます。

場所：つくば倶楽部

（株）アルティメット 代表取締役

溝越 正 会員（長崎浦上支部）
7月20日（水）14：00～17：00 ※2回目は調整中

経営労働
2022年度 経営指針実践セミナー

（小規模事業者向け）

下記の日程（毎回水曜日）で開催。時間は13：30～16：00

第1回 2022年8月10日（会場：つくば倶楽部※Web併用）
オリエンテーション
第2回 2022年9月14日（会場未定）
第3回 2022年10月12日（会場未定）
第4回 2022年11月9日（会場未定）
第5回 2022年12月14日（会場未定）
第6回 2023年1月11日（会場未定）

【参加費】
2万円（会場費、運営費を含みます）
※同一企業の2人目（会員・非会員いずれも）は参加費1万円です。

【テキスト代】
「人を生かす経営 中小企業における労使関係の見解」 ￥550-
「経営指針成文化と実践の手引き」 ￥2,200-
※現在お持ちの方は持参ください

第1回
県下一斉仲間づくりの日！！

7/22
（金）

長崎浦上支部ー新入会員のリレー報告イベント開催！
長崎出島支部ーランチ会開催！
大村支部ー拠点を軸に企業訪問予定！
諫早支部－当日例会開催日！
島原支部－企業訪問予定！
佐世保支部－当日例会開催日！
北松浦支部－企業訪問予定！
五島支部－当日例会開催日！


