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大村支部　德田　義彦

　3年ぶりに大村支部主催となりました伝統ある三支
部合同例会。今年は大村支部にとっても35周年の節
目の年です。
　長崎が創業の地であり、創業60周年を迎えた（株）
リンガーハットの佐々野氏の経営体験報告です。 報
告の前半は「コロナ禍の時期にどう対応したか？」で
した。
　創業以来の大赤字を出すことになりましたが経営者
として取り組んだことは、1.固定費の削減、2.資金確保、
3.社員の不安を取り除くための社長からのメッセージ
の3つでした。
　特に固定費の削減では128店舗の閉鎖は大変な苦労、
経営者としては苦渋の決断だったそうです。店舗閉鎖
に限らず、何を辞め、何を残すかは関係者と議論する
ものの、最後の決断と責任は社長がしなければならな
いことに経営者の覚悟を感じました。
　環境変化に対応するためにリンガーハットの様々な
打ち手をご紹介していただきました。席数を少なくし
たコロナ対応のモデル店舗づくり、テイクアウト専用

商品をつくり中食需要への対応、小売業向け商品の提
供による外販事業の強化とそれに伴う工場の生産能
力拡大。そして同友会でも取り組んでいるDXとダイ
バーシティの事例では明確な達成時期、数値目標、そ
れを導入することで将来がどうなるかの将来ビジョン
を示すことが大事だと感じました。
　最後に紹介があった佐々野氏の好きな言葉、「不撓
不屈」。このような先行き不透明な時代だからこそ困
難に立ち向かい、強い心を持ってくじけないことが最
も大事であると学びました。
　参加会員にとって大変学び多き例会でした。

県央三支部（大村・諫早・島原）合同例会 開催報告！
日時：6 月16 日（木）18：30 〜 20：50　会場：ホテルフラッグス諫早・Web

テーマ：リンガーハットの戦力〜環境変化にどう対応したか ? 今後どう対応していくのか？〜

報告者：（株）リンガーハット　代表取締役社長兼CEO　佐々野  諸延氏

出席者数：109名（大村支部 38 名（うちweb6名）、諫早支部 32 名（うちweb1名）、島原支部 24 名（うちweb4名）、

　　　　　ゲスト 6名、他支部 7名（うちweb3名）、事務局 2名 )
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諫早支部　津田　豊美

　私は、「リンガーハット」と聞けば、夜中に島原か
ら諫早バイパス店まで車を走らせ、月に何度も食べに
行っていた〇十年前を思い出します。
　リンガーハットは1962年創業で、私が生まれた年と
一緒です。人生と重ね合わせながら、お話を拝聴でき
学び多き時間となりました。ありがとうございました。
　人生も経営も想定外のことが起こるものです。環境
の変化に対応し、乗り越えて幸せになるためには、生
きる力を持ち続け強化していくことなのだと思いまし
た。
　佐々野氏の言葉で特に心に刺さったものは、「感謝
と挑戦」「絶対生き残る」「不撓不屈の強い信念」この3
つです。
　これらを具体化して周囲に浸透させ、現場の声を聞
き、小さな改善策でも採用し、すぐ実行できる環境が
備わっているリンガーハットは、素晴らしいなと感じ
ました。佐々野氏は質疑応答で、このような会社の体
質は、創業者で名誉会長の米濵氏から受け継がれ培

われたものであり、言わ
れ続けたのは「先を見る
こと」部長になったら1
年先、執行役員は3年先、
取締役は5年先、社長は
10年先を見る。5月と12
月に経営合宿で中期的な

ディスカッションを行い、毎週月曜日に役員会を実施
し、課題と対策、実行までのプロセスを決める。そし
て、年に1回、方針発表会で「今後のあるべき姿」を
株主の方々などへ伝えていると話されました。
　私にできることは何か考える機会になりました。「で
きることから始めよう」に、「不撓不屈の強い信念」を
プラスして、やるべきことをやり遂げようと思います。
　今後も例会や経営者塾に参加して、学びを深め広げ
ていきたいです。

島原支部　柴田　雅史

　はじめに大村支部髙瀬支部長の挨拶があり、リン
ガーハットグループの会社紹介動画が放映された後、

（株）リンガーハット代表取締役社長兼CEO 佐々野 諸
延氏により経営体験報告をいただきました。報告の中
では過去最大の危機に直面し、経営効率の改善に向け
ての取り組みとして、資金確保・社員を安心させるた
めの対応・新たな店舗づくり等スピード感ある対策で
環境の変化に柔軟に対応され経営効率化の実現に向け
たリーダーの覚悟を感じました。また今後の取り組み
としてDX推進や自社の強みを生かしたブランド戦略、
店舗従業員主体で行われている月例会の充実、「全員
参加で永続する企業体質をつくろう」とさまざな取り
組みを社内外でされており、成長路線に戻るため、常
にビジョンを描いて挑まれている姿はとても印象的で
した。
　気さくな佐々野氏の不撓不屈の精神と会社への想い
あふれる素晴らしい報告に多くの学びを得ました。
　グループディスカッションは各テーブル時間が短い
中よくまとめられて発表されました。その内容に佐々
野氏が感心されており社内に取り入れたいと仰られて

おりました。
　謝辞は島原支部 
中山支部長の熱い
思いが伝わる素晴
らしいものでした。
懇 親 会では経 営
フォーラムのキャ

ラバンの時間を設けていただき、織田実行委員長の熱
い想いに会場のボルテージも上がり、島原支部中山支
部長の熱い挨拶でさらに加熱し、分科会の説明もあり、
内容が充実したキャラバンになりました。改めて大村・
諫早・島原の強い絆で結ばれていることを再認識した
素晴らしい例会でした。



　日頃より格別のお引き立てを賜り、厚く御
礼申しあげます。　

　まずは、2020年10月の新銀行発足にあた
りましては、地域のお客さまをはじめ、すべ
ての関係者の皆様に多大なるご支援を賜り、
改めて厚く御礼申しあげます。おかげさまで、
親和銀行と十八銀行の合併、両行の事務シス
テム統合、そして店舗統合といった一連の作
業を前年度までに完遂させることができ、い
よいよ皆さまのためにお役に立つ万全の態勢
が整いました。
　
　当行は、今年度より新しい中期経営計画を
スタートさせました。長期ビジョンとして「顧
客満足度No.１銀行」を掲げ、十八親和銀行
のシンボルマークである「J」と「S」に込めた「４
つのJS」に取り組むことにより、地域社会の
豊かさや地域経済の発展に貢献することで、
当行も持続的に成長していく、好循環サイク
ルを創出してまいります。

　『４つのJS』とは、地域社会の発展に貢献す
る「地元サポート」、事業者のみなさまの本業
を支援する「事業サポート」、個人の皆さまの
豊かな生活を実現する「人生サポート」、従業
員が生き生きと働くための「従業員サポート」
であり、すべてのステークホルダーの皆さまに
貢献できる取り組みを行ってまいります。

　十八親和銀行は、合併前に比べて、長崎県
内においてより多くのお客さまとお取引をい
ただいており、当行が地元において果たすべ
き責務は、より大きなものとなったと認識し
ております。我々の行動が、本当にお客さま
のためになっているのか、いま一度見直した
うえで、今だけでなく、お客さまがどうあり
たいのかといった将来の姿も含めて考える
ゴールベース型の営業を実践し、これまで以
上の行動力とふくおかフィナンシャルグルー
プの総合力を活かし、皆さまのために全力で
取り組んでまいります。
　
　会員の皆さまに対しましても、事業拡大の
ためのビジネスマッチングやM&A情報の提
供や、経営計画策定や事業承継などに対する
コンサルティング、業務の効率化等を図るた
めのデジタル化サポート、持続可能な事業継
続のためのSDGs導入支援サポートなどの「事
業サポート」、人生100年時代を豊かに生活
できるよう長期的な資産形成のお手伝いを行
う「人生サポート」、また、会員の皆さま並び
に当行の地元である長崎の賑わいへ貢献する
「地元サポート」などに全力で取り組んでまい
ります。
　引き続きご支援とご愛顧を賜りますようよ
ろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、会員の皆さまの一層
のご繁栄をお祈りいたします。

「顧客満足度No.１銀行」
を目指して

プロフィール
1965 年 10 月 27 日生
1989 年３月 一橋大学経済学部卒業
1989 年４月 株式会社親和銀行入行
2018 年４月 同 長崎営業部長
2020 年４月 同 執行役員 営業推進部長
 株式会社十八銀行 執行役員 営業統括部長
2020 年 10月 株式会社十八親和銀行
 執行役員 営業推進部長

2022 年４月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
 執行役員
 株式会社十八親和銀行 
 取締役頭取（代表取締役）（現任）
2022 年６月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
 取締役執行役員（現任）

各界からの提言

山川  信彦株式会社十八親和銀行 取締役頭取
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　その後、中村代表理事よりお祝いの言葉をいただき、
乾杯のご発声で懇親会が始まりました。懇親会では、
久しぶりにお会いする会員の方も多く、会話が弾み、
皆さん楽しい一時を過ごすことができたことと思いま
す。
　最後は全員で記念撮影を行い、参加された皆さんの
記念に残る例会となりました。

（文責　吉川　裕也）

　長崎ロイヤルチェスターホテルにて慶祝例会が開催
されました。昨年同様、ホテルに神主様をお招きして
清祓いをしていただき、懇親会会場へと移動しました。
　今年度の慶祝対象者は古稀が辻原隆さん、還暦が伊
藤浩義さんと橋本剛さん、厄入りが吉川裕也さんの4
名でした。スローガン唱和の後、慶祝対象者から現在
の想いや同友会に対する想いなど一言ずついただき、
同友会の歴史や現在と過去の違いなどを少し垣間見る
ことができました。

ん）計6名の方々のお祝いとなりました。
　祝賀会に先立ち、伊勢宮にて清祓いの儀がとりおこ
なわれました。集合時間になっても全員が揃わず、か
なり焦りましたが、伊勢宮様にもご協力いただき何と
か無事に挙行することができました。
　その後、ホテルニュー長崎に場所を移し開催された
祝賀会では、中村代表理事の祝辞、本多支部長の記念
品贈呈に続き、慶祝対象者の方々より「同友会に入会
して、今、改めて思うこと」というテーマでご挨拶を
いただきました。特に1982年ご入会、会歴40年の伊

　慶祝例会が開催されました。本年度は卒寿1名（伊
藤弘二さん）、還暦1名（下釜寿彦さん）、厄入4名（太
田隆晴さん・髙橋千里さん・山本要輔さん・分部高さ

長崎浦上支部 例会報告
日 時 6 月 21日（火）18：00 ～ 20：30
会 場 長崎ロイヤルチェスターホテル・Web
内 容 慶祝例会

出席者数 42名（会員36名（うちWeb2名）、ゲスト1名、
他支部3名、事務局2名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 6 月 23 日（木）18：30 ～ 20：30
会 場 ホテルニュー長崎  中国料理  桃林
内 容 慶祝例会
出席者数 46名（会員43名、他支部3名）



5

所づくり」など具体的な目標を持たれてます。
　また、仕事の合間に学校で命の授業や企業でマネー
教育等のボランティアを数多く実施されており、子育
てをしながら転職からわずか一年半で日本一に輝かれ
たバイタリティーを感じる報告でした。
　ディスカッションでは「あなたが思う付加価値は」
というテーマでゲストも交えて盛んな意見交換が行わ
れていました。グループ発表にも多くの手が上がり多
くの感想、学びが発表されました。
　会員及びゲストの皆さんの経営のヒントとなる例会
になったと感じられました。
　また、もっと話を聞きたかったという意見が多数あ
り佐世保支部例会委員会で座談会形式の報告会が提案
されました。

（文責　平倉　浩）

　野口さんの生い立ちから
看護師時代の逆境を乗り越
えてきた信念は野口さんが
発した「できるかできない
かではなくやるかやらない
か‼」という言葉からも
感じられました。
　ただ、看護師ではできる
ことが限られていると痛感
され、今まで以上に人に寄
り添える仕事に携わりたい

との思いで保険会社に転職されました。
　その背景には、東日本大震災に関わる保険金給付の
話やそのエピソードを語ってくださった方とのご縁に
よるものと思います。
　ご縁を大事にされる野口さんは、私の付加価値につ
いて「人と人とのご縁を繋ぐ大切さ」「人のためにどう
生きれるか」とプロとしてのこだわりは、経営理念に
繋がるものかと思えました。
　同友会の活動においても多くの縁と繋がりを持た
れ、長崎浦上支部、島原支部、佐世保支部と3回目の
報告となり多くの学びを与えると共にご自身も同友会
活動のなかで学び成長を感じられています。
　最後にビジョンを報告され「これからも子供たちが
楽しみをもって生きることのできる環境づくり」や「子
供たちが目指す大人になること」「女性が活躍できる場

す。ありがとうございました。
（文責　平瀬　哲也）

藤さんのお話は、自社の企業理念を同友会の仲間とと
もにつくり上げられるなどどれも含蓄に富むものばか
りで、入会してまだ日の浅い私は、「温故知新」の精
神で先輩の教えを大切に受け継いでいかなければなら
ないと身が引き締まった思いでした。
　その後、田中副代表理事の乾杯で祝宴がスタートし、
和やかな雰囲気の中、慶祝対象者の方々を囲み親睦を
深めました。締めは伊藤さんとも長きにわたり苦楽を
ともにされたダイヤモンドクラブの泉健彦さんよりご
挨拶をいただき、盛会のうちに終了しました。
　最後になりますが、慶祝対象者の方々のご健康と幸
多き一年になりますことを心よりお祈り申し上げま

佐世保支部 例会報告
日 時 6 月 24 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web
テ ー マ 私が思うプロフェッショナルとは

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 73名（会員35 名（うちWeb3 名）、ゲスト
36名（うちWeb7名）、他支部1名、事務局1名）
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という言葉が忘れられないそうです。
　同友会では積極的に役を引き受け、今では長崎出島
支部長として、止まることなく前へ進み続けておられ
ます。
　当日は悪天候で船が欠航するというアクシデントが
あり、急遽Webでの報告となりましたが、Webでも
本多さんの優しさや人柄が五島支部へ伝わり、柔らか
い雰囲気に包まれるそんな例会でした。

（文責　宮田　秀樹）

　大学卒業後営業職ではな
く、土木への道を志望した
本多さんは、お母様の大反
対を押し切り、求人誌を見
て岡崎産業という土木業の
会社へ就職され（岡崎産業
は芸人の博多華丸さんのお
父様が経営されている会社
だったそうです）、昼は仕
事・夜は専門学校へ通うと
いう生活を続けられます。
　住み込みで働き、3年後

長崎のご実家の近所にある土木会社の社長さんから、
お誘いがありその社長さんが元気なうちに事業承継を
とのことで、岡崎産業へ恩返しをしなくてはとの想い
もあるなか、長崎へ帰郷されたそうです。そして社員
さんや作業道具等全てを引き継ぐ形で、27歳の時に
暁建設を立ち上げます。
　資金繰りのため、銀行から融資を受けようと、いく
つかの銀行を回わるものの、事業計画書などの事前準
備ができず、融資を受けることができなかったそうで
す。なんとか融資を受けるも、初めて請け負った仕事
で赤字を出してしまい、受けた融資のほとんどが消え
てしまいます。
　「社員をワクワクさせるような会社にしたい」とい
う想いから、本多さんは誠実に一生懸命、日々の仕事
をこなし、ご家族・社員さん、また周りの人の支えも
あり、様々な会社の危機を乗り越え、2016年目標の
収支に達したことを機に株式会社を設立されます。
　その後さらに会社を安定的に継続するため、また
様々な人から学びたいという思いから同友会へ入会さ
れます。
　今では考えられないですが、入会当初は人前で話す
ことができず、中村こずえ代表理事の「頑張らんね」

北松浦支部 例会報告
６月例会は、急遽中止となりました。

五島支部 例会報告
日 時 6 月 24 日（金）18：30 ～ 21：00
会 場 福江総合福祉保健センター・Web
テ ー マ 学び続けて学んだこと！

報 告 者 暁建設（株）　代表取締役
　本多　邦暁　会員（長崎出島支部）

出席者数 21名（会員7名、ゲスト2名、他支部Web11名、
事務局1名）
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沿って3会場で行いました
が、本年度は感染対策を徹
底し会場を１ヵ所にして開
催しました。宮﨑会長の挨
拶からはじまり、山㟢晃さ
んの乾杯の発声で懇親会が
開始となりました。
　例会では慶祝対象者の方
への記念品の贈呈や7月の

報告者でもあります、佐世保支部の前田さんより概要
のお話をしていただきました。コロナ禍によりなかな
か、懇親会等ができず会員同士で直接話すことが少な
くなってきておりましたが、参加された皆さんの懇親
を深める場となったのではないかと思います。
　青年経営者会は県全体での活動を行っており、7月
は佐世保で開催されます。青年経営者会会員で共に学
び、交流を重ね一致団結し青年経営者会だけでなく、
長崎県を盛り上げていきたいと思います。

 （文責　岩永　貴彦）
　今年は慶祝対象者のうち、髙橋千里さん、分部高さ
んにご参加いただきました。昨年はガイドラインに

素晴らしい報告内容でした。その後のグループ討論で
は役員が率先して本音本気で語り合い自身・自社の成
長のために同友会で学んだことを実践して結果を出す
ことが大切だとまとまりました。
　2日目、第2講では
　「同友会の歴史と理念」～同友会運動の真髄は「学
び合うこと」と「会員増強」～というテーマで中小企
業家同友会全国協議会　顧問　国吉昌晴氏の報告があ
りました。
　中小企業家同友会設立から長い歴史の中、長崎同友
会が1972年11月14日（全国第10番目）にできたと聞
きました。同友会の三つの目的、労使見解など先輩た
ちが学び切磋琢磨してきたことを深く感じ、同友会運
動を止めないためにも会員増強が大切だと学びまし
た。その後のグループ討論では、自分がまずは本音で
語ることが大切だが本音を語り合える仲間をつくるこ
とも重要。学びを持ち帰ることによって支部の発展、
自社の発展に繋がるのではないだろうかとまとまりま
した。2日間ともにまずは本音で語り合うことが大切
という意見が出ました。
　今回リアル開催で懇親会もあり他県の方との新しい
出会いもあり素晴らしい学びに繋がったと感じまし
た。次回は周りの役員・会員の方々を誘って参加した
いと思います。

大村支部　宮﨑　洋輔

　久しぶりのリアル開催での九州・沖縄ブロック役員
研修交流会に参加してまいりました。
　1日目実践提起として
　「コロナ禍を越えて」～ブロック役員研修会で何を学
ぶか？～というテーマで鹿児島同友会　（株）パルコー
ポレーション　上塘裕二代表理事の報告がありました。
　コロナで仕事がゼロになったなか、社員に向き合い
現状を伝え、給料はすべて保証するので社員皆の力を
合わせ、困難を乗り切る覚悟をしたという話をされま
した。金融機関との関係でも月2回は顔を出し自社・
自分を覚えてもらうことや、新しい挑戦では鹿児島同
友会の仲間の力もあり「苔とも」の事業を始められま
した。話の中では並々ならぬ努力をされたことが伝
わってきました。
　次に第1講では
　「『同友会理念を自社で実践』が役員の使命」～愚直
に実践、地域と若者に選ばれる企業に～というテーマ
で大阪同友会　梅南鋼材（株）　堂上勝巳氏の報告が
ありました。
　同友会は「経営者の生き様を学ぶ会」など同友会で
学んだことを愚直に実践され、前年度の新入社員が次
の新社員を教育するなどの仕組みをつくっているなど

日時：5 月 26 日（木）13：00 ～ 20：20、5 月 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」　出席者数：10 名

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

青年経営者会 例会報告
日 時 6 月 29 日（水）19：00 ～ 21：00
会 場 ZAC 長崎中央店
テ ー マ 慶祝例会
出席者数 17名
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います。今回はオンライン（YouTube配信）で全国
から500名を超える参加があったようです。
　冒頭、オンライン特有のトラブルがあり聞きづらいと
ころもありましたが経済産業委員長・中小企業庁・中小
基盤整備機構の皆様よりご挨拶があり続いて慶應義塾
大学経済学部の植田教授より基調講演をいただきまし
た。植田教授からは先ず中小企業の「異質多元性」や
アジアにおける日本の中小企業の役割、地域や伝統、文
化においての中小企業の価値創造や地域課題解決、安
定性の問題提起から始まり、様々な内容のご講演を賜り、
我々の役割と責任の自覚、中小企業経営の人間性と社
会性、新たな市場の創造性など素晴らしいお話でした。
　第2部は会員企業の見本となる3名の方より実践報
告があり、昨年経営フォーラムで記念講演いただいた
東京同友会の橋本さんの実践報告などコロナ禍や以前
の逆境に打ち勝つ同友会の学びの実践をご報告いただ
きました。
　第3部は国会各政党担当者や他団体など多くの外部
の方々よりコメントがあり我々同友会の学びを実践す
る会員に対する世の中の期待度をより感じることがで
きました。長崎でも広くこの同友会運動を展開し地域
を牽引し未来を創る企業に皆さんと共に成長していく
必要性を今回大きく学ぶことができました。ありがと
うございました。

県政策副委員長　安井　忠行

　現在、コロナ禍また、ウクライナ情勢をうけ世界的
な原油高や物不足、また今冬から懸念される食糧危機、
国内においては急激な円安による物価高とコストプッ
シュなど中小企業を取り巻く経営環境は一段と厳しく
影響を多大に受けている業種も多く見受けられます。
皆さんご存知かと思いますが、日本の企業の99.7％は
中小企業で構成されており、国内総雇用の70％以上
はその中小企業が役割を担っている現状です。我々同
友会が実践する人を生かす経営、自主・民主・連帯の
精神はこの時代非常に大きな役割を持っていると日々
考えております。今回は県政策副委員長の立場でこの
中小企業魅力発信月間キックオフ行事に参加させてい
ただきました。
　2010年に閣議決定された「中小企業憲章」では「中
小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役」と
うたわれています。2019年よりその「中小企業憲章」
をもとに中小企業への正しい理解を広く醸成する機会
を国民運動とするために、7月を「中小企業魅力発信
月間」また、7月20日を「中小企業の日」と政府が定
めました。そこからこの同友会として内外へ中小企業・
小規模事業者の魅力や存在意義への理解や素晴らしさ
を広く醸成するためにこのキックオフ行事が行われて

覚悟を学ぶことができました。
　7月が「中小企業魅力発信月間」、7月20日が「中小
企業の日」と制定されたことを受け、長崎同友会でも
昨年度から政策委員会が各支部に呼びかけ、7月の各
支部の例会をできる限り政策をテーマとした企画にし
ていただくようにしました。今年度も複数の支部が行
政とタイアップした企画立案を行い、地域における中
小企業の存在意義を行政と共に考える機会創出を行っ
ています。しかし、学生をはじめとした若者にはまだ
まだ地元企業の魅力が行き届いていない現状もありま
す。政策委員会だけの動きではなく、人を生かす経
営4委員会などと連携しながらさらに中小企業の魅力
をあらゆる方向にアピールし、持続可能な地域づくり
を推進していきたいとあらためて学ばせていただいた
キックオフ行事でした。

事務局次長　峰　圭太

　昨年に引き続きWebでの開催となった本行事、各
政党や団体、行政の方など多方面から中小企業の位置
づけの重要さ、期待感などをお話いただきました。
　同友会からは基調講演の植田教授（慶応義塾大学経
済学部教授）をはじめとして合計4名から実践事例報
告をいただきました。植田教授からは中小企業の役割
と責任・存在意義について深く講演いただき、あらた
めて地域の課題を自社の課題として自覚し、ビジネス
に落とし込んでいく必要性を学ばせていただきまし
た。
　広島の川中さん、東京の橋本さん、愛媛の松田さん
と続く実践事例は時間の関係で足早の報告となりまし
たがコロナ禍に負けない強靭な企業づくりと経営者の

日時：6 月3 日（金）13：00 ～17：00　会場：Web（YouTube ライブ配信）

報告者：第１部：基調講演　慶應義塾大学経済学部　教授　植田  浩史氏

　　　　第２部：実践報告　１．（株）EVENTOS　代表取締役　川中  英章氏（中同協　共同求人委員長）

　　　　　　　　　　　　　２．（株）吉村　代表取締役社長　橋本  久美子氏（東京同友会　代表理事）

　　　　　　　　　　　　　３．（株）平野　代表取締役　松田  泰幸氏（愛媛同友会　理事）

　　　　第３部：国会各政党、中小企業団体・労働団体よりコメント

出席者数：27 名（会員 23 名、会外 3 名、事務局 1 名）

中小企業魅力発信月間キックオフ行事 参加報告
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　長崎での九州・沖縄ブロック青年部合同例会で記念
講演もされ、会社と同友会の不離一体を体現されてい
る方で青年部もより一層素晴らしい会になると感じま
した。
　次に②で第50回兵庫青全交の企画概要等、兵庫の
実行委員長より説明がありました。「圧倒的な発想転
換」を開催地スローガンに20分科会があり、参加費
は23,000円でリアル開催のみなどの説明がありまし
た。
　次に③今後の青全交開催地について説明がありまし
た。2023年が広島、2024年が宮崎、2025年が香川の
順に開催が決定しました。
　長崎も立候補しており誘致するために努力しました
が残念ながら勝ち取ることができませんでした。今後、
誘致するためにはまず県内での青年経営者会の結束を
強め、今回の経験を踏まえ次に繋がるように頑張りた
いと思いました。
　その他で新役員の紹介があり連絡会は終了しまし
た。終了後、他県の方々と意見交換し、リアルであっ
て話すことでより話が弾みお互いにより良い意見がで
たと感じました。現地で参加する大切さを学びました。

青年経営者会　会長　宮﨑　洋輔

　まず、石川代表の挨拶の中で代表に就いてから最後
の中同協青年部連絡会が「最初で最後のリアル開催」
だとお聞きしました。コロナ禍で厳しい運営だったと
感じました。
　次に中同協青年部連絡会　2030VISIONの説明があ
りました。
　われわれ青年経営者で次代に誇れる豊かな世界を創
ろう！
₁．学びを体現する次世代リーダーとして全人格的成

長を遂げよう。
₂．多様性を生かし人と地域が輝く企業をつくろう。
₃．本気本音で関わる仲間を地域に増やし世界とつな

がろう。
　このビジョンをもとに活動していきたいと思いまし
た。
　次に議題1青全交、青年部連絡会について
　まず、①2022年度中同協青年部連絡会の体制につ
いて説明があり、（有）ウメイチの梅田益生氏（岐阜）
が次期代表と決まりました。

日時：6 月4 日（土）12：00 ～13：30　会場：朱鷺メッセ（新潟）・ Web

日時：6 月16 日（木）13：00 〜 20：00／17日（金）9：00 〜12：00　会場：くにびきメッセ・松江テレサ

第 25 回 女性経営者全国交流会 in 島根 参加報告

第 34 回 中同協 青年部連絡会 参加報告

在もコロナ禍の中脱皮され会社を新しい方向に成長さ
せていらっしゃいます。社長になるつもりがなかった
寺島さんは勉強のため同友会に入会し、同友会の女性
部の仲間が色々と相談に乗ってくれ、心の支えになっ
てくれたと振りかえられました。寺島氏の34年間の
経営の中での結論は①常に変化、挑戦しなければ、そ
もそも生き残れない②事業領域を拡張しなければ成長
はありえないです。
　寺島さんの楽しい話術に引き込まれながら、最後は
参加者は寺島さんの社員を思う心に打たれ涙でした。

　諫早支部　三宅　ちはる

　第25回女性経営者全国交流会（女全交）は島根県
松江市で2日間に渡って開催されました。コロナ以降、
初めての全国規模のリアルの開催交流会であり500名
以上の参加者で開かれました。
　初めての全国大会に出席し、緊張しましたが北海道
から沖縄の全国の女性経営者と交流は楽しく、またた
いへん学びになりました。　
　私が参加した第4分科会は、インテリア、リフォーム、
浄水器販売の（株）アウムの創業から現在までの経営報
告を「あなたは時代の変化をどのようにキャッチし生
かしますか？」のテーマでディスカッションしました。
　インテリアコーディネーターだった寺島氏は元夫と
インテリアとリフォームの会社を34年前に起業され
て、大きな危機（バブル崩壊、リーマンショック、取
り込み詐欺、元夫との離婚）を乗り越え、その都度脱
皮（新事業）し、会社を発展させてこられました。現

第４分科会　テーマ：ワタシは何度も脱皮し、挑戦し続ける！　

　　　　　　 報告者：（株）アウム　代表取締役社長　寺島 槙津奈氏（東京同友会　前女性部部長、副代表理事）
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しを楽しむ」でした。“暮らすために働くから働くた
めに暮らす”里山ライフスタイル発信で海外でも評価
が高い松場氏が若者を中心に支持されている理由が理
解できる講演でした。
　来年度の女全交は北九州で開催です。今回は男性も
多くの参加がありました。ぜひ長崎からも多くの参加
を期待します。

　ディスカッションでは、「変化の状況をいかに早くと
るかが必要でネットワーク、人脈を活用する」「発想の
転換、同じことでも打ち出し方を変えればチャンス」

「やってダメなら変えれば良い」「とにかく動いてみない
と次の景色は見えない」など活発な意見交換しました。
　2日目の基調講演は（株）石見銀山生活文化研究所の
代表取締役 松場 登美氏の「足元の宝を見つめて暮ら

友会としては貴重な高校との取り組みがスタートしま
した。すでに長崎出島支部：安井さんは授業を終え、
最終登壇者の長崎出島支部：貞松さんを残す形で、今
回は今期から長崎出島支部長として会活動をけん引い
ただく本多さんにご登壇いただきました。
　本多さんは自社紹介や生徒に対するメッセージだけ
ではなく同友会スタイルでもあるグループディスカッ
ションを取り入れることにより、参加型の授業となり、
私自身も高校生の考えを聴くことができ貴重な経験と
なりました。
　10年後の未来についてどのように考えるか、とい
うテーマに対しては、全体的にAIの進化により人の

　かねてからのご縁を紡ぎ、今年度アントレプレナー
シップ（起業家精神）の授業の枠を複数いただき、同

日時：6 月10 日（金）14：10 ～14：50　会場：長崎南山高等学校

テーマ：アントレプレナーシップ授業

南山高校アントレプレナーシップ授業 開催報告

で意見交換をさせていただき
ました。「変わろうとしてい
るエネルギーは人それぞれ違
う。変わることも人それぞれ」
という言葉と価値観を認める
ということの大切さをお聞き
しました。「地域にだけいて
はダメ」という言葉もしみじ
みと伝わりました。
　今回、長崎の他支部の方と
も2泊3日をご一緒させてい

ただきました。そして、それもまた大きな学びのひと
つとなりました。
　大会以外の時間では、念願の出雲大社への参拝。拝
殿での御祈祷まで実現できました。
　これもまた、全国大会の楽しみと教えてもらいまし
た。後は、この学びを自社に持ち帰り生かしていくの
み！たくさんの気づきをありがとうございました。

長崎出島支部　成瀬　摂子

　今回はじめて全国大会に参加させていただきまし
た。ひと言で感想をまとめると、「参加して本当によ
かった！」ということです。何がよかったかと言いま
すと、まずはびんびんと伝わってくる皆さんのアツい
パワーに触れたことです。
　全国から集まった560名のアツい思い。
　1日目は7つの分科会からスタートしました。私は、
第51回定期総会で記念講演をいただいた島根同友会
の野津さんの奥様他歴代の女性部会長の報告があった
第7分科会に参加しました。部会長のバトンがどの様
に渡されていったか。自分らしさって何だろう？など
の発表がありました。
　「大丈夫？今どんな感じ？」みんなで声を掛け合う
こと。型にはまらずやってみることを大切にされてい
ました。
　島根同友会の自由と若さを感じる一方、島根同友会
の初代にして女性の元代表理事の方と同じグループ

第７分科会　テーマ：「自分らしさって何だろう？」から始まった島根女性部会　

　　　　　　 報告者：（株）CocoroR ibbon　代表取締役　大川  真美氏（島根同友会　副代表理事　2 代目女性部会長）

　　　　　　　　　　 モルツウェル（株）専務取締役　野津  昭子氏（島根同友会　理事　4 代目・現女性部会長）

　　　　　　　　　　 （株）オフィスヴァルト　代表取締役　松本  尚子氏（島根同友会　３代目女性部会長）



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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んが・強みを仕事に生かす・何を持って誰を助けるか・
大切な他者（社）は誰か、という提起から、本当の豊
かさは幸せになるためにいきることという言葉で締め
られ通常例会のような学びをいただきました。
　今回の南山高校とのご縁を育てもっとよりよい機会
にすべくまたたくさんの会員の皆さんと連携しながら
進めていきたいと思います。

（文責　事務局　峰　圭太）

仕事が減る、自動運転の幅が広がるといった意見のほ
か、進化によりSDGsの1つのゴールでもある地球温
暖化が解決に近づいているという前向きかつ貴重な意
見には強く感心させられました。　
　自分の武器（強み）を考えるテーマでは自分の身体
的、精神的特徴を中心にユーモアあふれる発表があり、
周りの生徒も和んだ形で授業は終盤を迎えました。最
後は2つのテーマのディスカッションを受け、本多さ

　後半では次回の研修までの宿題として、昨年度の研
修から引き続き「コミュニケーション能力アップ」に
ついて、そして今年度からの取り組みとして「自社の
経営理念を調べよう」の2つの課題が発表されました。
　また今回は研修後に昼食交流会を開催。コロナ禍の
ため歓談しながらの食事はできませんでしたが、大村
支部 髙倉さんが司会を務め場を盛り上げ、新入社員の
方からは自己紹介と今の気持ちを漢字一文字で発表し
ていただくなど、お互いを知るよい機会となりました。
　次回は8月24日に2回目の研修が開催され、課題に
取り組んだ新入社員の方とグループディスカッション
を予定しています。新入社員がいらっしゃらない会員
の方も参加可能です。多くの学びが得られる機会にな
りますので、ぜひご参加お待ちしております。

（文責　事務局　田口　友廣）

　新入社員フォローアップ
研修を3年ぶりに会場を設
け対面にて開催しました。
また今回は初のWeb併用
のハイブリッド開催でし
た。
　はじめに山﨑委員長から
開会のあいさつがあり、新
入社員に向けて自己紹介の

大切さを語られ、これから共に学んでいく共育委員会
のメンバーの紹介をいただきました。
　研修では事例発表として、2021年度入社の先輩3名
からライフライン（縦軸にモチベーション、横軸に時
間軸）を発表していただきました。入社してからの期
待と不安、問題発生、その問題をどう乗り越えたか
等々、各人が実際に体験したことを発表いただき、そ
の後グループディスカッションを行いました。グルー
プディスカッションでは活発に意見交換が行われ、そ
の後新入社員の方からはしっかりと内容がまとまった
グループ発表がありました。
　参加した新入社員の方からは、報告やディスカッショ
ンを通して、「先輩方の話を聞けてとても参考になった」

「同期や他の方の悩みを聞けて悩んでるのは自分だけ
ではないと思えた」などの感想をいただきました。

日時：6 月 22 日（水）10：00 ～12：00　会場：シーハットおおむら・Web

参加者数：新入社員 25 名（うち Web12 名）、会員・引率・事務局 14 名（うち Web4 名）

2022年度 第１回 新入社員フォローアップ研修 開催報告
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た。それだけ、しっかり仕
事もできる生徒を選んで採
用されているそうです。

　菅原産業さんでは希望ヶ
丘特別支援学校の1年生初
めての課外授業で、午前中
は古紙の仕分け、ペットボ
トルの仕分け、産廃の仕分
け、パッカー車両の洗車を
されてたそうです。

　午後からはレクリエーションで、ペットボトル90
本のキャップを外して、ラベルを取り、仕分けの競争
を各班で行いました。競争ということもありましたが、
素早くテキパキと動いてる印象でした。また午前中の
学習の振り返りがありました。
　最後に社長の菅原則和さん自らかき氷を振る舞い、
生徒のみなさんも笑みをこぼしながら食べていました。

　後田木工所さんでは、希望ヶ丘高等特別支援学校の
先生とお母さんも来られていて一緒に見学しました。
接着剤をシンナーで取る作業でした。丁寧に拭き取ら
れていました。
　後田さんより「挨拶がしっかりできるし、とても印
象がよい」とのことでした。
　『今日もよろしくお願いします』『仕事中手を止めて
すみませんお聞きしてよろしいですか』こんな感じで
言われるそうです。社員さんが1人おやすみされてお
り、人手が足らない時に丁度実習に来られたので特別
メニューとかではなく、実務を中心に手伝っていただ
いたみたいでかなり助かったそうです。丁寧で向上心
もあり、採用に向けて考えたいと言われてました。

　富建さんでは、パソコンのCADを使い屋根の見積
もりをされていました。図面から数字を拾い、CADに
入力をして図面を作って数量を出し、見積もりをつくっ
ていて、最初は過去に行った見積もりをつくってもらっ
ていましたが今は発注があった図面から見積もりをし
てました。社員さんが10分でできるところを15分か
かりますが丁寧にされているのが印象的でした。

　以上、実習見学のレポートです。
　現在、ダイバーシティ委員会ではアンケート調査と
して、秋・冬に向けた職場実習受け入れについてお聞
きしております。特別支援学校の生徒の実習受け入れ
に興味を持たれましたら、ぜひアンケートに回答をお
願いします。

（文責　寺尾　昌晃）

　ダイバーシティ委員会では年に2回、特別支援学校
の生徒の職場実習受け入れのアンケートを実施してい
ます。今回アンケートを通じて生徒の実習受け入れを
していただいた
・（株）マツモト（長崎浦上支部  松本  一孝会員）
・（有）システム空調（長崎出島支部  下釜  寿彦会員）
・（株）ミヤタ（大村支部  宮田  正一会員）
・（有）後田木工所（諫早支部  後田  隆二会員）
・（有）菅原産業（長崎諫早支部  菅原  則和会員・長

崎出島支部  菅原  千代枝会員）
・（株）富建　（諫早支部  野方 康平会員）
以上6社を6月23・28日に訪問をさせていただきました。

　マツモトさんでは、お総菜の実習をされていました。
包丁、揚げ物、炒め物以外の作業をしていました。お
総菜作りに、洗い物、ラップに包装など作業をしてい
ました。お総菜以外にも棚の掃除などもされているそ
うです。

　システム空調さんでも、希望ヶ丘高等特別支援学校
の先生とお母さんも一緒に見学させていただきました。
　作業としては、実務のダクトの制作をされていて、
アルミを曲げたり、溶接をされてました。学校で木工
をされていて、手先が器用でもの作りが楽しいそうで
す。飲み込みも早くまじめで集中して作業ができてい
るそうです。下釜さんより、もうちょっと元気があっ
た方がよいとのことでした。体調が悪いのかどうか心
配になるそうです。
　ちなみに以前下釜さんが例会報告していただいた際
に紹介いただいた卒業生のかいとくんも指導を行って
ました。いまではかいとくんは会社でなくてはならな
い存在になってるそうで、国家資格も取ったそうで
す。昨年は虹の原特別支援学校の生徒も採用されてい
て、とても真面目で頑張っているそうです。

　ミヤタさんでは、虹の原特別支援学校の2年生の生
徒さんが午前中は野菜の洗浄や、切ったりされている
そうです。午後からは出荷作業のラベル貼りをされて
ました。
　宮田さんが「生徒を特別扱いしない」「みんなと一緒
のことをする」と言われていることが印象に残りまし
た。以前は指導員を付けていたが、指導員が気疲れし
てしまっていました。特別扱いせず、新入社員と一緒
のような扱いをすることにより、周りも疲れずとても
いい環境でみなさんが仕事ができているそうです。全
く健常者と変わらないと言われてました。
　宮田さんのところでは、実習はよくされていますが、
採用は特別支援学校の新卒から1人と聞いて驚きまし

特別支援学校 生徒の職場実習受け入れ企業訪問報告 
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長崎新聞　6 月 21 日  長崎出島支部  玉島  健治 会員

長崎新聞　6 月 28 日  長崎出島支部  貞松  徹 会員

会
員
活
躍

長崎新聞　6 月 21 日  長崎浦上支部  吉澤  健 会員
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に、高品質の寝具を取り揃えた高単価となるカプセルブー
スに改装。「睡眠の質が違う！」と非常に高い評価を得て、
若い年齢の顧客層の拡大に繋がりました。ビジネスマン
用にコワーキングスペースも設けました。

【同友会との関り】

　同友会には、2019年4月、以前から仕事上のお付き合
いがあった立山さんの紹介で入会。お姉さんが他団体に
入られていたこともあり、「自分も何か入らんばかな？」
と検討している時でした。
　入会後、異業種の方の考えを聞き、「そういう考えもあ
るんだ」と思考が柔軟になり、視野が拡がったことは非
常に良かったと述べられました。
　昨年度から政策委員会副委員長を務められ、佐世保支
部独自の取り組み「心意気キャンペーン」企画にも貢献
されました。

【今後の展望】

　ストレス社会とも言われる現在、「人は人でしか癒され
ない！」足立さんの信条です。
　今後は、サウナをもっと日常の文化として拡げていき
たい。佐世保市や長崎県といった狭い範囲にこだわらず、

「九州」を視野に入れ、「九州ならでは」といった時間や
場所の提供ができるように他店とも連携し、イベント等
の企画に注力していきたいと大きな夢を熱く述べられま
した。

　足立さん、お忙しい中本当にありがとうございました。
また、「サウナサン」のますますの発展を心から祈念申し
上げます。

＜会社情報＞

（株）足立興商（屋号：サウナサン）
サウナ／カプセルホテル／レストラン／マッサージ
〒857-0876 佐世保市塩浜町6-15
TEL 0956-23-3000　  FAX 0956-22-8871
https://sauna-sun.com/

（文責　事務局　山田　幸司）

　皆さんご存知の「サウナサン」!　そうです、こここそ

足立さんが経営する魔法の城です！

【超有名人足立さん！】

　物腰がとても柔らかい足立
さん。そのルーツは五島の漁
師町での7年間に渡る郵便局
での保険の営業経験にある！
そう私は確信しました。この
体験が今に生きているのは間
違いないと思います。
　足立さんの特技は「アウフ
グース」。（熱したサウナス
トーンに自家製のアロマオイ

ルをかけて発生させた水蒸気を入浴者に向けて力強く扇
ぐこと。）　この業界では知らない人はいないと言われる
程有名と伺い、驚愕した次第です。月に1 ～ 2回はイベン
トに招かれ、関東を中心に活躍されているそうです。

【サウナサン】

　今年40周年を迎える佐世保で唯一のカプセルホテル「サ
ウナサン」。足立さんのお父様が勤務されていた建設業の会
社が、サウナ部門を新設することになり、お父様が支配人
に就任しオープンしたのが始まりです。2012年、縁あって
お父様が事業を引き継がれました。2014年、お父様が体調
を崩されたのを機に、足立さんが入社。お姉さんが既に経
営に参画されていたこともあり、「手伝おうか～？」といっ
た程度で、後を継いで社長になるという思いは当時そんな
になかったそうです。
　「サウナサン」のモットーは「心の贅沢の提供」と「お
かえりなさいの精神」です。足立さんをはじめとする社
員の皆さんの温かなおもてなしの心が館内に溢れていま
した。
　24時間営業は地域になくてはならない存在の証です。
夜の業界の方のニーズが高く、コロナ禍になり、密を避
けるためにあえて深夜に来店される方もいらっしゃるそ
うです。
　看板はじめトレードマークとも言える方のモデルは今
年3月に亡くなられたお父様です。今も足立さんはじめ社
員の皆さんを温かく見守ってくださっています。

【ピンチをチャンスに！】

　新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、延べ5 ヵ
月の休業を余儀なくされました。外出自粛の影響も大き
く、特に年齢が高い顧客層の来店が大きく減少しました。
　しかし、足立さんはこのピンチをチャンスと捉え、「新
しい生活様式」向けに店内を改装することを決意。雑魚
寝のスペースを若い年齢の顧客層のニーズに応えるため

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 水

みずもと

元　直
な お み

美
企 業 名（同）ルーマ
役 職 名 代表社員

企 業 住 所 〒850-0052 
長崎市筑後町3-22

T E L 090-9587-6304 F A X

業 種 宣伝広告業
企 業 PR 地元長崎の企業様を応援させていただきます。

スポンサー 和田　栄代美

支 部 名 佐世保支部
氏 名 吉

よしはら

原　里
り え

恵
企 業 名 gramis
役 職 名 代表者

企 業 住 所 〒857-0878 
佐世保市山県町2-17 2F

T E L 0956-24-0122 F A X

業 種 飲食業
企 業 PR 明るく楽しくをモットーに日々、皆んなで頑張っております。

スポンサー 浦崎　健治

＜入      会＞

新入会員の皆さんです <６月入会 > （敬称略）

支 部 名 長崎浦上支部
氏 名 森

もりかわ

川　大
だいすけ

輔
企 業 名 二代目炭蔵
役 職 名 代表者

企 業 住 所
〒850-0057
長崎市大黒町7-10
ワタナベビル1F-1C

T E L 095-895-9666 F A X

業 種 飲食業
前 会 員 松本　祐太郎

７月理事会  報告
2022年7月5日（火）／つくば倶楽部19名・Web12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 －山﨑共育委員長

本日は大谷翔平さんの誕生日。現在メジャーリーグで活躍しており、
ベーブルース以来の二桁勝利、ホームラン目前と言われています。
昨年のホームランは46本。2013年日本ハム入団の際は3勝、ホーム
ランは4本でした。ここで思うことは2点、最初からうまくいかな
いということがあります。経営も社員の成長も同じです。また反対
されても成功は未来にならないとわからない。当初大谷さんも二刀

流は通用しないという反対意見が多かったなか、日本ハム時代に本
人がすると決め、周りが反対するなかで選んだことが成功していま
す。経営判断、同友会も同じことが言えます。できないということ
ではなく、強い意志を持つことが大事だと思います。

仲間づくりについて

１）入会・退会・交代・企業変更の承認について－小川専務理事
→4名の入会、6名の退会、1名の交代、1名の企業変更を承認

２）6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－（田中担当副代表理事代読）

今月は第1回県下一斉仲間づくりの日があります。各支部企画を
練って当日を迎えようとしています。仲間づくり委員だけでは限
界がありますので役員も協力をお願いします。また退会が目立っ

支 部 名 佐世保支部
氏 名 本

もとやま

山　章
しょうこ

子
企 業 名 海街食堂
役 職 名 代表者

企 業 住 所 〒857-0875
佐世保市下京町9-20

T E L 0956-76-7008 F A X 0956-25-8378

業 種 飲食業
企 業 PR 地産地消で、長崎・佐世保の食を全国へ発送していきたい。

スポンサー 浦崎　健治

支 部 名 諫早支部
氏 名 白

しらはま

濵　友
ゆ う き

紀
企 業 名（株）フォーエス
役 職 名

企 業 住 所 〒854-0063
諫早市貝津町2949-2-2Ｆ

T E L 0957-46-3610 F A X 0957-46-3611

業 種 宅地建物取引・不動産管理業

企 業 PR フォーエスは４つのSを大切にしています。スキル、スピー
ド、スマイル、シンシア（誠実）です。皆様と永いお付き合いを!!

スポンサー 廣谷　慎也
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ていますので退会防止も重視していきたいと思います。

・中村代表理事－入会4人、退会6人と一喜一憂してしまいます。
今期は700名を死守していきたいです。今月の県下一斉仲間づく
りの日は各支部取り組みがあるので楽しみにしています。同友会
のすばらしさを伝え、ゲストの方が入会につながる企画になって
いると思います。当日はできるだけちょっとずつ顔を出して応援
メッセージをお送りしたいと考えています。皆さんがんばりま
しょう！

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 －これまで同様を提案します

→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（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  ・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  －来賓（総会・経営フォーラム等の通常の案内先）

→承認

（織田実行委員長）
7月6日をもって経営フォーラムまであと100日。がんばっていきた
いと思います。また100日を切るので数字にこだわっていきたいと
思います。7・8月はシミュレーションを開催していきます。よかっ
たといってもらえるようにつくりこんでいきたいと思います。

３）情報広報委員会からのアンケートの再提案について－田浦委員長
ホームページ、広報誌のリニューアルを検討しています。広報誌は
フルカラー、ページ数、紙が全員必要か、など課題があり、リニュー
アルを念頭においたアンケートを実施します。前回のアンケートで
は80名程度の回答をいただきましたが、しっかり会員の声を拾って
ほしいという指摘があり今回再度実施します。内容について助言と
回答を多くいただきたいと思います。回答数はできれば120 ～ 150。
各支部、北松浦、五島支部以外で25、北松浦、五島支部で10ほど
の回答達成できると思います。会員数が700名、150の回答数は8 ～
9割の精度があると言われています。役員会、例会での回答をお願

いします。
アンケート内容-承認

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
・動員目標－400名（来賓・他県80名、会員320名）
・会費－8,000円／祝賀会欠席の場合は3,000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」　50年の学びで、人が輝く未来を

創る！
・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（知事・中同協）　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

今回提案事項

・記念講演テーマ（修正）－「温故知新」　同友会での学びで、人
が輝く未来を創る！

・Web対応について－委員会としては、リアル開催にこだわり、感
動をお伝えしたい！

三役会 －・参加したくても事情により参加できない方のためにも
ハイブリッド開催を検討していただきたい。また最近、
新型コロナウイルス感染者数が増加している。会費－
3,000円を提案。

・記念講演テーマについては、三役会として了承。

（結論）
記念講演テーマの修正－承認
設営に関して－ハイブリッド設営とする。各支部現地参加目標・
Web参加目標を明確に出す。400名必達に向け参加推進を各支部で
行う。

５）2024年度　人を生かす経営全国交流会　実行委員長の推薦につい
て－金田4委員会担当副代表理事
・実行委員長として　宇土経営労働委員長を推薦します。

（金田副代表理事）
徳島から2年後の開催です。現在の人を生かす経営4委員会の活動
を引っ張っている宇土経営労働委員長を実行委員長として推薦しま
す。
→承認

（宇土経営労働委員長）
人を生かす経営4委員会は同友会活動の中でも大きな1つの柱とし
て、地域に選ばれるために活動を続けています。長崎同友会の飛躍
につながると思います。これを契機に若い世代につなげていきたい
と考えています、ぜひご協力をお願いします。

６）前回理事会での提案（兵庫青全交目標）についての確認－宮﨑会長

７）青年経営者会からの提案について－宮﨑会長
・2026年度　青年経営者全国交流会の誘致を行いたい！

2026年の青全交に立候補したいと考えています。2025年は被爆
80年。平和があってこその企業活動です。まずは兵庫青全交の
目標を達成して、中同協青年部連絡会で手をあげたいと思います。
コロナ禍で会員のつながりが薄れていると感じるなか、2024年の
人を生かす経営全国交流会、その熱をもって2年後青全交。青経
のつながりもよくなるのではと思います。よろしくお願いします。

→青年経営者会からの提案を承認
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８）複数代表理事制の提案について－中村代表理事
・理由 －1000名体制をめざすなか、今のうちから組織固めを行い、

役割分担を明確にするため。
→複数代表理事制を導入することを承認

９）倉本事務局員　正局員承認の件－小川専務理事
・4月1日入局　6月末試用期間終了
→承認

報告・連絡事項

１）6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＞6月20日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
●第6次ビジョン
出席率40% 返信率80%の他に、例会出席に繋がるための項
目を協議中。
●例会
⑴　各支部総会後の新体制でのスタートアップ例会のため、

運営が上手くいかなかった支部が多かったが、反省点
を次月に生かす。

⑵　出席率、返信率が前月よりも0.1%でも増加するように
努める。返信率が60%切った場合は危機的であること
を認識する。

⑶　シミュレーションを重視して例会を組み立てる。シミュ
レーションが甘いと時間配分等進行や内容に不備が出
て運営に支障があることを認識する。

⑷　各支部例会委員長の仕事量が多いので副委員長または
委員と連携し例会運営にあたる。

⑸　報告者は基本的に支部内での選出が望ましいが、学び
の内容や他支部との交流や連携の必要性も考えられる。
ただしそちらに傾き過ぎずバランスを取って選出する。

⑹　例会時ゲストを含めた出席者リストを作成して会員相
互の情報共有を行う。

●表彰
上期4月～ 9月、下期10月～ 3月の半期で表彰を行う。
会員出席率、ゲスト参加率、延べ会員出席数の他に返信率
を追加。

仲間
づくり

＜委員会開催日＞今月の開催はなし
＜報告事項＞
各支部、7月22日の県下一斉仲間づくりの日に向けて準備を
整えている状況。仲間づくり委員会だけではなく各支部支
部長をはじめ、役員・会員一丸となっての協力を要請します。
また、例会委員会と協力し、質の高い例会づくりをします。

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
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：案内開始
　　　・島原主催：6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  №6開催  8名
　　　　＋ゲスト1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　（6/14開催　参加）
　　　・支部委員会開催時は担当県役員に連絡する
　　　　（6/23諫早支部参加）
2-4　経営者塾の開催（開催目標：10講座）
　　　・基本は各支部開催とする
　　　　大村支部（経営理念作成№1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＞6月27日（月）19：00 ～ 20：45
＜開催場所＞　同友会事務局・Web
＜報告事項＞
6/8（水）　今年度の岡山同友会　社員共育大学、開講ガイ
ダンスにZoomにて参加しました。
参加者：山﨑委員長、時副委員長、事務局田口係長
長崎では、来年度の開講に向けて準備を進めています。
6/22（水）　第1回新入社員フォローアップ研修開催　10：
00 ～ 12：00　シーハットおおむら・Web
参加者…新入社員25名（うちWeb12名）、会員・引率・事
務局14名（うちWeb4名）

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞6月23日（月）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・児童養護施設との交流について報告
・7月ダイバーシティ委員会例会について
・特別支援学校実習（秋にむけて）アンケートについて

共同
求人

＜委員会開催日＞6月22日（水）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞諫早市社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・南山高校との連携について

アントレプレナーシップ授業（長崎出島支部）
・長崎総合科学大学との連携について

3年生向け授業（インターンシップ受け入れ授業）
2年生向け授業（価値観共有授業）
包括連携協定を受けて

・2022年度の活動の整理について
大学との取り組みで各会員さんに参加いただいている。
その活動の結果の報告会的な例会や勉強会を実施して当
委員会の活動を知っていただくことをやるべきという意
見があり今後検討（共同求人委員会担当の経営者塾、例
会を計画していく）

政策

＜委員会開催日＞6月委員会　開催無し
＜報告事項＞
◆6/3（金）13：00 ～ 16：00
　中同協「魅力発信月間キックオフ行事」開催＠Zoom

情報
広報

＜委員会開催日＞6月22日（水）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌企画案　「各界からの提言」
・広報誌リニューアルに向けe.doyuと紙でアンケートを実

施します。120 ～ 150件を目標にしておりますので、理事
の皆様ご協力お願いします！

ビジョン

＜委員会開催日＞6月29日（水）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞同友会事務局・Web
＜報告事項＞
・ダイバーシティ委員会及び共同求人委員会の各新ビョン

を協議検討し，次のとおり，新ビジョン案として理事会
に上程することが決定されました。

＜ダイバーシティ委員会・新ビジョン案＞
₁．ダイバーシティ経営が不可欠である事を発信できて

いる。
₂．SDGs17 の目標の中で，

「5 ジェンダー平等を実現しよう」 
「8 働きがいも経済成長も」に取り組むための情報提供
ができている。 

₃．行政 大学 特別支援学校 児童養護施設との連携が強
化されている。

＜共同求人委員会・新ビジョン案＞
₁．「選ばれる企業づくり」のための学びの場が提供でき

ている。 
₂．人材交流，仕事の交流など会員企業同士の交流の場

を作り，人材に関する課題解消のための仕組みを構
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　　築している。 
₃．同友会が中心となって行政や教育機関との連携を体

系化し永続的な活動を構築している。 

人を生か
す経営 4
委員会

＜委員会開催日＞6月28日（火）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
・第6次ビジョンについて協議
・2024年度：人を生かす経営全国交流会について、7月理事

会に宇土会員を実行委員長として提案。
・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
・各支部4委員会（長崎浦上・長崎出島・大村・諫早・島原）

の情報共有

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞6月27日（月）18：00 ～ 19：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・Web対応についての検討を中心に行いました。

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞ 6月8日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞大村中央公民館・Web
＜報告事項＞
・6月4日（土）　第34回中同協青年部連絡会（新潟）
　参加者　宮﨑・北川・橋本・濵村・安井
・6月4日（土）　第8回関東甲信越青年経営者フォーラムin

新潟　参加者　宮﨑
・6月20日（土）　佐賀同友会青年部設立に向けての交流会
（唐津市内）　参加者　宮﨑・安井

・6月29日（土）　6月慶祝例会を開催
対象者 吉川裕也（浦上）・太田隆晴（出島）・髙橋千里（出
島）・分部高（出島）

２）五島支部 支部外役員の確認－中村代表理事
長崎浦上 長崎出島 大村 諫早 島原 佐世保

池田　繁隆 菅原　千代枝 宇土　敏郎 上野　辰一郎 北尾　新 浦崎　健治
橋本　裕次郎 本多　邦暁 大塚　真一 平湯　湧一 横田　耕詞 前田　忠信

（中村代表理事）
五島で開催される来期の経営フォーラムを活気づけるためにも役員
会、例会にもぜひ参加をお願いします。

３）例会について（更なる充実をめざして）－浦崎例会委員長
出席率が目標に届いている支部は長崎浦上、五島。ハードルは高い
かと思いますがよろしくお願いします。5月6月は今期のスタートアッ
プ例会として進行など苦労していると聞いています。ただしコロナだ
からということではないと感じていますのでいい例会づくりをお願い
します。返信率は、佐世保と五島が達成。個人的には60％をきると
危機的だと感じます。コミュニケーションがとれていないのではない
かと思いますので役員で共有をお願いします。また報告者選定がま
まならない、という声もあります。他支部の報告者もあるとは思いま
すが、まずは自支部の中から選定することが基本です。交流という

意味ではいいと思いますがバランスを考えて支部内を再度見直して
はどうでしょうか。普段からの付き合い、会員同士の交流でつながり
が持てるのではないかと思います。シミュレーションも重要です。内
容をつめるために他支部報告者の場合でも念入りにシミュレーショ
ンをお願いします。表彰に関して、上期、下期分けて行います。今
期から返信率も対象にします。

４）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

例会委員会は時間が足りないほど、事例、悩みを共有しました。
数字が関係する委員会として、いろいろなアイデア、工夫をこら
し支部会員との親睦を深め、自支部からの報告者を出し、結束を
高めてほしいと思います。学びを深めることとして他支部に報告
者をお願いすることはありますが、まずは自支部において意思疎
通をお願いします。仲間づくり委員会は16日に委員会を開催しま
す。22日は県下一斉仲間づくりの日です。また8月25日は中同協 
組織強化・会員増強全国交流会です。Web開催、全国レベルの増
強の話ですので支部長もぜひご参加ください。

・金田副代表理事－経営労働・共育・ダイバーシティ・共同求人
各委員会活発な活動です。第6次ビジョン、語り部への道プロジェ
クトとしてマトリックスを作成中、支部に浸透していくように仕
組みも検討中です。

・江口副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
ビジョン委員会はダイバーシティ委員会と共同求人委員会の第6
次ビジョンの策定が終わりました。情報広報委員会はアンケート
を実施し、いい広報誌作成に向けて進行中です。政策委員会は7
月の政策関連の例会として、長崎出島支部は久田長崎市商工部長、
大村支部は園田大村市長、佐世保支部は佐世保市役所と十八親和
銀行など、各方面にパイプを大きくするためにがんばっています。

５）その他・質疑応答・情報交換等
・中村代表理事－中同協 障害者問題委員会 副委員長に就任！

（中村代表理事）
前から話はいただいていましたが断っていました。最終的には島根
の女全交にて比嘉委員長と話し、受けさせていただきました。今後
は長崎からも中同協の役員を！と思います。この件もあって代表理
事の複数制を提案しました。

閉会あいさつ －江口副代表理事

今日はいつも出ない意見、本音など風通しがいい議論ができたと思
います。いい社長とはについて少し話します。社員が熱を出して休
みたいという申し出があった際、「いいよ。元気になったらおいでね。」
と声をかけます。これはいい社長ではないと最近学びました。いい
社長は「体調はどう？必要なものは？玄関に置いておこうか？」と対
応することが本当のいい社長だそうです。風通しのいい理事会、本
日もお疲れさまでした。

※次回開催予定　8月4日（木）　18時　つくば倶楽部・Web

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

会　員　数（７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 107 107 110 85 74 160 33 20 696

退 会 者（敬称略）

会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月
鶴 田　 好 雄 （有）若竹創設 長崎浦上 2007年  7月
飯 田　 義 則 （有）錦自動車工業 長崎出島 2007年  6月
近 村　 和 宏 行政書士  近村和宏事務所 大 村 2020年  2月
永 木　 保 史 （株）トータル 諫 早 2010年12月
廣 田　 和 樹 （株）和山 佐 世 保 2017年  3月
吉 川　 重 光 （株）大和製菓 佐 世 保 2015年  5月

▷「2022年度  活動の手引き・会員名簿」の作成に伴い、会員の皆様よ
り多くの変更をいただいております。つきましては、7 月に配付いた
します「2022年度  活動の手引き・会員名簿」にて確認いただきます
ようお願いいたします。



8 月

長崎浦上 納涼例会

会歴6ヵ月未満の新入会員を対象にオリエンテーションも行
います。夏の暑さとコロナを吹き飛ばし、学びと交流を深め
る例会です。

場所：長崎新聞文化ホールアストピア・Web

長崎出島

10歳で家業を継ぐことを決めて31年、3代目としての経営奮闘記。
これまでに経験した“失敗談”と“学んだこと”。そしてこれからの“目
標”を報告いただきます。

場所：サンプリエール・Web

北松浦

今回は糸島方面へ研修旅行として企画しています。いつもの雰囲気
を飛び出し、違う環境で学び合うことで多くの気づきを得て、また
自社の経営に生かしていく例会です。

場所：糸島方面

五島

場所：居酒屋 ひろま

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！

他支部
参加OK

失敗から学んだこと、学び続ける先に見えるもの
～Challenge ＆ Error & Try～

大村 諫早

会員やゲストとバーベキューなどを通して懇親を深めます。また新
入会員さんや会歴が浅い会員さんから自社のPRなどをいただき支部
内の結束を高める有意義な時間になる例会です。

場所：ワールドミート

島原

10月14日の経営フォーラムを控え、島原支部内でのフォーラムへの士気
を高めるべく納涼例会を開催。実際に会って様々な情報交換や新入会員、
ゲストの紹介の機会もつくります。感染症の対策も万全に、学び合う例
会です。

場所：HOTELシーサイド島原

佐世保

中同協が発表した「ポスト・コロナ研究まとめ」について、朝永会員からわかりや
すく説明いただきます。なかなか収束しないなか、どのような姿勢でコロナと向き
合うか、我々経営者はどのような対応が求められるのか、共に考えていく企画です。

場所：セントラルホテル

中同協新型コロナ対策本部
「ポスト・コロナ研究まとめ」解説

青年
経営者会

鋭意作成中

場所：おおむら夢ファームシュシュ

（資）中央薬局 代表社員

織田 哲平氏（島原支部）
8月18日（木） 18：30～

2023年度経営フォーラム担当として支部内の結束を強め、
一人ひとりの役割と意気込みを確認する親睦会を開催します。

8月23日（火）
18：30～

サマーイベント

納涼例会

場所：おおむら夢ファームシュシュ

8月20日（土）
18：30～

夏の暑さとコロナを吹き飛ばし会員間の親睦を深めます。
ふるってのご参加、お待ちしています。

納涼例会

8月18日（水）
18：30～

納涼例会

8月24日（水）
18：30～

（株）地域総合研究所 代表取締役

朝永 憲法氏
8月19日（金） 19：00～

研修旅行例会

8月27日（土）
8：00～

納涼例会

8月19日（金）
※18：00～

8月28日（日）
11：00～



8・9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

経営労働

【目的】
会員各社が会社運営の羅針盤である「経営指針」の作成方法を理解し、今後自社で社員と共に作成でき、労使一体となり強固な経営体質をつくる
但し、小規模事業者用に簡略した形式にて実施します
【開催日時】
下記の日程で、開催する。 時間は13：30 ～ 16：00とする。
毎回 水曜日 開催とします。

第1回 2022年8月10日
（会場：つくば倶楽部 諫早市津久葉町5-115）※Web併用
オリエンテーション
先輩会員からの提言（ダイヤモンドクラブ 会員）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 2022年9月14日 （会場未定）/自社の現状を理解する（企業変革支援プログラム） 経営理念

第3回 2022年10月12日（会場未定）/１０年ビジョン 経営方針（１）

第4回 2022年11月9日（会場未定）/経営方針（２）

第5回 2022年12月14日（会場未定）/経営計画の策定

第6回 2023年1月11日（会場未定）/経営指針のまとめ、発表

2022年度
小規模事業者向け 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： 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-
「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

佐世保支部
経営労働 労使見解セミナー

「労使見解」は同友会のバイブル的冊子であり、経営指針づくり
の基礎をなす考え方です。
自社の労使関係の見直しと労使の信頼の基礎となる就業規則の取
組で、経営計画の実現の参考になる勉強会にしたいと思います。
2024年長崎開催の「人を生かす経営全国交流会」にむけての一助
になればと思います。

労使の信頼関係こそ企業発展の原動力です。会員の皆さまこれ
を機会に是非受講ください。

場所：Web

（株）地域総合研究所 代表取締役

朝永 憲法氏 （佐世保支部）

8月6日（土） 10：00～12：00

共育 2022年度 第2回
新入社員フォローアップ研修

4月1日、第8期生としてスタートした14社30名を対象に、下記日
程にて第2回新入社員フォローアップ研修を開催いたします。

当日はグループディスカッションと第1回の課題の「0.2秒で返事
をしよう」についても振り返りと、新たなコミュニケーション能
力アップ研修をいたします。

対象の会員（社員）の方はもちろん、対象の社員の方がいらっ
しゃらない方のゲスト参加もお待ちしております。
ご出席、よろしくお願いいたします。

場所：シーハットおおむら（中央公民館）・Web

8月24日（水）
10：00～12：00

中同協
仲間づくり

開催目的
①仲間づくりの輪を広げ、増える・強い組織づくりを進める。
②会員増強の取り組みの中で成果と課題を確認し、全国的な教訓とする。
③組織強化、会員増強、フォローの仕組みづくりを学び、仲間を増やす組織力
をつける。

場所：Web・参加費無料

組織強化・会員増強全国交流会

8月25日（木）14：00～17：00
開会あいさつ
5万名推進本部長・中同協幹事長中山英敬氏

事例報告①
集え！燦然（3000）と輝く広島同友会！～すべては行動することから

始まる～―純増日本一広島東支部の増強戦略と取り組み
道垣内文夫氏・平井 淳司氏（広島同友会）

事例報告②
会員数が伸びている支部の特徴と役員・事務局一体となって過去最高会
勢に！
荒井 昭貴氏（神奈川同友会）
グループ討論・グループ発表・まとめ


