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大村支部　大塚　正一

　3年ぶりのリアル開催となった中同協定時総会。開
催地である沖縄は今年本土復帰50年と沖縄同友会創
立35周年という大きな節目の年でした。またウクラ
イナ問題・コロナ・急激なインフレ、円安等多くの課
題があるなか、今大会のサブテーマ～復帰50年　世
界へ響け！命

ぬち

どぅ宝（人間尊重）の経営～にあるよう
に利益追求の経営から人間尊重の経営にシフトし自社
の発展、地域の発展、そして世界を変えていく企業を
目指しましょう！と中同協  広浜会長の挨拶で始まり
ました。
　分科会は、～私たちは「中継者」～のタイトルを見
て即決でした。次世代のための会社づくりに大変興
味がありました。報告者の事業内容はウレタンホー
ム（スポンジ）を熱プレスで加工する会社で昔一世を
風靡したウォークマンのヘッドホンに付いているスポ
ンジなどです。今では色んなジャンルへと事業展開
されていました。創業者の父、報告者が2代目、後継
者の息子さんが今27歳で専務として在籍されており
次世代へ繋ぐための企業変革の取り組みを数多く報告
いただきました。自社の年齢構成表の作成、有給休暇
取得のための社員一人当たりの労働生産性の向上、付

加価値を高めるための創意工夫、新入社員教育、技能
の伝承、180ページに及ぶ経営全般についての明確な
指針書、社員の家族が憧れて入社してくる商品づくり、
TKC経営指標（BAST）での売価設定等々ここでは
書ききれないほど凝縮された内容でした。
　グループディスカッションでも、コロナ禍を少しず
つ事業転換し乗り越えられた方や非同族で事業継承さ
れている方などのお話が聞け多くのことを学ばせてい
ただきました。
　分科会を通して経営者は何のために経営しているの
かを突き詰め、人間尊重の経営（人を生かす経営）の
実践、中長期ビジョンの夢と希望を語れる経営者にな
らなければと強く感じた定時総会でした。

日時：7 月 7 日（木）13：30 〜 18：30 / 8 日（金）9：00 〜 12：00　会場：沖縄コンベンションセンター他

中同協 第 54 回 定時総会 in 沖縄 参加報告

第８分科会　テーマ：私たちは「中継者」〜労使見解を基にした経営システムの構築〜

　　　　　　報告者：（株）シンデン　代表取締役　八木　仁氏（栃木同友会  代表理事）



　中小企業家同友会の皆さまにおかれまして
は、地域経済の発展のため、日頃よりご尽力
されておりますこと心から敬意を表します。

1．地域創生事業
　さて、ジャパネットグループでは、通信販
売事業と並ぶ二つ目の柱としてスポーツ・地
域創生事業を掲げています。2024年完成予
定の長崎スタジアムシティプロジェクトは、
約2万人収容のサッカースタジアムと約6千
人収容のアリーナ、オフィス、ホテル、商業
施設も兼ね備えた複合型施設です。民間企業
として本気で長崎の地域創生を実現すべく、
総額約800億円を超える投資を計画していま
す。長崎には、たくさんの素晴らしいモノが
溢れているので、ジャパネットグループの総
力を上げて、“長崎の明るい未来” を、地元企
業の皆さま、行政の方々とともに創り上げて
いきたいと考えています。

２．地域創生モデルの確立
　「感動とビジネスが両立した民間主導の地域
創生モデルを確立したい」というジャパネッ
トグループの想いが、プロジェクト発足の最
大の理由です。地元を離れた人にとっても、
長崎が自慢できる故郷であれば、いつかは戻っ
てきてくれると思います。だからこそ、地域
住民が誇りに思えるスタジアムをつくり、ビ
ジネスとして成立させなければなりません。

そのためにはスポーツの試合がない日でも、
日常的に多様な世代が集う交流拠点となるこ
とが重要だと考えています。

　スポーツは50年、100年続く可能性がある
業態ですので、V・ファーレン長崎と長崎ヴェ
ルカを持続可能なものにしていかなければな
りません。長崎スタジアムシティ開業時には
J1とB1に昇格している算段ですが、将来的
にはクラブ単体でビジネスとして成立させた
いと考えています。

　また、スタジアムを単なるハコモノで終わ
らせないためには、ジャパネットグループが
大切にしている世の中に埋もれているいいモ
ノを「見つけて、磨いて、伝える」を地域創生
事業でもブレずに貫くことが大切だと考えて
います。地域から愛されることとビジネスとし
て成立すること。2つの両立はそう簡単ではあ
りません。世の中に埋もれた良い商品やサー
ビス、地域の魅力、エンタメを見つけ、良さを
磨いて、わかりやすく伝える。この繰り返しを
泥臭く続けるしかないと思っています。

　長崎全域の地元企業の皆さまと密に連携し
ながら、より多くの皆さまにとって必要な場
所であり、コンテンツであるように努力して
まいります。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

民間主導の地域創生
モデルの確立へ

プロフィール
1981年 6月 長崎県佐世保市生まれ
2004年 3月 大阪芸術大学卒業
2004年 3月 コンシューマーゲーム開発会社  入社
2006年 3月 株式会社ジャパネットたかた  入社
2019年 3月 株式会社ジャパネットたかた  執行役員
2020年 7月 株式会社リージョナルクリエーション長崎  取締役

2020年 8月 株式会社ジャパネットホールディングス
 取締役
2020年 9月 株式会社長崎ヴェルカ  代表取締役社長
2022年 3月 株式会社V・ファーレン長崎
 代表取締役社長

各界からの提言

岩下  英樹株式会社Ｖ・ファーレン長崎
株式会社長崎ヴェルカ 代表取締役社長
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聞かされていないこと、過去の不良債権が有ること、
法人化できていないこと、など不安材料を報告しまし
た。報告の感想としては、10年たってやっと本気で
考え出したのか？同友会に巡り合わなかったら何時本
気になれたのだろうか？という思いでした。彼の真面
目なところは素晴らしいと思いました。しかし、強い
気持ちを持つことを学ぶことも大事かなと感じまし
た。
　グループディスカッションでは「あなたの会社に不
安材料はありますか？それをどのように解決していき
ますか？」のテーマで、それぞれ自社の不安材料と解
決するための方法を話し合いました。誰もが経営者と
して心配ごとを抱えていて、そのなかでも事業承継の
問題、人材の悩みが多く、資金繰りの悩みもあったよ
うです。ディスカッションで思ったことは、何でも一
人で悩まずに社員と本音で話合い、仲間に正直に相談
することだと思いました。そのために同友会活動を
やっているのですから。
　最後に、例会を終えて笹垣さんは事業承継の意志を
強く持ったと思います。今日の学びを糧として明日か
ら積極的に行動していくと願っています。私もそんな
彼にエールを送ります。

（文責　池田　繫隆）

　今回は政策委員会の担当で、会歴5年目で政策副委
員長の笹垣さんが報告を行いました。根っからの真面
目で律儀な人なので、報告内容については2回の検討
会議を行い、シミュレーションも2回行いました。彼
は立岩設備に、次期社長と懇願されて入社しました。
10年間現場で監督として頑張ってきましたが、56才に
なった彼は現在自分が本当に事業承継できるのだろう
か、不安になっていました。そこで彼は自分の気持ち
を再確認するためにも、また如何すればスムーズに承
継できるかを仲間に教えてもらいたくてこの場に立つ
ことを決めたのだろうと思います。
　報告のなかで、現在の会社の経営状態をはっきりと

越しいただき「長崎市第5
次経済成長戦略」を中心に
現在行っている政策とこれ
からのビジョン、行政視点
からの長崎市における課題
などをお話しいただきあっ
と言う間の50分間でした。
　昨年の経営フォーラムin
出島では田上市長にお越し
いただき、「中小企業振興
会議」が制定されている大

村の園田市長、これから振興会議を立ち上げる諫早の
大久保市長にパネルディスカッションを、今年5月の
九州・沖縄ブロック青年部合同例会in長崎には久田

　7月は「中小企業魅力発信月間」及び「中小企業の
日」を記念し政策委員会が企画・運営を担当し開催し
ました。報告者に長崎市商工部トップの久田部長にお

長崎浦上支部 例会報告
日 時 7 月 26 日（火）18：30 ～ 20：30
会 場 長崎新聞文化ホール  アストピア・Web

テ ー マ
将来の事業承継に備えて
～おじきの会社を継ぐ予定ですが、色々とあ
りまして…～

報 告 者 立岩設備　専務
　笹垣　和也　会員

出席者数 42名（会員29名（うちWeb5名）、ゲスト1
名、他支部10名、事務局2名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 7 月19 日（火）18：00 ～ 20：40
会 場 サンプリエール・Web

テ ー マ 未来の長崎市を共に創り共に歩む！長崎市の
政策とこれからの中小企業

報 告 者 長崎市商工部　部長
　久田　浩　氏

出席者数
51名（会員30名（うちweb5名）、ゲスト13
名（うちWeb2名）、他支部6名（うちWeb3
名）、事務局2名）
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　グループディスカッションでは、デジタル化できた
こと、したいこと、デジタル化推進に必要なことにつ
いて議論。各グループから、デジタル化は「手段」で
あって、それを「目的」としない姿勢が大事でみんな
が楽になり幸せになることを目的としたい。また、既
存のシステムやツールを把握し、積極的に利用してい
くことが大事で、既存のものをいかに活用できるかを
考える必要がある。という発表があった。一方で、セ
キュリティー問題や、人間関係が希薄になるデメリッ
トを感じること、デジタル化が義務的になってしまっ
ている現状を危惧する声もあった。また、デジタル化
のサポートをしてくれる人が身近にいて欲しいという
要望もあった。
　官×民×創×論は市長や行政職員に中小事業者の

「生の声」を直接届ける貴重な場。大村市には中小企

　政策委員会企画「官×民×
創×論2022」を開催。官と民、
全ての力を結集するために大
いに論じ合うことを趣旨に今
回で6回目の開催。他支部会
員、大村市役所、諫早市役所、
長崎大学学生、ゲストの72
名が参加。
　今年3月に策定された「大
村未来都市構想」を題材に、

行政もデジタル化に本腰を入れてきたタイミングで、
今後の行政や地域企業のデジタル化について議論。市
デジタル推進課より当構想についての説明の後、構想
策定委員長を務めた山口准教授をコーディネーターに
園田市長から構想をどのように活用していきたいか、
パネルディスカッションで深掘りした。

ながるようなことがあったようです。これも、我々か
ら一歩踏み出し共に歩む姿勢であったからこその結果
だと大変嬉しく思いました。
　座長のまとめで述べさせていただきましたが、我々
に関係がある行政の政策などの会員さんへの発信も政
策委員会としてすべきではないかと考えています。今
後とも三つの目的の「よい経営環境をつくろう」を基
本に政策委員会として内外に向けた発信などを行って
参ります。

（文責　安井　忠行）

部長にご参加いただき、同友会の活動・運動や会員さ
んの真剣な学びの姿を見ていただき「同友会さんは素
晴らしいですね！今度、機会があれば是非！」と久田
部長におっしゃっていただいたことから早速実現でき
ました。市商工部からも複数名ご参加いただき各テー
ブルにて会員の皆さんとディスカッションを行いまし
た。
　ディスカッションテーマは「長崎市の政策とまちづ
くりに対しての中小企業の役割と地域課題」と難しい
テーマでしたが、それぞれが思う未来の長崎市や現在
の地域課題を話し合いました。
　報告の最後に久田部長より「メルカつきまち」の活
性化の課題提起があり、それに伴い商工・観光・福祉
といった観点より、様々な意見や質問が出ていました。
コロナ禍であり参加人数が芳しくなかった一面もあり
ましたが、長崎出島支部政策委員会としては「長崎市
中小企業振興会議」制定へ大きな布石として、また一
歩近づくことができたと考えております。
　後日談ですがグループディスカッションの中で「空
き家対策」についてお話しした会員さんが早速、商工
部より「ご意見をお伺いしたい」とビジネスに直接つ

大村支部 例会報告
日 時 7 月 21日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 パークベルズ大村

テ ー マ 官×民×創×論 2022
～大村未来都市構想だョ！全員集合～

報 告 者 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

出席者数 72名（会員42名、ゲスト17名、他支部12名、
事務局1名）
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業振興基本条例があり、中小企業の現状や課題を調査・
審議する中小企業振興会議がある。本例会での意見は
振興会議内の「企業のデジタル化推進部会」に届け、
今年10月に予定している大村市への提言内容に反映
し、今後の大村市産業振興施策として具現化される。
議論するだけでなく、それが地域中小企業に対する施
策まで反映することができる環境を活用することを大
村支部の皆さんに理解していただければと思う。

（文責　中川　有二）

になったそうですが、ここ2年半コロナで輸出がストッ
プしているそうです。
　また地元で古民家をリノベーションしてぽっぽや茶
屋を開業して地域の交流やふれあいを通じて活動され
ています。お茶を使ったスリランカカレー、茶っ葉グ
リーンカレー、緑茶ラテなど美味しくて人気だそうで
す。前川清さんがタビ好きのテレビ番組で訪問された
際、お茶をおいしいと絶賛されたそうです。
　また雲仙市小浜町に移住された方とコラボしてボト
リングティーの販売をされています。いろいろなこと
にチャレンジして販路を拡大され、大変素晴らしいと
思いました。
　これからも、いろんなことにチャレンジして美味し
いお茶をつくりつづけて欲しいと思います。

（文責　東村　久儀）

　7月は仲間づくりの日ということで仲間づくり委員
会の担当で開催されました。今回は仲間づくり委員の
長田篤史さんに報告していただきました。
　長田さんは長田製茶の3代目として雲仙茶の製造販
売を行われています。
　祖父が昭和10年頃に東彼杵茶の種子を持ち帰り植
えたのが長田製茶の始まりと聞いています。
　諫早高校から佐賀大に進み、その後静岡市の国立の
お茶の研究所で2年間お茶についてみっちり勉強され
て、博多で長崎市・佐世保市・雲仙市合同のアンテナ
ショップでお茶の販売や、海外輸出に向けてドイツの
ケルンアヌーガ商談会やオーストリアウィーンでの商
談会に参加して、ウィーン大学の学生に美味しいお茶
の淹れ方を提案したりして日本茶の美味しさをアピー
ルされたそうです。ウィーン商談会で知りあったドイ
ツの日本茶バイヤーさんと話がまとまり輸出すること

諫早支部 例会報告
日 時 7 月 22 日（金）18：30 ～ 21：30
会 場 四季の蔵  食楽亭・Web

テ ー マ 出会いで変わる、ツナガル同友会
～異業種交流会～

報 告 者 農業生産法人（有）長田製茶　代表取締役
　長田　篤史　会員

出席者数 60名（会員39名（うちWeb1名）、ゲスト16
名、他支部5名）
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感じました。その縁を大切にし、教えを素直に実行し
てみる。その姿勢が周りの方から応援したくなるよう
な魅力になっていることなのだと思いました。
　今後、指針の策定、ビジョンの明確化を行っていく
段階で、さらに青年経営者会会長での経験も積まれ、
今後ますます活躍されていくことと確信する報告でし
た。
　今回、島原支部にとっては会員増強のチャンスと捉
え、ゲストを15名動員することができました。10月
の経営フォーラムin島原に向け支部会員100名を目指
し良いきっかけとなる例会になりました。

（文責　北浦　雄一）

　大村支部会員で現在青年経営者会会長を務めておら
れる宮﨑さんは、例会の皆勤を続けられ、積極的に学
び、また会社に持ち帰り実践されています。宮﨑さん
の「素直」「縁を大切にする」姿勢を存分に感じること
のできる報告でした。
　創業してから社員の雇用も行い、売上も順調に伸ば
しており、経営理念も策定し、現在では指針作成にも
取り組んでおられます。同友会での学びを自社の経営
に実践する報告内容に、参加した会員やゲストも同友
会の魅力が十分に感じられたと思います。
　また、「縁」についても宮﨑さんの「素直」な心持
ちが、出会う方との関係を深いものにしていくことを

デジタルによる例会運営ノウハウをもとに、佐世保市
商工労働課の皆様の全面的な協力をいただきながら、
無事開催することができました。
　4月佐世保市・十八親和銀行・同友会のキックオフ
会議にて「地元企業の経営環境をよくしたい」という
市の考えと、同友会三つの目的の1つ「よい経営環境

　佐世保支部では2017年から佐世保市と合同例会を
開催しています。6回目となる今回は開催時期に新型
コロナウイルス感染症第7波急拡大の中でした。例会
委員会が今まで培った感染症対策や情報広報委員会の

島原支部 例会報告
日 時 7 月19 日（火）19：00 ～ 21：15
会 場 HOTELシーサイド島原・Web

テ ー マ 同友会に出会って学び広がった縁、
今後の目標（夢）

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 39名（会員 20 名（うちWeb4 名）、ゲスト
15名、他支部3名（うちWeb2名）、事務局1名）

佐世保支部 例会報告
日 時 7 月 22 日（金）18：30 ～ 21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web

テ ー マ 佐世保市と連携してトランスフォーメーショ
ンを起こす！

報 告 者

佐世保市観光商工部商工労働課
　主　　査　荒木　一浩　氏
十八親和銀行 営業推進部デジタル化支援チーム
　副調査役　竹末　明広　氏

出席者数 53 名（会員34 名（うちWeb5 名）、ゲスト
15名、他支部3名、事務局1名）
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るか」議論されました。
　アンケートでは満足41％大変満足59％、仕事の役
に立つ32％とても役に立つ68％。「導入事例が参考に
なる。補助金を活用しよう思う。チャレンジしてみよ
うと思う。」など概ね目的に沿った感想でした。会場
でWi-Fiが使えるようにしてほしい・自治体公共施設
の提出資料をデジタル化してほしい・DX化した先の
情報提供を試みてほしいなど、佐世保市や例会への要
望ご意見もいただきました。
　6回目の佐世保市合同例会を通して、市との交流と
情報密度が高まり会員企業の成功事例が1つでも生ま
れることを願っています。支援機関として十八親和銀
行のご登壇も2年目となり、自治体・支援機関との連
携の深まりを感じています。
　政策委員長として課題は、委員会活動への委員一人
ひとりの参加率向上です。今回副委員長・顧問を中心
に委員の皆さんと議論し協力した活動となり嬉しいで
す。ますます委員会活動を充実させていきます。
　今後も市との連携を継続・強化し続けることで、「よ
い経営環境をつくろう」につなげていきます。その
ために景況調査アンケートの回収30％を達成に向け、
ご提出をお願いします。

 （文責　冨松　太一）

をつくろう」を確認しまし
た。社会のデジタル化は、
業種・規模・事業体に関わ
らずデジタル対応、その
先にあるDX が求められま
す。会員企業が「一歩」踏
み出す例会とすることを目
的とし3 ヵ月間に渡り、三
者協議を中心に例会内容を
つくり上げてきました。

　テーマは「会員がトランスフォーメーションを起こ
すために自ら一歩踏み出す」ことです。例会冒頭、長
崎県のDXに取り組んでいる長崎県庁デジタル戦略担
当三上政策官より、動画メッセージをいただき、十八
親和銀行よりDXやデジタル化の考え方と事例の紹
介、佐世保市よりデジタル化補助金を説明していだき
ました。
　ディスカッションテーマ「自社で一つでもデジタル
化（またはDXにチャレンジ）し、解決することを決
めましょう」に向け、質向上のため「①自社の業務を
洗い出し、②効率化したいこと・変えたいこと」とい
う事前課題のうえ参加してもらいました。ディスカッ
ションでは活発な意見交換が行われ、「何をどう変え

原田さんが理事長を勤める宮共生会の立ち上げ時から
今日に至るまでの軌跡の中で、原田さん自らが積極的
に取り組んできた事業安定化に向けた努力や工夫の中
身をご報告いただきました。
　社会福祉法人認可後最初の事業所となる「わらびの
里」については、土地の開墾から手がけ、地元の協力
を得ながら開所にとりつけ、サポートスタッフ8名か
らスタートした事業でしたが、直近では事業所、グルー
プ会社も複数展開するに至り、スタッフの数は20倍
以上に成長。当初は農業を手がける就労支援事業でし
たが、メンバーの収入に直結する売上拡大のためにス
タッフが主体的に目標を定め、実践するなかで、原田
さんが力点を置いておこなってこられたことは｢組織
化｣と｢付加価値｣。経営者が高い思想をもって課題

　7月は、佐世保支部　原田良太さんに報告いただき
ました。佐世保支部から、またゲストも多く参加いた
だきました。

北松浦支部 例会報告
日 時 7 月 26 日（火）18：30 ～ 20：30
会 場 松浦シティホテル

テ ー マ 「人を生かす経営」から「人に任せる経営へ」
～でも年商 5 億は簡単じゃないッ！～

報 告 者 （福）宮共生会　理事長
　原田　良太　会員（佐世保支部）

出席者数 18名（会員9名、ゲスト2名、他支部6名、
事務局1名）
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　今回の例会運営については、直前まで予定していた
グループディスカッション及び懇親会について、新型
コロナウイルス感染症の急拡大を考慮し中止せざるを
得なかったことが大変に残念であったし、佐世保から
遠距離参加いただいた参加者の方々にはご迷惑をおか
けしました。

（文責　前川　浩二）

解決に取り組むことは重要であるが、経営者一人が取
り組んでできることには限界がある。現場部門毎に任
せることができる人材を確保育成することが組織化の
第一歩であったとのこと。また、物事や商品に一手間
二手間をかけ、付加価値をつけることで需要の幅が広
がり、企業を成長させていくことが、報告内容から実
感的に学ぶことができました。

支部の熱い熱い先輩会員や、青年経営者会員に刺激を
受け、県行事や全国大会などに積極的に参加され、多
くのことを学び同友の輪を拡げています。
　仕事の面では、2016年3月の大寒波の影響で多くの
水道管が破裂し、工事依頼の電話が殺到。「人が困っ
ているなら」と昼夜問わず、できることは全て対応さ
れたようです。このことが、同業者に評価され信用を
得るきっかけとなったそうです。しかし何よりも困っ
ているお客さんに喜んでいただいたことが、嬉しかっ
たようです。開業当時、お一人で始められた事業でし
たが、現在は奥様を含む4人を雇用され売り上げも着
実に増加、今期の売上目標も達成見込みのようです。
　グループディスカッションでは、報告者を交えての
討論。（初めての経験でした）「あなたが変わるきっか
けとなるご縁はありますか？またそのことが経営に生
かされていますか？」のテーマに対し宮﨑さんは、奥
様と答えられ、理由は奥様と出会う前は宮﨑さん自身
常識がわからず、奥様に教えてもらったとのこと。今
のお姿からは想像がつきませんが。
　宮﨑さんの報告をお聞きして、私は「同友会活動を
頑張ろう」と率直に思いました。
今後も同友会の体現者として、また、青年経営者会の
会長として、益々のご活躍が楽しみです。
　最後になりましたが、今月も多くの他支部会員の皆
さんに、ご出席いただきありがとうございました。

（文責　設楽　誠）

　宮﨑さんは、2014年10月に大村で新築や改築に伴
う上下水道工事関係のお仕事を開業され、現在46歳
です。同友会へは翌年9月に入会。大村支部の役員や
長崎全研の実行委員を歴任され、今期より青年経営者
会の会長に就任されました。入会当時は例会の内容や
参加者に圧倒され気負いするところもありましたが、

　前田さんは幼い頃からご両親の寝る間も惜しまず働
く姿、お客様に対する姿勢を見て育ち社会人になって
もそのご両親の姿や教えを元に働いていました。そん
ななか、廃棄物リサイクル業に入社して、これが自分
の天職だと感じます。
　その後、2016年38歳の時に独立し起業します。起
業してほとんど営業活動をしていませんでしたが、ご
両親のお客様を大切にする姿勢や働き方を実践し、
着々と業績を伸ばしていきます。そのなかで、営業活
動とは様々な人に出会って自分を知っていただく活動
で、攻めずに自分自身楽しむことが営業活動だと気づ
きます。

　今回は、県北ブロック担当例会ということで佐世保
の会場で、佐世保支部の前田忠信さんに報告いただき
ました。

青年経営者会 例会報告
日 時 7 月 27 日（水）19：00 ～ 21：00
会 場 佐世保市民活動交流プラザ・Web
テ ー マ 天職と出会って  ～楽しむ営業～

報 告 者 （株）笑心一　代表取締役
　前田　忠信　会員（佐世保支部）

出席者数 19名（会員15名（うちWeb5名）、青年経営
者外会員4名（うちWeb1名））

五島支部 例会報告
日 時 7 月 22 日（金）18：30 ～ 21：00
会 場 福江総合福祉保健センター・Web

テ ー マ 同友会に出会って学び広がった縁、
今後の目標（夢）

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 17名（会員6名、ゲスト1名、他支部9名（う
ちWeb8名）、事務局1名）
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ンプルな経営スタイルを確立した所が素晴らしいと感
じました。
　無駄なことを徹底して得意な人に任せる。そういう
シンプルな経営にすることで、社員教育やお客様への
対応等必要なところに力が向けられるので今後もどん
どん業績も伸びていくのではないかと感じました。

（文責　府川　正樹）

　また、前田さん自身が苦手なことや、時間がかかる
ことを外注や得意な人に任せ、自分や社員が楽しく仕
事ができる環境をつくっていきました。今では社員・
前田さん自身も余裕ができ、その分お客様への対応等
良い影響が出ているそうです。
　前田さん自身の経験などを元に学び、実行しそのな
かから必要な物を選別していく能力や、そのなかでシ

参加しました。街並みを歩きながらコザ地区とアメリ
カ軍の関係の話しを聞いたり、資料館に行きコザの歴
史を拝見しました。中を見させていただけたカフェは
まさに映画で見るアメリカでした。コザ探訪ではアメ
リカ軍と沖縄の歴史や経済の関わり合いが少しわかっ
た気がしました。
　そして夜はコザ探訪でご一緒しました北海道同友会
の方と岐阜同友会の方と3人で牧志地区を散策し、会
社のことや私的なことまで色々な語らいをしながらお
酒を交えた交流ができました。
　今回が初めての全国大会参加でした。同友会という
プラットフォームがあることで年齢性別は関係なく、
また県の垣根を越え全国に知人をつくることができる
と認識できました。

北松浦支部　中村　寿弥

　中小企業家同友会全国協議会　第54回定時総会in
沖縄へ参加してきました。
　総勢1300人近くの参加登録で、分科会も17あり規
模がものすごく大きな大会でした。
　まず、1日目は全体会と分科会。そして2日目には
記念講演とオプショナルツアーが開催されました。
　1日目、その日に沖縄入りしましたので空港から会
場までの移動です。1人で乗り込んだのですが空港か
ら会場までは公共交通機関の便が悪くタクシーでの移
動が良いだろうと、出迎えの沖縄同友会の会員さんか
ら案内されました。1人での移動より乗り合せがいい
だろうと、1人で参加される他県の会員さんを待ち声
掛けしていただき、乗り合いして会場まで移動となり
ました。
　小一時間かかる移動中の車内では、年も近い島根同
友会の女性とお互いの会社についてや地域問題など沢
山話しをすることができとても有意義な時間となりま
した。同友会は県を越え、他人同士という垣根を越え
て交流ができるツールだと認識することができまし
た。
　そして分科会です。（有）ゑびすの佐藤勝郎さん、
もう1人がビーネットホールディングス（株）の伊藤
俊明さんの報告でした。お2人ともに本業に関連付け
てそれぞれに事業の拡大をされているとのことでし
た。私も1つのことにとらわれることなく事業を展開
していきたいと思いました。
　2日目は議案の採択、特別報告、特別講演とオプショ
ナルツアーです。「ポストコロナと中小企業の果たす
役割」をテーマに京都橘大学教授・京都大学名誉教授 
岡田知弘氏の特別講演でした。日本経済は中小企業で
成り立っているという話でした。
　そして、オプショナルツアーです。私はコザ探訪に

中同協 第 54 回 定時総会 in 沖縄 参加報告
日時：7 月 7 日（木）13：30 〜 18：30 / 8 日（金）9：00 〜 12：00　会場：沖縄コンベンションセンター他

第５分科会　テーマ：事業領域の見直し ～本業の可能性を深める～　

　　　　　　 報告者：（有）ゑびす　代表取締役　佐藤　勝郎氏（宮城同友会　支部理事）

　　　　　　　　　　 ビーネットホールディングス（株）　代表取締役　伊藤　俊明氏（宮城同友会　県理事）



福井  義憲  会員（長崎出島支部）

今般、行政書士の資格取得・登録する事になりました。これによ

り遺言書作成支援も可能となり、相続対策（争続、節税、納税資金、

認知症）をトータル的に支援出来るようになりました。

ＵＲＬ：https://kazokusinntaku.com

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

ぶっとびの長文広告。

ネット広告に携わる方々からすると “分かってない” と笑われるかもしれま
せんね。そんな長文、誰も見ないと・・。

相続対策に家族信託を活用する認識がない方に、関心を持って頂く為の
セールスコピーを作りました。ＬＰ（ランデングページ）とセールス動画を
使って発信。セールス動画はパワーポイントを活用し、Youtube広告にチャ
レンジします。ＬＰは動画の原稿ともなるもので、文書量からすると40分ぐ
らいの動画となりそうです。ＬＰは右記ＵＲＬで公開中ですが、セールス動
画は盆休みの間に完成させ公開します。宜しかったら見てください。
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りと向き合い、事務局内ではリーダーシップを発揮し
ベクトルを合わせ、会のことはもちろん事務局内の
様々な改革に取り組まれてきたことに頭が下がりまし
た。会員の皆さんの経営課題もそうですが、事務局に
求められる課題も年々増加しかつ複雑化しています。
しかし、そこから逃げる訳にはいきません。チャレン
ジしなければ何も解決はしませんし自己の成長もあり
ません。また、時代の変化に合わせた考え方が必要で
す。頭ではわかっているものの、自分が経験してきた
所謂昭和的な考え方でいたことを反省しました。
　今回強く印象に残ったのは、2日目特別講演の前に
開催された沖縄のスーパーバスガイドと称されている
崎原　真弓氏による「平和でなければ中小企業の繁栄
はありえない」と題した特別報告でした。
　崎原氏は2013年にNHK「プロフェッショナル～仕
事の流儀」に出演、2017年に自ら観光バス会社を立
ち上げられ、バスガイドのみならず社会貢献活動や講
演活動等々でご活躍されているそうです。
　おばあに扮し、じっくりと語られた沖縄戦の悲劇は
まさに魂の叫びで多くの方が涙ぐんでいました。世界
を見るとウクライナ侵攻は続いていますが、現代の日
本の平和の尊さを本当に痛感しました。
　この二日間、改めて同友会と全国大会の素晴らしさ、
またリアル開催の有難さを実感いたしました。定時総
会後の中同協幹事会も含め、今回も貴重な機会をいた
だきましたことに感謝申し上げます。

事務局長　山田　幸司

　3年ぶりのリアル開催となった今回の定時総会、沖
縄での開催ということもあり、その熱気は何とも言い
難いものがありました。本土復帰50年、そしてまた
沖縄同友会創立35周年という大きな節目ということ
もあったかと思います。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、全体での懇親
会が中止になったのはたいへん残念でしたが、各々沖
縄の夜を満喫されたのではないでしょうか。
　メイン会場は宜野湾の沖縄コンベンションセン
ター、分科会会場はその周辺の2つのホテルと那覇の
ホテルという分散型で、長崎全研を思い出しました。
沖縄同友会の皆さんも設営がたいへんだったと思いま
す。
　私は、大きなテーマが「事務局体制の強化・安定」
という第16分科会に参加させていただきました。「代
表理事と事務局長は膝詰めで話そう」　2017年度代表
理事に就任された井上氏は、当時32歳で事務局長に
就任された秋山氏にこの言葉を贈られたそうです。
　静岡同友会の会勢は1,055名、事務局は正局員5名、
パート1名。勤続14年の秋山氏をはじめ7年、5年（2名）、
今春入局と比較的若い方で構成されています。（パー
トさんは勤続10年）
　秋山氏が代表理事はじめ代表役員の皆さんとしっか

第16分科会　テーマ：「入ってよかった ! 続けてよかった !」と実感できる事務局づくり

　　　　　　　　　　 ～同友会運動を通して実感した誇りと生きがい～　

　　　　　　 報告者：ワシロック工業（株）　代表取締役　井上　斉氏（静岡同友会　代表理事）

　　　　　　　　　　 静岡県中小企業家同友会　事務局長・理事　秋山　啓希氏
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インターンシップとは」というテーマでのグループ
ディスカッションで深めていきました。
　大学生にスポットを当てたインターンシップだから
こそ就職の色が強いものになる、小中学生など低年齢
層から「はたらくとは？」と地域産業を知ってもらう
機会を増やすなど、長崎での取り組みの棚卸と今後の
活動におけるヒントをいただくことができました。結
果的には、何のためのインターンシップかはっきりと
目的を持ち同時に会内だけでなく学校、地域ともその
目的を共有する、地域に若者を残す社会教育活動であ
る、人を生かす経営4委員会の連携が大事、という意
見が多くインターンシップを含めた産学の連携は地域
にとって必要な活動であり活性化させていかなければ
ならないと再認識させていただきました。
　長崎同友会の共同求人委員会活動はようやく少しず
つ実を結び、新たな芽も育ってきました。点の活動を
線にし、その線が地域という面になり、面での活動が
できるようまた会員の皆さんと知恵を出し合い実践し
ていきたいと思います。

事務局次長　峰　圭太

　中同協が2004年に作成、2018年に改定した「私た
ちの考えるインターンシップ 中小企業の魅力広げ 教
育・求人の一環として」には、インターンシップに取
り組む意義として①学生（生徒）②学校③企業④地域
⑤同友会、と5つの対象に対してまとめられています。
これはインターンシップ自体を大きな社会教育運動と
位置付けて取り組んできた同友会としての経験の蓄積
でもあります。
　2022年6月、「採用と大学教育の未来に関する産学
協議会」が「産学協働による学生のキャリア形成支援
活動（4類型）の推進」を打ち出しました。これはイ
ンターンシップを採用活動に活用できるようにする、
という考えを含むため、今回の臨時委員会ではイン
ターンシップに関する考え方をあらためて整理すると
いう目的を持っていました。
　冒頭4類型の動画説明を視聴、その後東京、愛知、
宮崎から各々事例報告をいただき、「同友会の目指す

てもらえ、彼の知識技能の高さと親しみのある人柄で、
他の社員の目標となる存在になってくれました。

【身体障がい者の雇用　ハローワークからの紹介】

　IT系に強い特性を生かしてもらいインターネット
等による販路拡大に貢献してくれています。

【知的障がい者の雇用　島原特別支援学校実習生】

　その人の特性を個性として受け入れて許容し対応す
ると、例えば、彼は後輩が職場実習に来るとモチベー

【人手不足の対応をしていたら、結果】

　「人手不足の対応をしてい
たら、結果それがダイバーシ
ティ経営でした」という報告
者の飯田さんには、先入観や
偏見なしに人を受け入れる姿
勢と度量、それに人柄の良さ
がありました。内容と成果は
次の通りです。

【外国人技能実習生の受け入れ】

　まずは受け入れてみて、その後その人たちの文化、
宗教等を理解し対応をしていくことで、結果「雇用条
件通知書」等整備を進め、今までの社員への処遇も明
確になり、働きやすい職場に変化していきました。

【高齢者の雇用　農家のOB】

　体力に合わせたシフトを組むことで、無理なく働い

日時：7月 20 日（水）14：00 ～17：00　会場：Web

日時：7月 6 日（水）18：00 〜 20：30　会場：サンプリエール・ 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：50 名（会員 42 名（うちWeb16 名）、ゲスト7 名（うちWeb1名）、事務局1名）

中同協 臨時共同求人委員会 参加報告

第 17 回 ダイバーシティ委員会例会 開催報告



12

【参加者の反応　アンケート33名回答から抜粋】

〇人材不足にはダイバーシティ経営は有効   24名
〇対応をしていくことで働きやすい職場になる  17名
〇障がい者を雇用するハードルが低くなった  10名 
などの回答があり、気づきの多い例会でした。

（文責　長崎出島支部　綾部　哲也）

ションが上がることや、外国人の社員とよく話をする
など、社員間の和やかさにも貢献してくれています。

【飯田さんが、心がけたことは、】

·一律ではなく「適材適所」を考え実行すること。
·社員の特性を許容していく会社風土をつくること。
·経営環境が変化していくのに対して、自分たちも変

化できる職場環境づくりを進めること等

・島原…会員7名、企業訪問10社、復会1名
・佐世保…（昼の部）会員14名、ゲスト8名、入会1名、
　　　　　復会1名／（夜の部）7月例会
・北松浦…会員の知り合いなどに入会を打診する活動
・五島…委員長を中心に退会者等に複数の声掛け

【第１クール結果】

・最優秀支部賞…10名：長崎浦上支部（4月～ 7月理
事会までで4名。仲間づくりの日5名、例会時1名）

・最優秀スポンサー賞…7名：長崎浦上支部／和田栄
代美会員（4月～ 7月理事会まで2名、仲間づくり
の日5名）

（文責　事務局　峰　圭太）

　2022年度、第1回県下一斉仲間づくりの日は下記の
ように、各支部趣向をこらし開催されました。
　仲間づくり委員会では、中同協の「組織強化・会員
増強の手引き」の輪読を行い、なぜ仲間づくりが必要
なのか、ということを一から学び合っています。地域
に同じ理念を共有する仲間が増えることによって地域
がよくなります。地域の中で経済活動を営む会員企業
にとって、地域がよくなることは雇用も含め、自社経
営にとっても好影響となります。「仲間づくりは自社
のため、そして毎日が仲間づくり」。引き続き会員皆
様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

・長崎浦上…昼の部　会員18名／夜の部　会員19名
　　　　　　ゲスト5名、入会5名
・長崎出島…ランチ会　会員8名　ゲスト1名
　　　　　　入会4名
・大村…拠点から企業訪問　会員5名、企業訪問1社
・諫早…7月例会充当　会員39名、ゲスト16名、
　　　　入会4名

日時：7月 22 日（金）

第１回 県下一斉仲間づくりの日 開催報告

長
崎
新
聞  

7
月
11
日  

島
原
支
部  

池
田  

知
謙
会
員

長崎新聞　7 月 15 日  島原支部  横田  耕詞 会員会
員
活
躍
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長崎新聞　7 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　7 月 21 日  長崎出島支部  樋口  拓海 会員

（上）長崎新聞　7 月 10 日
（下）長崎新聞　7 月 14 日

長崎浦上支部  岡村  雅彦 会員

長崎新聞　7 月 30 日  大村支部  時  忠之 会員、中川  有二 会員
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独立しなさい」と独立するかどうかの悩みを切り出す
前に言われ、即決。すでに2級に合格していたこともあ
り、アパレルの会社を退職、2017年9月に開業しました。
2018年3月には無事1級にも合格。長崎で初、唯一の「公
認似顔絵師」の誕生です。

【楽しむこと】

　もともと対面で描かないスタイルはコロナ禍におい
て重宝され、メディアにも取り上げられるとラジオや
SNSでも波及、家族のイベント、誕生日などニーズも増
えてきました。ご縁がご縁を呼び、依頼も順調に伸びて
きています。そこで、他の似顔絵師と差別化を図るた
め、日中は「営業マン：末次 司」がいろいろな方とお会
いし、あらゆる可能性を探しています。ノベルティとし
ての活用、メタバースにおける似顔絵の3D化など、自
分のアートを似顔絵だけにとどめず、どう活用し付加価
値を高める提案ができるか。可能性という山を登りなが
ら道中出会う“いいアクシデント”に興味を持って寄り
道し、価値あるアートを想像していく。市場を先にとる
ためクリエイティブな発想を持ちあそびに価値を持たせ、
周りとの化学反応を楽しむ。そこには「アーティスト：
TANO」がいます。「TANO」、それは「楽しく描くこと」

「楽しく笑顔になってもらうこと」「人生楽しんだもの勝
ち」という末次さんの理念を具現化する姿です。
　30代で土台をつくり、40代で経営の勉強をさらに深め、
50代でよりよい経営者に、と話す末次さん。同友会での
学びとご縁が「末次さん」と「TANOさん」に化学反応
し、新たな成長につながることを心から願います。
　諫早支部会員さんのLINEアカウントのアイコンを
チェックしてみてください。会員さんそっくりのTANO
さん作の似顔絵がきっと皆さんを笑顔にしてくれます。

＜会社情報＞

　似顔絵art -TANO-
　〒851-3212 長崎市長浦町2683-3
　電話：080-1712-9472
　https://nigaoe-art-tano.com

（文責　事務局　峰　圭太）

　今回はピンク色の髪の毛でひと際目立つ、諫早支部　

似顔絵art -TANO-：末次 司会員を訪問しました。

【公認似顔絵師】

　学生時代、JAのガソリンスタンドでアルバイトをして
いた末次さん。タイヤなどの商品をお客様に薦めるため
所長の似顔絵イラストを添えて手書きのチラシを作成し
ていたそうです。チラシは好評でお客様との距離も縮ま
り売り上げも好調、正社員に採用され成績を伸ばしてい
きます。しかし異動により現場を離れることになったた
め、お客様との直接的なコミュニケーション重視の性格
から退職を決意、ご縁があってアパレル業へ飛び込みま
す。忙しい現場や催事に派遣され女性をターゲットとす
る商品の見せ方、カラーバリエーションなど貴重な経験
を積んでいきました。
　ガソリンスタンド勤務時に作成していたチラシをSNS
に投稿し、年に1 ～ 2件、結結婚式のウェルカムボード
の依頼があった末次さん。口コミやSNSで徐々に広がり
を見せていき、イラストの報酬も少しずつ増えてきてい
たときのことです。ウェルカムボードの依頼を受けてい
た島原のお客様から、お身内の急な不幸があり、4人家
族の集合写真がないため、イラストをお願いできないか、
とのご連絡です。納期は翌日。今まで幸せな場面への納
品がほとんど。試行錯誤し徹夜で仕上げると泣いて喜ん
でいただけたそうです。自分の技術で喜んでもらいたい、
お金をいただくからにはプロという意識を持たなければ
ならないという思いが強くなります。
　すぐに行動に移す末次さん。いろいろ調べると「似顔
絵検定協会」の存在を知ります。準1級以上をとると長
崎には1人もいない「公認似顔絵師」にもなることがで
きます。まずは3級に合格し、昇級していきますが、似
顔絵（イラスト）で食べていくことができるのか一抹の
不安も消せません。「最後は占いなんですよ」と笑って
話した末次さんです。佐世保のある高齢の女性にみても
らったところ「あなたは会社で働く人ではない、すぐ

事務局企業訪問 事務局企業訪問 
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支 部 名 長崎浦上支部
氏 名 中

なかがわ

川　哲
て つ や

哉
企 業 名（株）サン・ホールディングス
役 職 名

企 業 住 所
〒850-0036 
長崎市五島町3-3
プレジデント長崎205

T E L 095-832-6165 F A X 095-832-6166

業 種 保険代理業
スポンサー 梶原　由美

＜入      会＞

＜交      代＞

新入会員の皆さんです <７月入会・交代 > （敬称略）

８月理事会  報告

8月4日（木）／同友会事務局4名・Web25名
出席29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3名）

開会あいさつ －片桐佐世保支部長

先月の理事会で話があった複数代表理事制の件ですが、今月の理事
会でも話があると思います。佐世保支部の役員会で学んだことは、
反対の意見が出たら納得してもらうように議論をし、パッと決めな
いようにするということです。この理事会でもそのようにしていた
だけると思います。

仲間づくりについて

１）入会・復会・退会の承認について－小川専務理事
→16名の入会、3名の復会、5名の退会を承認

２）7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－各支部のみなさん、仲間づくりの

日のご協力ありがとうございました。期首より14名の増となっ
ています。理事会の前に代表理事とお話ししたのですが、仲間づ
くり日にこれだけがんばれるのであれば普段からもがんばれるの
ではとの話もありました。島原フォーラムや来年の五島フォーラ
ムに向けてたくさん仲間が増えていくともっと体制がよくなって、
また会としての発言力が増すと思います。今期900名が目標です。
引き続きご協力お願いします。

支 部 名 佐世保支部
氏 名 川

かわはら

原　七
な つ き

月
企 業 名（株）BELFINE beaute
役 職 名 代表取締役

企 業 住 所
〒857-1166
佐世保市木風町1467-2
西田商事ビル301

T E L 080-8455-9714 F A X

業 種 エステサロン

企 業 PR

昨年1月に佐世保に脱毛、ハイフメインのエステサロンをオー
プンし、同年秋に福岡の方に2号店をオープンいたしました。
幅広い年代のお客様に支えていただいております。女性、男
性、キッズ、すべてのお客様に対応したエステサロンです。

スポンサー 原　朱実

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 冨

と み た

田　祐
ゆういち

一
企 業 名（株）西部住宅販売
役 職 名 代表取締役

企 業 住 所 〒852-8116 
長崎市平和町2-8

T E L 095-849-1366 F A X 095-849-5342

業 種 建設業・不動産業
前 会 員 賀川　利男

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 藤

ふじさわ

澤　千
ち え

絵
企 業 名 （株）にんじんネットソリューションズ
役 職 名 代表取締役

企 業 住 所 〒852-8137
長崎市若葉町14-12

T E L 095-865-8655 F A X 095-865-8677

業 種 ＩＴソリューションサービス業

企 業 PR
人が参加するネットワークの構築でお客様のIT関連の問題解
決に貢献する会社として地域の企業様のお役に立てるよう頑
張ります。

スポンサー 宇土　敏郎

支 部 名 大村支部
氏 名 中

なかむら

村　友
ともひさ

久
企 業 名（株）平山組
役 職 名 常務取締役

企 業 住 所 〒856-0826
大村市東三城町8-4

T E L 0957-52-2148 F A X 0957-53-4564

業 種 総合建設業

企 業 PR「ものづくり」はもちろんのことそのための「ひとづくり」
に力を入れ100年続く企業を目差し邁󠄀進します。

スポンサー 小栁　佑香里
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・中村代表理事－仲間づくりの日には各支部趣向を凝らし取り組ん
でいただき、714名と少し安心できる数字になりました。気を抜
くことなく、引き続きがんばって欲しいと思います。また、支部
をまたいでの新入会員の紹介もあり、自支部だけでなく長崎の増
強を考えてくれとてもありがたいことだと思いました。引き続き
経営フォーラムや創立50周年記念式典などゲストを呼ぶ機会もあ
りますので、仲間づくりにつなげていただければと思います。あ
りがとうございました。

（第1クールの結果発表）
・最優秀支部賞…長崎浦上支部
・最優秀スポンサー賞…長崎浦上支部／和田栄代美会員

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。
（Web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。

・Web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
取り組み、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。（「ガイドライン」に則り開
催してください。）

（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 －仲間づくり委員会より「ガイドライン」の変更提案あり、 
　　　　 三役会としては了承

・「懇親会のガイドライン」　→　「飲食時のガイドライン」
（ランチ会等も考慮して）

・「ガイドライン」　③　「懇親会」を削除　→　開催時間
は1時間30分以内

→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
・来賓
・参加目標

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

第1「人生100年時代における企業づくり」－石川善樹氏
第2「経営指針」－江本手袋（株）　江本昌弘氏（香川同友会）
第3「地域活性」－（有）シュシュ　山口成美会員（大村支部）
第4「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　・案内チラシ

今回提案事項

・バスについて
（織田フォーラム実行委員長）
長崎浦上支部・長崎出島支部・五島支部で1台、大村支部・諫早支
部で1台、佐世保支部・北松浦支部で1台のバスの予算を組んでい
ます。各支部で検討ください。

３）九州・沖縄ブロック  青年部合同例会  決算  暫定承認の件－安井
実行委員長
・開催日－2022年5月13日（金）
　出島メッセ長崎・Web（懇親会・サンプリエール）

→決算を暫定承認（1名の会費未納があるため）

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）　ホテルニュー長崎・Web
・動員目標－470名／会場400名（来賓・他県80名、会員320名）

／ Web70名
・会費－8,000円／記念式典・記念講演のみの場合は3,000円／
　Web3,000円
・記念講演講師－山城真一氏（中同協　副会長／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」　同友会での学びで、
　　　　　　　　　 人が輝く未来を創る！
・記念講演要旨
・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
・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
・セレモニーの内容－①来賓祝辞2名　②功労者表彰（歴代代表理

事7名）　③決意表明
・記念映像の内容
・記念祝賀会に関して－余興として「支部別出し物」（登降壇含めて

1支部4分）
・記念植樹－稲佐山・タブノキ
・ダイヤモンドクラブの登壇－記念式典の功労者表彰の際、金子会

長にダイヤモンドクラブについて触れていただく。また、会場前
方にダイヤモンドクラブメンバーの席を設ける。

今回提案事項

①チラシ案
三役会－ゲストの申し込み欄も記載して願いたい
→ゲストの欄を追加して作成すること、また文字等の微調整が入

るため大枠で承認

②記念映像の最後に挿入を考えている　「各支部呼びかけ」　撮影協
力のお願い各支部の動画の内容について支部役員会で協議を依頼。
準備の場面やオフショットや支部としての特色のある動画の撮影
も併せて依頼（使用してトラブルにならないよう要確認）

５）複数代表理事制について－中村代表理事

既決事項 －複数代表理事制を導入

複数代表理事制・副代表理事の増員等について各支部役員会での協
議を依頼

報告・連絡事項

１）7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＞　7月25日（月）19：00 ～ 21：00　
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
⑴　第6次ビジョンについて
⑵　6月例会について。7月以降の例会について

例会での出来事や反省点など情報共有のための流れを
再確認。

⑶　県例会委員会の表彰制度について
半期ごとの会員出席率、延べ会員出席数、返信率につ
いて各支部に周知し例会運営のモチベーションアップ
につなげてほしい。

仲間
づくり

＜委員会開催日＞7月16日（土）19：00 ～　
＜開催場所＞Web・五島支部はサテライト会場
＜報告事項＞

【委員会】
・中同協「組織強化・会員増強の手引き」輪読→感想を共有
・7月22日第1回県下一斉仲間づくりの日の企画、進捗につ
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　いて各支部から報告、情報共有
【第 1 回県下一斉仲間づくりの日】
・長崎浦上…昼の部　会員 18 名／夜の部　会員 19 名　ゲ
スト 5 名、入会 5 名
・長崎出島…ランチ会　会員 8 名　ゲスト 1 名　入会 4 名
・大村…拠点から企業訪問　会員 5 名、企業訪問 1 社
・諫早…7 月例会充当　会員 39 名、ゲスト 16 名、入会 4 名
・島原…会員 7 名、企業訪問 10 社、復会 1 名
・佐世保…（昼の部）会員 14 名、ゲスト 8 名、入会 1 名、復

会 1 名／（夜の部）7 月例会
・北松浦…会員の知り合いなどに入会を打診する活動
・五島…委員長を中心に退会者等に複数の声掛け

【第 1 クール結果】
・最優秀支部賞…10 名：長崎浦上支部（4 月～ 7 月理事会ま

でで 4 名。仲間づくりの日 5 名、例会時 1 名）
・最優秀スポンサー賞…7 名：長崎浦上支部／和田栄代美会

員（4 月～ 7 月理事会まで 2 名、仲間づくりの日 5 名）

経営
労働

＜委員会開催日＞7月29日（金）19：00 ～ 20：45　
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞

《委員会活動》
⑴　今年度の活動方針
⑵　具体的な活動
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：参加者なしで中止
　　　・島原主催：7月は開催延期　№6補講開催予定／
　　　　11名申込　残り3回
　　　　→経営フォーラム活動で時間を割かれている、打ち
　　　　　合わせをする
　　　・小規模事業者向け　8/10 ～開催予定　5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　（6/28開催　平野・永野参加）
　　　・支部委員会開催時は担当県役員に連絡する
　　　　（7/28諫早支部　宇土参加）
2-4　経営者塾の開催（開催目標：10講座）大村①、佐世保①
　　　・基本は各支部開催とする　大村（経営理念作成№2 
　　　　開催）　佐世保（財務勉強会開催）
　　　・全県対策としては県主催を企画した。各支部に案 
　　　　内中

共育

＜委員会開催日＞8月1日（月）19：00 ～ 20：45
＜開催場所＞同友会事務局・Web
＜報告事項＞
・8月9日　19：00 ～　岡山同友会 社員共育大学　Zoom　

委員長山崎、時副委員長出席予定
・8月24日　10：00 ～　第2回 新入社員フォローアップ研

修　シーハットおおむら＋Web

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞7月25日（月）19：00 ～ 21：00　
＜開催場所＞事務局・Web
＜報告事項＞
・特別支援学校実習アンケートについて
・7月例会について
・4委員会語り部への道（素案）・ビジョン（案）　説明と意

見交換
・今後の勉強会と2月開催予定の例会について
・各支部報告

共同
求人

＜委員会開催日＞7月29日（金）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
・長崎総合科学大学との取り組みについて
・各種認証制度勉強会の開催について
・2022年NAGASAKIしごとみらい博について
・中同協　中小企業サミットについて

・中同協  7月20日開催臨時共同求人委員会参加報告（峰次長）
　　　　  9月8日  社員共育・共同求人合同委員会開催予定
・4委員会関連

政策

＜委員会開催日＞「第2回」7月4日（月）18：30 ～ 20：15
＜開催場所＞Web
＜委員会報告＞
・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
＜その他報告＞
・8月3日（水）9：30 ～ 12：00
　【中同協】憲章・条例推進本部合同会議＠Zoomに参加

情報
広報

＜委員会開催日＞7月27日（水）19：00 ～ 20：30　
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌  巻頭・「各界からの提言」・リニューアル
・ホームページのリニューアルもアンケートを準備する
・報道機関との関係強化
・その他・情報交換
・委員会の担当分担と会議の短縮、部会化を検討中

ビジョン

＜委員会開催日＞7月27日（水）19：00 ～ 20：00
＜開催場所＞同友会事務局・Web
＜報告事項＞
人をつなぐ2委員会の各ビジョンを検討し，ビジョン委員会
の意見として確定しました。

（仲間づくり委員会・新ビジョン）
₁　会員数が900名を超えている。
₂　退会率を5％以下にする。
₃　退会率、退会までの期間，ゲストの入会率等のデー

タを把握している。
₄　他の委員会と連携し，同友会の魅力を発信している。

（例会委員会・新ビジョン）
₁　例会での学びを自社の経営に生かすことができる例

会になっている。
₂　自支部会員の経営体験報告が積極的に行われており，

支部内の会員同士の交流が活発に行われている。
₃　例会の平均出席率が40％以上，平均返信率が80％以

上になっている。

人を生か
す経営 4
委員会

＜委員会開催日＞8月3日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞つくば倶楽部・Web
＜報告事項＞
・語り部への道のマトリックスについて協議。マトリック

スの別パターンを作成し、次回の4委員会までに提示。ま
た次回「語り部」の名称について協議する。

・第6次ビジョンについて協議。2案あったものを整理し、
再度提案する。

・2024年度：人を生かす経営全国交流会について、中村代
表理事と宇土実行委員長とで相談し、参加の5名をどのよ
うに選出するか確認する。

・宇土実行委員長と人を生かす経営全国交流会の事務局担
当の峰次長とで実行委員会の組織について検討を始める。

・各委員会（経営労働・共育・ダイバーシティ・共同求人）
の情報共有。

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞7月25日（月）18：00 ～ 19：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・チラシと記念映像の内容を検討しました。

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞ 7月13日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞つくば倶楽部・Web
＜報告事項＞
・青年経営者会の意義を明確にするためにも活動指針の作

成に取り組む



18

・７月6日（水）九州・沖縄ブロック青年部連絡会を開催
　場所：沖縄産業支援センター・Web
・7月27日（水）7月例会を開催
　報告者 佐世保支部 前田忠信会員
　テーマ『天職と出会って～楽しむ営業～』
　場所：佐世保市民活動交流プラザ・Web

２）例会について（更なる充実をめざして）－浦崎例会委員長
第6次ビジョンの策定をしています。そのなかで人をつなぐ2委員
会として仲間づくり委員会との連携が非常によくとれています。会
員数が多い支部の出席率が上がらないのが顕著です。返信率は支部
長・委員長が動いているところは結果が出ています。同友会は自主
ではありますが、数字を追うためにもしかけが必要だと思います。
諫早支部では自主返信率にこだわり、返信率が70％を超えています。
佐世保支部は人数が多いため、声をかけてカバーしています。また、
各支部例会の良かった点・悪かった点を県例会委員会で共有・協議
しています。同じミスを起こさないようによい例会をつくっていた
だければと思います。納涼例会が8月にあると思いますが、各支部
気を付けて取り組んでください。また例会委員会からの表彰制度も
あります。各支部ぜひ取り組んでください。

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（人をつなぐ2委員会）

例会委員会では議題・課題が多くあり盛んに話をしてもらってい
ます。例会の出席者名簿を作成したらどうだろうかなど来やすい
例会づくりに取り組んでもらっています。仲間づくり委員会では
五島での委員会開催を予定していましたが、残念ながら開催でき
ませんでした。しかし五島にサテライト会場をつくることができ
ました。今度は北松浦での開催ということです。また来年2月の
仲間づくりの日の準備すすめています。各支部の会場の懇親会の
終了時間を把握し、スタートの時間を検討、詳細を詰めています。
どうぞよろしくお願いします。

・金田副代表理事－経営労働・共育・ダイバーシティ・共同求人（人
を生かす経営4委員会）
昨日4委員会があり、同友会のよさをどう伝えるかと、語り部プ
ロジェクトとしてマトリックス表の作成に取り組んでいます。委
員会では原点に立ち返り議論を重ねました。第6次ビジョンにつ
いてもどのような姿を目指すのか協議しました。2024年人を生か
す経営全国交流会の長崎開催に伴い、今年開催の徳島への参加の
5名をどうするかと話をしています。また宇土実行委員長のもと
実行委員会の組織づくりもすすめていきます。4委員会では原点
に戻ろうということで『人を生かす経営』の読み合わせをし、会
員に伝えていこうと取り組んでいます。

・江口副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
先月はビジョン委員会と情報広報委員会は青年経営者会例会と重
複したため欠席でした。ビジョン委員会では佐藤委員長の委員会
の進め方にいつも勉強させてもらっています。情報広報員会では

田浦委員長を中心にアンケートの実施に積極的に取り組んでいた
だいています。政策委員会も時委員長に一生懸命に取り組んでい
ただいています。私もがんばります。

４）中同協行事の「開催日程」と「参加報告」について
・第54回　定時総会（沖縄）参加報告

（金井実行委員長）
社員を信用して社員に任せるという分科会でした。まだまだ本気が
足りないと学びました。人から馬鹿だと言われるくらい人を信用し、
倒産の危機から会社を立て直すといった報告でしたが、もっと深い
ことを考えないと立派な経営者にはなれないと感じました。

（宮﨑青年経営者会会長）
分科会では本音・本気で語り合おうとありましたが、1日目に分科
会が終わった後に青年部で話をしました。分科会では自身がグルー
プ長をしたのですが、何点だったかと尋ねられました。そしてもっ
とこうしたほうがいいのではと分科会の後も熱く討論しました。ま
た県によっての違いも学ぶことができました。また沖縄には前日入
りしましたが、中同協青年部連絡会の石川代表らなどと他県の方と
交流し、交流が学びになると感じました。

５）その他・質疑応答・情報交換等
（廣谷諫早支部長）
諫早支部の自主返信率の件ですが、以前は支部長と仲間づくり委
員長が声をかけ100％を達成していました。しかし果たして本当の
100％なのかと話があり、自主返信に取り組むことにしました。例
会の案内が出たら本多副支部長が未回答者に毎日しつこくメールを
発信しています。発信し続けるとやはり自分で返信するようになり
ました。今、返信率が80％近くになっていますので、これを続けて
いきます。やはり経営者なので自分で返信するのが当たり前だと思
います。

閉会あいさつ －田中副代表理事

今、濃厚接触者ということで隔離中です。先週東京に行きましたら、
コロナに慣れ過ぎているようで夜の街も人が多く怖いと感じました。
慣れは怖いのでできる限りの対策をと思っています。症状がないた
め病院に検査に行けません。検査のしようがないのでずっと隔離と
なっています。やはりかからないのが一番だと思います。ただ経済
を止めないということも重要なことです。今後の同友会活動もいろ
んな付き合い方が肝になるのでハイブリッド形式など何かあった時
の備えが大事です。私も自宅にたまたまパソコンの準備があったの
で2 ～ 3日会社に行かなくても仕事ができています。そうした備え
をしながら同友会活動を止めないよう取り組んでいただければと思
います。

※次回開催予定　9月1日（木）19時　つくば倶楽部・Web

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

会　員　数（８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 108 107 110 85 74 158 33 20 695

退 会 者（敬称略）

会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月
岩 永　 孝 照 （株）さつき 長崎出島 2019年12月
竹 中　 清 也 （株）竹中建築設計事務所 大 村 2014年  6月
井 手　 誠 博 行政書士  井手法務事務所 佐 世 保 2014年12月
小 川 　 彩 （株）ひなた 佐 世 保 2018年  4月
福 田　 裕 大 （株）オートピア 佐 世 保 2018年1月復会・交代

末次  司 会員（諫早支部）

新住所：〒851-3212 長崎市長浦町2683-3

●企業住所等変更

山本 恵美代 会員（長崎出島支部）

新企業名：（株）オールアシスト



9 月
長崎浦上

青年経営者会 誰が為にビジョンは在る

同友会での学びを生かして当期は前期から売り上げを3倍、経常利益
348倍を達成した迎会員。経営者として何をするか、何を呼び起こす
か、そして明日から何をするか、について熱く語っていただきます。

場所：長崎新聞文化ホール アストピア・Web

長崎出島

2023年から始まるインボイス制度。中小企業にどのような
対応が求められるのか、詳しい概要説明を学び、どのように
対応すべきかを議論します。

場所：ホテルニュー長崎・Web

北松浦

※鋭意調整中

場所：松浦シティホテル

五島

場所：福江総合福祉保健センター（予定）

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！

調整中

大村 諫早

同友会経営指針作成セミナーを受講された、2名に経営指針をつく
ることの大切さを報告していただきます。

場所：つくば倶楽部

島原

経営体験報告（同友会での学びの実践）、同友会の歴史、経営
フォーラムin島原に向けてラストスパートの島原支部で代表理事の
熱い報告をいただきます。

場所：HOTELシーサイド島原・Web

佐世保

※鋭意調整中

場所：アルカスSASEBO・Web

（株）南九州みかど 代表取締役

迎 敦雄氏（宮崎同友会）
9月20日（火） 18：00～

※鋭意調整中

5Sから私が目指す将来の夢

場所：パークベルズ大村・Web

幼少期より5S( 整理・整頓・清掃・清潔・躾）を学び、実践を積み
みました。2016 年に起業、『片付く仕組み』を 400 以上の部屋に
作り上げてきた実績と今後の夢を報告いただきます。

菅会員：価格競争をしない顧客創造で販路開拓～顧客の声に耳を傾け新商品発掘～
張本会員：60周年の節目に経営指針セミナーで気づいたこと

※鋭意調整中

（特非）ハッピーワーク 理事長

末次 精一会員（佐世保支部）
9月16日（金） 19：00～

※鋭意調整中

参加
無料

Web
OK！

他支部
参加OK

濵村俊介税理士事務所 所長

濵村 俊介会員（大村支部）
9月22日（木） 18：30～

整理収納サービス きれいなおへや 代表者

金原 結納会員（大村支部）
9月14日（水） 18：30～

（有）自然館 代表取締役 菅 隆信会員
（株）張本創研 代表取締役 張本 洋二会員

9月21日（水） 18：30～

（有）エス・ケイ・フーズ 取締役

中村 こずえ会員（長崎出島支部）
9月20日（火） 18：30～

※鋭意調整中

※鋭意調整中
9月21日（水） 18：30～

※鋭意調整中

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（大村支部）

9月22日（木） 18：30～



9.10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

諫早支部 人を生かす経営４委員会より経営者塾、第1回のご案内です。
今話題のインボイス制度についての勉強会を開催致します。
これからの経営には大切なお話だと思います。
是非この機会に学ばれてください。
講師に諫早支部会員企業の税理士法人ネクスト・プラス代表社員税理士
東大智氏 ・株式会社マネーフォワード事業推進本部小高将氏をお招
きし開催致します。

2023年 10 月 1 日から消費税について適格請求書等保存方式（インボイス

制度）が導入され、インボイスの保存がなければ原則として仕入税額控除
ができなくなります。

仕入額控除に大きく関係するインボイス制度は、売り手、買い手双方が正
しく理解を深め、早めに準備を進めていく必要があります。

また、インボイス制度導入後は、経理処理が煩雑になることが予想されま
す。これを機に「紙」文化を脱却し、改正電子帳簿保存法への対応と並行
して文書のデジタル化を進めることは、継続的な企業成長にもつながるは
ずです。

では、どのような準備作業と期間が必要なのでしょうか？また、手間を削
減しつつ、デジタル化によって業務効率を上げるためにはどうすればよい
のでしょうか？

そもそも「インボイス制度」ってなに？今までと何が変わるの？影響を受け
るのはどんな人？など様々な疑問があると思います。
変わる経理業務と『デジタル対応』のポイントを徹底解説します！


