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五島支部　設楽　誠

　初めて全国大
会に参加させて
いただきました。
五島から神戸へ
は前日に出発し
ないと間に合わ
ないので大村に
前泊。こっそり

と一人で夜の経済活動に少しだけ貢献。勢いをつけて
神戸へ出発しました。
　花本さんの会社は、鎧などの骨董品の買取・販売を
行っています。会社を始める経緯は、約20年前大学
生のころ父親が経営する会社が53億円の負債を抱え
て倒産し、急場しのぎで所有していた鎧などの骨董品
を販売したことがきっかけです。会社の経営には父親
と弟さんも携わり2006年から花本さんが社長に就任
されました。当時は映画「キル・ビル」のヒットも相
まって、すごく儲かり、車、お酒、ゴルフと豪遊され
たようです。しかし、根拠のない会社経営は長続きせ
ず、リーマンショックを機に悪化していきました。ま
た、最悪なことに身内2人の横領が発覚。2010年に7,000
万円の借金を抱えて父親と決別しました。

　同友会へは2008年に入
会されていましたが、消
極的な活動でした。これ
を機に会社経営について
学ぼうと一念発起、当初
は先輩から「もう会社や

めた方がいいよ」と言われながら、同友会に支えられ
再建に取り組みました。花本さんは同友会活動の中で、
先ずは自分が変わることが大切だと気づき、今までの他
責から自責へと考え方を変えていきました。そして何
より本音本気で語り合い素直に受け入れて、行動する
ことが重要だと仰っていました。
　グループディスカッションでは、ある会員は「経営
者塾で勉強している。この塾は本音で話をし、全て自
己開示している。そうでないと課題は解決しない」と。
また別の会員は「経営者塾で相談し、様々なアドバイ
スをいただいたが厳しい意見もあり一瞬立腹したが、
本音本気の意見だと思い、今は感謝している」などの
意見がありました。
　今回参加して、私の一番の学びは、自己を開示して
本音本気で関わることの大切さ。（人は人でしか磨か
れない）素直さと行動力の大切さです。
　無人運転のエアポートライナー先頭車両から観る景
色、最高でした。

日時：9 月15・16日（木・金）　会場：（メイン会場）神戸ポートピアホテル /（分科会会場）アリストンホテル神戸

第３分科会　「もう会社やめた方がいいよ」と言われた男の底力　〜絶望の淵から債務超過脱却〜

　　　　　　報告者：（有）大名　代表取締役　花本  隆資氏（広島同友会）

第５０回 青年経営者全国交流会 in 兵庫 参加報告



　中小企業家同友会の皆様におかれましては、
日ごろより特別支援学校生徒の就労支援等に
多大なご理解とご協力を賜り、心より感謝申
し上げます。

１．長崎県立ろう学校について
　本校は1898年に開校し、県内唯一の聴覚
特別支援学校として今年で124年目を迎えま
す。幼稚部から高等部まで設置しており、3
歳から20歳までの幼児児童生徒50名が学ん
でいます。2018年に大村市植松から移転し、
現校舎は新幹線車両基地が目の前にあり、毎
日のように新幹線「かもめ」を見ることがで
きます。佐世保分教室の校舎は佐世保市柚木
地区の藤山神社が正門を出てすぐの場所にあ
ります。
　「強く・正しく・心豊かに」の校訓を掲げ、
聴覚障害のある子どもたちの自立と社会参加
を目指す学校です。

２．聴覚障害について
　聴覚障害は外見上わかりにくく、他の人か
ら気づかれにくい障害です。また、聴覚障害
はコミュニケーション障害であるともいわれ
ます。本校でも近年は人工内耳を装用する子
どもが増え、補聴器の性能が向上したことに

より、ほとんどの子どもは日常会話程度の音
を聞き取ることができます。しかし、相手の
話す言葉の内容やその意図を理解し、それに
対して言葉で考えたり答えたりする力は、音
を聞き取る力が向上しただけでは簡単には身
につきません。そのため本校では言葉による
指導や会話だけでなく、手話や視覚的な情報
で支援しながら子どもたちの言語能力や学力
向上に努めています。

３．地域で働き自立するために
　本校高等部は職業科を設置し、これまで理
容や木工、窯業、被服に関する知識や技術を
身につけ、各種技能検定や大会に挑戦しなが
ら県外企業に多くの生徒が就職してきました。
しかし、近年は県内企業や事業所への就職を
希望する生徒や保護者が増加しています。生
徒たちが地域で働き生活することは、聴覚障
害者への理解や社会自立につながっていきま
す。学校としても同友会の皆様とのつながり
をさらに深め、生徒たちが共に働く仲間とし
て受け入れられ、地域を活性化させる人材と
して成長できるよう取り組んでまいります。
今後とも引き続き皆様のご支援とご協力を賜
りますよう、よろしくお願いいたします。

プロフィール
1963年 3月 8日生
1981年 3月　長崎県立島原高等学校卒業
1986年 3月　長崎大学教育学部卒業
1986年 4月　長崎県立島原養護学校南串山分校　教諭

2017年 4月　長崎県立長崎特別支援学校　校長
2018年 4月　長崎県立大村特別支援学校　校長
2021年 4月　長崎県立ろう学校　校長（現職）

「地域で働き地域で暮らす」
自立した生活を目指して

各界からの提言

柴田  寿恵長崎県立ろう学校　校長
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な分からないんだと、どの経営者も1度は悩むであろ
う悩みからどうにかしたいとたくさんの本を読んだり
するなかで、同友会と運命的に出会います。同友会の
考え方と自分が描くビジョンに共通点を感じ、Web
にて即入会申込。その行動力が必要だと思いました。
　それでもすぐには変われませんでした。そんな迎さ
んを変えたひと言が「社員さんってみんな何らかの形
で会社に貢献したいんだよ！」でした。その言葉に本
当に変わらなければならないのは自分自身だと気づき
ます。ここがターニングポイントです。24時間戦い
なさいという過酷な労働環境から年間休日125日・有
給取得率100％以上、社内環境を充実させる委員会活
動立上げ、他社のいいところを徹底的にパクる（てて
ぱ）を実施し会社を立て直します。自社ファーストか
ら誰にも損させない会社を目指し、地域貢献等にも力
を入れています。雇用も大きな地域貢献です。
　ディスカッションテーマである「10年後どの様にあ
りたいか、そのために自社（あなた）をどう変化させる
か」について、まずはビジョンを描きそしてそのため
に同友会の仲間と共に自社にあった「ててぱ」で思いを
行動（実践）していくことが大切だと感じました。とて
も学び多き、内容の濃い例会となりました。

（文責　小川　久郎）

　今回は長崎浦上支部と青
年経営者会の合同例会とい
うこともあり、他県・他支
部・ゲストと多くの参加が
ありました。
　今月はビジョン委員会が
例会担当のため、ビジョン
についてお話をいただきま
した。20代の頃から描いて
いたビジョン「みんなが楽
しく愉快にやっていてさら

にはカッコよくて給料もいい、ふざけているけどちゃ
んとした人が働きたがる会社」を軸に会社経営を行わ
れておられます。経営者になるチャンスと飛びついた
会社（現在の（株）南九州みかど）が蓋を開けると異例の
自己資本比率、長期貸付長期借入金も多額な会社で、
逃げたくなるような数値でした。会社を立て直すべく
実施した3つの対策が、①24時間戦いなさい ②つい
て来れないなら辞めろ！ ③自社ファーストです。そ
の結果売上は順調に伸びましたが、退職者も多く出ま
した。こんなに会社のためにやっているのになぜみん

くして、窓口を広げたりな
ど、沢山の取り組みをお話
しいただきました。
　グループディスカッショ
ンでは、「あなたの会社が
選ばれるために心掛けてい
ることはなんですか？」と
いうテーマで多くの経験や
考えなど、1人では思いつ
かなかったような意見交換
の場になったと感じます。

「選ばれる」（集客）は、職種に限らず、仕事をしていく
うえで永遠のテーマでもあると思いますので、よい会

　他県から単身で長崎へ来て、地元から離れたこの地
で独立し、選ばれる税理士・税理士事務所になるため
に、皆さんの困りごとや悩みを聞き皆さんが求めてい
ることや、税のことだけに限らず、気軽に相談しやす

長崎浦上支部・青年経営者会 合同例会報告
日 時 9 月 20 日（火） 18：00 ～ 20：30
会 場 長崎新聞文化ホール  アストピア・Web
テ ー マ 誰が為にビジョンは在る

報 告 者 （株）南九州みかど　代表取締役
　迎　敦雄　氏（宮崎同友会）

出席者数

・長崎浦上支部38名（Web7名）
・他県10名（うちWeb7名）
・ゲスト8名（うちWeb1名）
・他支部11名（うちWeb4名）
・青年経営者会19名（うちWeb3名）
※青年経営者会会員は長崎浦上支部・他支部

出席者と一部重複

長崎出島支部 例会報告
日 時 9 月 22 日（木）18：30 ～ 20：30
会 場 ホテルニュー長崎・Web
テ ー マ 開業５年目  選ばれる税理士事務所を目指して

報 告 者 濵村俊介税理士事務所　所長
　濵村　俊介　会員（大村支部）

出席者数 40 名（会員 26 名（うちWeb2 名）、他支部
12名、事務局2名）
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整頓ができていない自身の机の上やPCのデスクトッ
プを思い出し、身につまされる思いでした。
　また、最近5Sに取り組み始められた方は、

「以前は、片付けは仕事が暇な時にやっていたが、い
つもその時だけはきれいで暫くすると汚くなることで
悩んでいたが、5Sを継続することで作業効率が良く
なるだけではなく、自身の気持ちも軽くなりました。」
と感想を述べられていました。
　グループディスカッションでは、ハード（環境）とソ
フト（人間関係など）の面から考え、社員が気持ちよく
働ける状態をつくることが大切であるという意見や今
後5Sの取り組みを自社でも行って行きたいという意
見も聞かれました。
　金原さんの報告を聞いて、顧客満足度を上げるため
にはサービスを提供する社員の満足度を上げることが
大切で、そのためにはよりよい職場環境となるように
経営者として常に改善点を見直し続け、問題解決して
いくことが重要であることを改めて学びました。
　また、金原さんは「夢は5Sが身についた長崎県出身
の子ども達が国内外で活躍することです。」と語られて
おり、すでに一部の教育機関などと連携をとって、子
ども達へ5Sの浸透を図る活動を行っていらっしゃる
ということでしたので、その行動力も見習って行きた
いと感じました。

（文責　永野　和博）

　金原さんは職場への5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
やメンタルヘルスマネジメントの導入、防災を専門と
するサービスの提供をはじめ、障がいがあり片づけや
心の整理が苦手な方への支援等も行っていらっしゃい
ます。
　昨年の6月に入会された金原さんはこれまでに、経
営理念をはじめとした経営指針も作成され10年ビジョ
ンでは5Sに精神を含めた6Sを土台にして、人・環境
の幸福度を上げ続ける企業でありたいと今後の進むべ
き道を明確にされていらっしゃいました。
　報告の中で5S活動は物を片づけて掃除することが
目的ではなく、効率的に業務を遂行するために管理の
行き届いた職場をつくることが本来の目的で、ひいて
は利益の向上に繋がる活動であるということを聞き、
自社の作業場では5Sに取り組んでいるものの、整理・

　集客していく中で、私も色々と考えてきました。お
客様の目線になって考えようと努力していますが、な
かなか自分が思うこととの違いを埋めることができま
せんでした。どうしても、どこがよくないのか？とダ
メなところの改善に目を向けてきましたが、濵村さん
の報告にあった、お客様に私の仕事を紹介してくれる
理由を聞くことで自分の長所を知り、自分が求められ
ていることも知ることができ、知らずによいところを
おろそかにしていくことを防ぐよい手法だと考えるこ
とができました。

（文責　分部　高）
社づくりをしていくためのよいディスカッションに
なったと思います。

大村支部 例会報告
日 時 9 月14 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 パークベルズ大村・Web
テ ー マ ５Sから私が目指す将来の夢

報 告 者 整理収納サービス きれいなおへや　代表者
　金原　由納　会員

出席者数 53名（会員41名（うちWeb3名）、他支部9名、
ゲスト2名、事務局1名）
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ますが、改めて経営指針の
策定セミナーに参加され多
くの気づきがあられたそう
です。見えてきたのが事業
承継、10 年ビジョン、会
社の強みでした。
　特にクロスSWOT分析
により内部要因（自社の強
み・弱み）を新たに発見す
ることになり、地域になく

てはならない会社づくりをしなければならないと改め
て感じられたそうです。お2人とも共通していたこと
がレッドオーシャンよりブルーオーシャンをしっかり
見つけ自社の強みを生かすことを探されていました。
お客様の要望意見をしっかり受け止め、徹底的にお客
様に合う商品を探したり、独自の商品開発をされてい
ました。長く経営していて、現場を知っているから経
営指針もしっかりしたものができ、地に足が着いてい
る現実味のある経営指針ができあがっているんだなと
思いました。
　まだまだ新しいことに挑戦されているお2人でした。
弱みをなくして、強みを生かす経営がとても大事では
ないかと気づかされた例会になりました。是非多くの
会員さんに経営指針のセミナーに参加してもらい、地
に足がついた安定した経営を目指していただきたいと
感じました。

（文責　池田　慎）

　経営労働委員会主催の9月例会は昨年経営指針策定
セミナーに参加された、菅さんと張本さんにご報告い
ただきました。お2人とも長年会社の経営をされてい

者など多様な方々を社員として受け入れておられ、そ
ういった自社で働いている方々への「信頼関係」を非常
に重要視されていて、その信頼関係を築くための様々
な考え方や方策など、例会に参加した方々も大きな学
びになったと思います。
　特に障がい者雇用に関しての話になった時には涙な
がらに話されている姿を見て、経営者として社員の
方々に対する「愛情」を強く感じました。
　グループディスカッションでは、「誰もが活躍でき

　9月例会は経営革新チー
ム担当で、フォーラム前最
後の例会ということで、中
村代表理事をお招きして経
営体験報告をしていただき
ました。
　（有）エス・ケイ・フーズ
としてフランチャイズでマ
クドナルドを多店舗経営し

ておられる中村代表理事ですが、学生や主婦、障がい

諫早支部 例会報告
日 時 9 月 21日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 つくば倶楽部・Web

テ ー マ

・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

・60周年の節目に経営指針セミナーで気づ
いたこと

報 告 者

（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

出席者数 50名（会員34名、他支部13名（うちWeb1名）
ゲスト2名、事務局1名）

島原支部 例会報告
日 時 9 月 20 日（火）19：00 ～ 21：15
会 場 HOTELシーサイド島原・Web

テ ー マ 誰もが活躍できる企業づくり
～人を生かす経営の総合実践～

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 49名（会員34名（うちWeb1名）、他支部7
名（うちWeb3名）、ゲスト7名、事務局1名）
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　経営理念を「愛される会社、居心地がいい会社を目
指します。」とし、「仲良く、楽しく」をモットーとした
円満な人間関係が特徴の事業所を創り上げていった軌
跡をお話いただき、非常に共感する部分が多くありま
した。経営とは、人を生かすことであるという学びを
参加者全員で共有することができました。また、ディ
スカッションテーマが「経営者としてあなたが大切に
していることは何ですか？」ということで会員さん同
士の考え方だったり、価値観だったりを知ることがで
きるよいディスカッションとなりました。
　末次さんの要望で、報告時間を少し短く設定し、質
疑応答の時間を多く設けたところも今回の特徴であ
り、末次さんには多くの質問に真摯に答えていただい
たことが印象的な例会となりました。

（文責　倉科　聡一郎）

　末次さんの簡単な生い立
ちから、大学を卒業し、社
会人となり、政治家を志し、
そのなかで、今の指定障が
い者就労継続支援事業所B
型の特定非営利活動法人を
立ち上げた経緯をお話くだ
さいました。
　社会人になったのち、長
崎大学経済学研究科経営学
修士コース（MBA）に進ま

れたり、中小企業診断士の資格を取得したりと経営の
勉強を多くなされ、特定非営利活動法人の事業所経営
は問題なくできるだろうと考えていたところ、甘くな
い現実が待っていたということで、ご自身の経営体験
報告をしていただきました。

外による報告を取り入れた例会となりました。
　今回の報告は、インフレ下にある欧米とデフレ下に

　稲沢さんを座長として今期の活動方針に基づき、外
部からの情報を積極的に吸収することを目的に、会員

　例会全体を通して、中村代表理事のエネルギーと
リーダーシップと「愛」に触発されて、非常に盛り上
がった例会と懇親会になり、島原支部としても来月の

「経営フォーラムin島原」に向けて、盛り上がりと一
体感が一層強まるきっかけになる非常に有意義な例会
になりました。

（文責　高原　啓造）

る職場にするために、あなたは何ができますか？」の
テーマで、それぞれ自社の問題点とそれを解決するた
めの方法を話し合いました。
　その中で「誰もが活躍できるような、しっかりとし
た仕組みづくりが重要で、それによって社内の活性化
につながる可能性もある。」と言った意見が印象に残り
ました。

佐世保支部 例会報告
日 時 9 月16 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 アルカスSASEBO・Web

テ ー マ 経営から学んだこと
～人を生かす経営～

報 告 者 （特非）ハッピーワーク　理事長
　末次　精一　会員

出席者数 44 名（会員 31 名（うち Web1 名）、他支部
10名、ゲスト2名、事務局1名）

北松浦支部 例会報告
日 時 9 月 21日（水） 19：00 ～ 21：00
会 場 松浦シティホテル
テ ー マ 経営者の資産形成のあり方

報 告 者
野村證券（株）佐世保支店
　支店長 　石田　裕　氏
　ウェルス・パートナー課　清水　誠志郎　氏

出席者数 17名（会員10名、他支部4名、ゲスト2名、
事務局1名）
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した。
　資産形成のコツについては、早くからコツコツと分
散（資産・地域・銘柄・投資時期）投資、加えてNISA
等の税制優遇措置を活用することが肝要であるとの内
容で、自身の資産形成は自己の責任において、早い時
期から様々な情報を収集しながら実践していくことが
重要であることが理解できた報告でした。
　今回の例会運営については、直前までグループディ
スカッションを予定していましたが、質疑応答の時間
を多く設けることとしたため中止としました。
　また、今回は、島原支部の経営フォーラムキャラ
バン隊が参加され、報告に対しての質疑も沢山あり、
会の盛り上げに寄与いただき、活発な例会となりま
した。

（文責　森　誠治）

ある日本との比較を行いながら、インフレ先進国であ
る米国から「資産形成のあり方」を観察し、経営者とし
てどのように資産形成のための資産運用を行うことが
必要なのか。一方で、経営者個人の資産形成について
も、近い将来には「人生100年時代」を迎えることを念
頭に、どのように資産形成を行っていくのか、という
内容のものでした。
　様々な統計資料を基に世界（特に、欧米）と日本の経
済の状況を比較する中で、日本が、コスト･プッシュ
型の悪いインフレの方向に振れてきていること、日本
の賃金が90年代から上昇していないことや日銀が多
額に国債を保有することから金利上昇は当面考えられ
ないこと、企業としても、個人としてもインフレ対策
としても預貯金だけでの資産形成は難しく、債権・株
式等（特に、海外）への資産運用が必要となることは、
新聞等のメディアからの情報以上に判りやすいもので

の雇用を考えて、先ずは施設を見学に行ってみては」
などの意見が寄せられました。
　2人目の会員さんは、商品の販路拡大と販売戦略に
ついての相談です。参加者からは「自社の強みと弱み
を整理して他社との違いを認識し、差別化を図ってみ
ては」「商品（塩）に付加価値をつけてみては、農産物と
して加工してみては」などの意見が寄せられました。
　3人目の会員さんは、社員を雇用しても長続きしま
せん。採用時に皆さん、どのような面接をしています
か、採用の決め手はなんですか。との相談に対して「面

　今月の例会は、いつもと趣向を変えて県経営労働委
員長の宇土さんにご尽力いただき、五島支部代表4名
の会員お悩み相談会を開催しました。相談にお応えす
る方は、宇土さん始め例会に参加している会員さん及
びゲストです。
　1人目の会員さんの相談は父親から引継ぐ予定の建
築会社の社員不足、雇用確保についてです。これに対
し参加者からは「経営者の負担を減らすために社員を
育ててはどうか」「仕事の管理をきちんとして協力会社
の整理をしてみてはどうか、受注もだが粗利を残すこ
とも大事」「島外からの雇用を考えてみては」「障がい者

五島支部 例会報告
日 時 9 月 22 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 五島市勤労福祉センター・Web

テ ー マ 会員の要望・相談に応える！！！
お悩み相談例会

報 告 者 宇土経営コンサルタント事務所　代表者
　宇土　敏郎　会員（大村支部）

出席者数 20名（会員8名（うちWeb2名）、他支部10
名（うちWeb4名)、ゲスト1名、事務局1名）
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の悩みを聞いて、自分の悩み解決のきっかけになった
ような気がするとの声も聞かれました。
　最後に今例会を、中心となって進行していただいた
宇土さん、参加者の皆様ありがとうございました。（私
的には、またやりたいな）

（文責　設楽　誠）

談時に自社の理
念や職種などを
はっきりと伝え
る」「選んでもら
える会社、働き
たい会社にする」

「職種にもよるが
高齢者や障がい

者雇用を考えてみては」などの意見が寄せられました。
　4人目の会員さんは、定年された方を再雇用される
際に給料や勤務体系など条件についての相談です。「退
職される方と生活面などを話し合い給料、勤務時間を
決めてはどうか」など再雇用を行っている経験者から
アドバイスをいただきました。
　今回の例会を通して参加された支部会員の皆さんに
同友会は学びだけでなく、経営実践の場となることを
感じていただけたと思います。また例会に参加して人

小企業振興基本条例に担保された振興会議（審議会と
呼ぶ地域も）の状況などを共有しました。ディスカッ
ションではやはり同友会が主体的に地域と関わり、自
ら動くことの必要性と意識が重要であると共通認識を
持ちましたが、「必要だ、大事だ」で終わるのではなく、
具体的にどのようなアクションを明日から起こすか、
というところまで踏み込ませていただきました。現状
に課題意識を持ち、変えていくこと・変わっていくこ
と。地域の政策課題を自社の課題としてとらえて主体
者として活動していくこと。政策委員会の活動・運動
は大きな社会変革運動としての使命感を持っていると
思います。大きな課題ではありますが、動かないと何
も変わりませんので1つずつ喫緊の課題と中長期的な
課題を整理しながら、また委員の皆さんと共に会員企
業・地域の発展のために行動していきたいと思います。

事務局次長　峰　圭太

　委員会の冒頭は3年ぶりに国政に対する要望につい
て内容の確認が行われました。企業経営を取り巻く環
境として、インボイス制度、最低賃金、原材料高騰、
原油高、円安など様々な課題が山積しています。この
ような環境において、「働けば手取りが増える」という
シンプルな仕組みづくりが必要であるとの意見もあ
り、あらためて声を上げることの重要性を認識しまし
た。
　その後中同協松井専務幹事から情勢に関する報告を
いただき、ディスカッションは「情勢と今後の政策課
題について」というテーマで議論しました。全国大会
では久しぶりにグループ長を仰せつかり、広義なテー
マのもと、四苦八苦しながら進行させていただきまし
た。まず初めに各地の事例として行政との距離感、中

日時：9 月 1 日（木）13：00 ～ 17：00　会場：Web

中同協 第１回 政策委員会 参加報告

福井  義憲  会員（長崎出島支部）

万が一の認知症に備えるとしたら、確かに家族信託制度は優れ
た仕組みかもしれない。がしかし、私には自分が認知症になる
とは想像もつかない、実感がわかない。この長いメッセージは、
そんな私にとって読む（視聴する）価値があるのか？私にどう
いう提案をしようとしているのか？

読む（LP） 視聴する（動画）

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・行政書士  福井  義憲

７５歳以上の高齢者ご自身及び左記高齢者の親を持つ５０歳代の
方に見て頂きたいと願い作成しました。
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・両同友会も経営指針成文化と実践において、ス
テップを分けて取り組むことで、多様化した経営
形態に対応している

⑷企業変革支援プログラムについて
　・企業変革支援プログラムVer.2の進捗状況
　　9月14日　最終校正
　　10月上旬　完成予定
　　10月20・21日　第7回人を生かす経営全国交流
　　会inとくしまにてお目見え開始
　・特徴
　　①自己評価から自己変革課題の連続性
　　②これ一枚で自己診断が可能
　　③前回発刊後10年の運動を反映した多面性（共同
　　　求人・社員教育・障がい者問題・経営環境・政
　　　策・経営労働の各委員会が改定に参画した）

《まとめ》
　全国の委員会に参加して毎回考えさせられるのは、
各地同友会活動の基盤となっているのが「経営指針」で
あり、同友会に入会して最初に行うのが経営指針の成
文化であるということであります。
　長崎の現状は、経営指針の成文化の必要性の理解が
進んでいないことが最大の課題であります。
　今回の東京及び宮城の報告さらにグループディス
カッションで新たな活動の方向性が見えましたので、
方向性及び施策の修正を経営労働委員会として半年間
で取り組み、2023年度から新たな体制をスタートさ
せる決意をしました。

経営労働委員長　宇土　敏郎

⑴報告・協議・審議事項
《中同協 経営労働委員長あいさつ》

①「経営姿勢の確立」＝「自分づくり」があり、自分そ
のものを成長させることが同友会運動の醍醐味

　②労使見解の理解と実践の推進
　③労使関係の今日的課題
　④新しい企業変革支援プログラムの積極活用
　⑤「増強する経営労働委員会」になる

⑵《全国大会案内》
　①第7回人を生かす経営全国交流会inとくしま
　　2022年10月20日～ 21日　徳島
　②2023経営労働問題全国交流会（山口）
　　2023年8月末日～ 9月上旬

⑶《事例報告》
　テーマ：経営姿勢確立セミナーの取り組み　
　　　　　（東京同友会）
　テーマ：経営指針基礎講座、経営計画策定講座、
　　　　　経営指針を創る会の取り組み（宮城同友会）
　（報告）

・全国的な課題として個人事業主、小規模事業者が
増えている（東京は1/4）

・多様化する経営形態の増加（組織経営を必要とし
ない経営形態）がある

・経営指針の成文化も対応しなくてはならなくなっ
てきた

　2．どこから中小企業と位置付けするか。
　3．同友会としての姿勢。
　₄．企業のステージに合わせた経営指針セミナーの
　　　進め方

《グループディスカッション》
1．同友会は企業家として雇用を推進する必要があ

る。
2．規模が小さいほうが社長の意向を反映しやすく、

企業理念、姿勢を確立しやすいので、同友会の
中で成長を手助けし、同友会の理想を共有して
いくべきだ。

3．雇用をしていないのであれば、中小企業として
認められないのではないか？

　など、様々な意見交換がなされました。

経営労働副委員長　平野　大介

1．新年度の委員会体制について報告、確認しました。

2．全国行事、関連組織の取り組みの報告、確認しま
　　した。

3．実践事例報告
　東京同友会
　・経営姿勢確立セミナーの取り組み
　宮城同友会
　・3ステップの経営指針セミナーの取り組み
　について報告がありました。

《論点》
　1．一人親方企業の増加の対応。

日時：9 月 2 日（金）13：00 ～ 17：00　会場：Web

中同協 第 1 回 経営労働委員会 参加報告
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₅．各委員会関連の報告事項
　委員会報告を確認しました。

《総括》
　一人親方の課題は全国的な課題だが、経営者の成長
を促す同友会であるべきであると感じました。
　なぜなら、企業の多様化が今後も進み、働き方も多
様性をもたないと、選ばれる企業から離れていく懸念
があるからです。
　企業変革支援プログラムの改訂版のスタートは大き
な契機ですので、全県的、全委員会的に推進していく
ことが重要だと確認しました。

《まとめ》
　中小企業でないから排除という発想は現状に即して
いない可能性が大きく、現実から隔絶してしまう。
　それぞれの会社のステージに合わせた柔軟な対応で、
同友会の理想を共有していき、真の経営者へ道筋を示
すことが大切ではないかとまとまりました。

₄．企業変革支援プログラムの改訂について
　企業変革プログラムの1、2が一冊にまとめられ、
10月20日人を生かす経営全国inとくしまで発表され
ると報告がありました。

会経営労働委員長）と（株）布施商店 代表取締役 布施
太一氏より「経営指針基礎講座、経営計画策定講座、
経営指針を創る会」の取り組みの報告がありました。
　その後、報告を受けてのグループディスカッション
が行われましたが、どのグループも話題の中心は一人
親方で雇用がない方の経営指針の策定セミナーへの参
加の取り扱いをどのように考えるかということでし
た。参加したグループでは議論のなかで以下の労使見
解から学ぶべき4つのポイントについて触れました。

「労使見解」から学ぶべき4つの点
・第一に、社員との信頼関係を築く出発点は経営者の

経営姿勢の確立にあること。
・第二に、全社一丸の経営を実現するためには、経営

指針の成文化とその全社的実践が重要だというこ
と。

・第三に、経営指針の実践のためには、社員を最も信
頼できるパートナーと考え、高い次元での団結をめ
ざし、共に育ちあう教育を重視すること。

・第四に、経営を安定的に発展させるために、労使が
力を合わせて、外部経営環境の改善に取り組むこと。

　以上の4点のうち「第三」を除いた3点は一人親方に
当てはまるものであり、また顧客への責任や自社を永
続させることを考えるといずれ雇用も生まれるのでは
ないか、それならば一人親方の会員にも経営指針の策
定セミナーに参加してもらい、労使見解について学び
を深めて自社で実践して欲しいという意見にまとまり
ました。
　長崎においても現在、小規模事業者向けの経営指針
実践セミナーを開催しております。今回の学びを生か
して、今後より会員の実態にあったセミナー開催に向
け、経営労働委員会で検討し取り組んで参りたいと思
います。
　今回は、貴重な機会をいただきありがとうございま
した。

事務局係長　田口　友廣

　今年度第1回目となる中同協経営労働委員会がWeb
で開催されました。全国からは108名の参加者があり、
長崎から3名が参加しました。
　今回報告事項として、
①新年度の中同協　経営労働委員会の体制について、

昨年度に引き続き委員長を林　哲哉氏（香川同友会）
が務めること、また副委員長5名の担当について確
認がありました。

②今後の全国行事、関連組織の取り組みについて、
2023 経営労働問題全国交流会（山口）はリアル・
Web併用で開催を予定し、開催地の山口同友会か
らは「全国からの参加者が中同協経営労働委員会で
議論されている経営労働問題に触れられ、議論でき
る場としたい」「コロナ禍の2年間で変化した労働環
境や労働問題について大いに議論できる場とした
い」「同友会理念・労使見解・企業変革支援プログラ
ムと、年度や世相が変わっても経営労働委員会とし
て変わらず発信し続けなければならないものに触れ
られる機会としたい」と開催意義の報告がありまし
た。

③企業変革支援プログラム改訂版について、10月上
旬に完成し10月21・22日開催の人を生かす経営全
国交流会inとくしまでお目見えすることが報告さ
れました。またe.doyu上の「企業変革支援PG」は、
現在使用いただいているものは2022年12月末まで
となり、改訂版に合わせた新しいものが2023年1月
にリリースの予定です。過去に登録いただいた内容
は引き続きe.doyu上で確認可能ということでした。

　また今回の委員会では実践事例報告として、前半に
東京同友会の（株）サークルテクノス 代表取締役 田崎
和人氏（（東京同友会 経営労働委員会「経営姿勢確立セ
ミナー」リーダー）より、「経営姿勢確立セミナー」の取
り組みについて報告がありました。後半は宮城同友会
のクラシタス（株）代表取締役社長 廣中聡氏（宮城同友
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佐藤中同協共同求人副委員長の「運動を進めるうえで
事務局がコーディネーターとしての役割をしっかり果
たし、地域課題に一緒に取り組む仲間だ」というフレー
ズに、あらためて主体的に取り組む姿勢と責任、使命
を感じました。
　地域の人育てに中小企業としてどう関わるかという
テーマでのディスカッションでは、若者の県外流出と
いう同じ課題に対し議論を深めました。私は最近の同
友会活動で「若者を地域に残す」という我々目線ではな
く、「若者が自ら地域に残る、または帰ってくる」とい
う若者目線での議論の必要性を感じています。地元や
地元の中小企業の魅力をまずは我々がしっかり理解し
若者に伝え、伝えるだけにとどまらず若者からも情報
をいただき双方向の関係性をつくり地域を共につくっ
ていくことが重要だと感じます。全国の会議に参加さ
せていただくことで長崎の今を定点観測でき、とても
意味のある時間をいただくことができました。引き続
き運動が広がるよう、また委員会に持ち帰り議論して
いきたいと思います。

事務局次長　峰　圭太

　新年度の役員体制など一通りの報告の後、梶谷中同
協社員教育委員長から問題提起、群馬、宮城からそれ
ぞれ実践報告、文部科学省から新学習指導要領の詳し
い説明をいただきました。
　梶谷委員長からは文部科学省が策定した「社会に開
かれた教育課程の実現」という中等教育課程における
新しい学習指導要領に触れ、教育行政と関わっていく
ヒントや学校との連携への可能性を提起いただきまし
た。
　群馬同友会の主なポイントは「社会連携シンポジウ
ム」。10月には第4回目を迎える本シンポジウムは、「学校・
仕事・地域社会をつなぐ」をスローガンとして掲げ、学
校関係者や学生、中小企業経営者が参加し、協働に向
け情報交換・意見交換を行う場として機能しています。
　宮城同友会は白石市・白石高校・東北財務局との連
携事例を報告いただき、継続していくことで実を結ん
だ点を面にする活動内容を学ばせていただきました。

・人材育成というテーマは学校の大きなテーマである
が、企業にとっても非常に大きなテーマであること

・その地域全体が元気にならないと自社も発展できな
い。地域課題を解決するために企業と学校が一緒に
やっていくことは、非常に重要である

・子供たちに地域で活躍していただかないと、地域そ
のものが持続可能でなくなる

・企業が子供たちと接すことで双方に気付きがあると
いうことはいいことではないか

といった会議での意見が紹介されました。
　前記の報告を踏まえて「地域の人育てに中小企業と
してどう関わりますか」というテーマでグループディ
スカッションがありました。私が参加したグループで
は、徳島同友会で取り組まれている学校の先生を会員
企業が受け入れインターンシップを行っている事例が
共有され、大変参考になりました。またディスカッショ
ンが進むにつれ、子供の教育のみならず大人の教育、
特に社会人の学び直しである「リカレント教育」も重要
ではないかとの意見も出ました。学校や地域と関りを
持ち、学び続けることが大切であると確認しました。
　今回学びました「新学習指導要領」について担当委員
会などで共有し、学校や地域とよりよい取り組みがで
きるように検討し取り組んで参りたいと思います。
　今回は貴重な機会をいただきありがとうございまし
た。

事務局係長　田口　友廣

　冒頭に報告事項、問題提議と2県の事例報告があり
ました。（詳細ついては事務局　峰次長の報告をご覧
ください。）
　その後、文部科学省　初等中等教育局　教育課程課
専門官　新見　志歩氏より「新学習指導要領～社会に
開かれた教育課程の実現」について報告がありました。
　学習指導要領とは、全国的に一定の教育水準を確保
するとともに、実質的な教育の機会均等を保障するため、
国が学校教育法に基づき定めている大綱的基準です。
　現在、日本の生徒は他国の生徒に比べ、「自らの参
加により社会現象が変えられるかもしれない」と考え
る割合が低いという調査結果がでているそうです。
　そこで2017 ～ 19年改訂の学習指導要領では「よりよ
い学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を
共有し、社会と連携・協同しながら、未来の創り手と
なるために必要な資質・能力を育む『社会に開かれた教
育課程』の実現」と学習指導要領に掲げられています。
　この「社会に開かれた教育課程」とは新学習指導要領
の基本的な理念であり、いくつかの重要なポイントの
なかで地域と連携・協同しながら目指すべき学校教育
を実現することが大切とあります。
　では、企業にとってなぜ「開かれた教育課程」が重要
かということですが、

日時：9 月 8 日（木）13：00 ～ 17：30　会場：Web

中同協 第８回 共同求人・社員教育合同委員会 参加報告
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にあること。特に組織をつくっていくことでは同友会
での学びの実践があったからこそ組織をつくることが
できたと言われていたことが非常に印象に残っていま
す。
　全国から2236名の方が参加し、長崎からは26名で
参加をしてきました。全国の多種多様な経営者の皆さ
んと話をすることができしっかり学ぶことができまし
た。今回の学びを社業はもちろんですが支部、青年経
営者会の活動に生かし、今後の長崎同友会が活発に活
動していけるように尽力していきたいと思います。

大村支部　岩永　貴彦

　今回はコロナ禍の状況ではありますが、感染対策を
万全に行い現地のみでの開催となり、私は第7分科会
と記念講演に参加をしました。はじめに分科会に関し
てですが、第7分科会は全国より157名が参加、15テー
ブルに分かれて行われ、報告者は福岡同友会  森慎吾
氏でした。なぜ10年ビジョンが必要なのか、なぜ視
座を高めないといけないのかという話から始まり同友
会での学び、社員との関わり方や社内の組織のつくり
方など常に実践を行い、同友会での取り組みと社業の
不離一体の精神で取り組まれている報告を聞くことが
できました。その中で特に印象に残っているのは経営
者としての視座を高めていくことは大事だが社員と対
話する時は、社員の視座、ステージまで降りて話をす
ることが大事である。その中でこっちの視座に興味を
持ってもらい様々な気づきを持ってもらう。経営者の
器が拡がらないと会社の成長はないという報告が非常
に印象に残っています。グループディスカッションで
は「あなたの会社のビジョンは何ですか。実現に向け
てどう行動しますか？」という2つのテーマで行われ
ました。110分のグループディスカッションではあり
ましたが活発な意見交換が行われました。ビジョンを
達成するためになぜ、売上を上げないといけないのか。
売り上げを上げてどこに還元するべきなのか。社員の
評価はどうしていったらいいのか。コミュニケーショ
ンはどうとればいいのか。自分はこの仕事に満たされ
ているのか。報告を聞いて様々な気づきや悩みがグ
ループ内でたくさん出てきました。雰囲気としては皆
さんざっくばらんに話をし、その場で解決策や、こう
して乗り越えた体験談などその場で悩みが解消される
場面もあり全国大会のグループディスカッションのレ
ベルの高さ、熱い情熱を持った経営者の方々の話を聞
くことができ素晴らしい分科会だったと感じました。
　記念講演は「圧倒的な事業モデルの創出と、その成
長を支える強靭な組織づくり～「事業」・「組織」・「同
友会」の圧倒的な進化のための発想転換～」という題材
で講師は兵庫同友会副代表理事である有本哲也氏でし
た。休眠していた両親の会社と借金を背負い試行錯誤
をしながらどうにか売り上げをつくり借金を返済さ
れ、その後、企業が伸びていくきっかけが同友会活動

日時：9月 15・16日（木・金）  会場：（メイン会場）神戸ポートピアホテル /（分科会会場）アリストンホテル神戸

第50回 青年経営者全国交流会 in 兵庫 参加報告

第７分科会　テーマ：理念なき共同創業から、ビジョン経営への道のり

　　　　　　　　　　 ～仕事を嫌がる社員の言動が圧倒的に変わった話～　

　　　　　　 報告者：（株）アール・ツーエス　代表取締役　森　慎吾氏（福岡同友会）
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組みについても報
告がありました。
　分科会では報告
とグループディス
カッションを通じ
て、「強い思いは
必ず実現する」「良
いことだけではな

く悪いことも公開することが大切である」「全ては自分
が源泉である」そして「経営指針の共有・浸透には自己
開示が大切である」と学びました。
　2日目は兵庫同友会　副代表理事の有本　哲也さん
の記念講演がありました。講演内容については、上記
の大村支部　岩永さん・五島支部　設楽さんの参加報
告でも言及されていますが、ここでは「どんなに危機
的な状況でも試行錯誤を繰り返す」「常日頃から考えて
考え抜くことで見えてくるものがある」、そして「考え
るだけでなく行動する」ことの大切さ」を学びました。
　2日間に渡る青全交の終了後に中同協　青年部連絡会
が開催されました。
　連絡会では2022年度の体制、各地の状況・課題の共
有、2026年度の青全交の募集開始について報告があり
ました。（2026年度の青全交は長崎開催に向け立候補を
予定しています。）
　連絡会の後半では、青全交でしっかり学んだ後ではあ
りましたが、再度グループディスカッションを行い、この
青全交で学んだことをどのように実践していくか、またお
互いの悩みについても本音本気で熱く語り合いました。
　久しぶりにリアルでの全国大会に参加し、顔を合わせ
てのディスカッションの良さ、生の報告・講演の臨場感か
ら伝わるものがあると改めて感じました。また、徹底し
た感染対策や設営についても勉強になりました。
　この2日間の学びを長崎での同友会運動に生かし実践
して参ります。今回は参加させていただきありがとうござ
いました。

事務局係長　田口　友廣

　コロナ禍のため昨年と一昨年はWebで開催された
青全交ですが、万全の感染症対策のもと3年ぶりにリ
アルで開催されました。長崎からは26名の参加、全
体で2258名登録と現地開催では過去最高の登録数と
なり、多いに盛り上がり学び合いました。
　分科会は「共に学び、共に育ち合う社風づくり」を
テーマとした第9分科会に参加しました。
　報告者の藤村さんは日産自動車・中古車の販売店を
経営、徳島県内に11店舗あります。また今年4月に就
労継続支援Ａ型事業所を開所されています。
　藤村さんは4代目として社長に就任した際に、「社
員一人ひとりが輝ける会社にする」と宣言しましたが、
ある事件がきっかけで社内の信頼を失い、どうしたら
いいかともがき、経営指針の成文化に取り組みます。
成文化セミナーでは先輩会員とケンカになるくらい白
熱しましたが、そこで自己開示が大切なことに気づか
されます。自分自身をさらけ出し社員と真剣に向き合
い始め、関係が大きく変化しました。
　また徳島は労働人口が急激に減っており、このまま
では近い将来多くの企業が体制を維持できなくなりま
す。そのような環境下で選ばれ成長し続けるために、
社員の夢を実現しながら社業の発展を一致させる取り

第９分科会　テーマ：輝く社員と地域を救え !!　～全社員が夢を叶えられる会社へ～　

　　　　　　 報告者：（株）日産サティオ徳島　代表取締役社長　藤村　泰之氏（徳島同友会）

　コロナ禍の中、愛知・岐阜が繋いでくれた思いをもっ
て今回の開催にあたってリアル開催と2,000人にこだ
わったと思いを語られ、思いのバトンを繋ぎ、仕組み
も繋いでいきたいと話されました。青全交参加者は1
日目2,236名、2日目1,150名の参加者数でした。
　続いて2023年広島青全交の企画概要等、広島の実

青年経営者会会長　宮﨑　洋輔

議題１　青全交、青年部連絡会について

　議題1では、中同協 青年部連絡会の体制について
説明があり続いて兵庫青全交について橋崎実行委員長
の話がありました。

日時：9 月 16 日（金）13：00 ～ 16：00　会場：神戸ポートピアホテル

中同協 第35回 青年部連絡会 in 兵庫 参加報告
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　次に「兵庫青全交の2日間で何を学んだか？来年広
島青全交までに何を実践するか？」というテーマでグ
ループディスカッションしました。
　リアル開催で熱を体感することの大切さや、困難な
状況でも同友会の学びを実践し全国で報告している姿
をみて自分自身を見直すことができました。次回の青
全交までにもっと本気本音で語れる自分になり周りの
人たちを巻き込んで支部が活性化したことをここにい
るメンバーに報告したいなどの意見が出ました。
　また主体者とは何かというもう一つのテーマでディ
スカッションしました。
　成果を決め周りを巻き込んで行動すること、人の意
見に左右されずに目的に向かって全力で行動するなど
の意見がでました。参加して真剣に取り組むことが大
切だとまとまりました。
　今回、中同協　青年部連絡会に参加して全国の熱い
思いを持った経営者の仲間たちとリアルで交流できた
ことは素晴らしい学びになったと感じました。次回も
リアルで参加して学びに繋げていきたいと思います。

行委員長より説明がありました。
　開催地スローガンは、
　「主体者であれ」
　～学びは広島に　あなたがやらねば誰がやる～
分科会は20分科会を予定しており参加目標を2000名
でリアル開催と説明がありました。
　次に今後の青全交ついて説明があり、2024年は宮崎、
2025年は香川、そして2026年開催地については、前
回の開催地決定ルールが参加率・増強率だけでその他
が曖昧になっていましたが今後は明確なルールを決め
て決定すると説明がありました。

議題２　各同友会青年部活動の現状と課題、展望につ

　　　　いて

　各ブロックの青年部活動の報告があり、九州・沖縄
ブロックでは3か月に1回の九州・沖縄ブロック青年
部連絡会を開催すること、来年度佐賀同友会が青年部
を立ち上げることを森ブロック長から報告がありまし
た。

三つの目的達成のために集結し、研鑽する。」です。

　今回は、10月14日（金）に開催される第28回経営
フォーラムin島原実行委員の皆さん6名、11月11日（金）

　ダイヤモンドクラブは、代表理事経験者ならびに
20年以上の在籍会員、及び現役代表理事、事務局長
で構成されます。活動目的は、「天は自ら援くるもの
を援く。我々は、若い感性と行動力をもって、同友会

日時：9 月３日（土）18：00 ～　会場：サンプリエール

出席者数：会員 18 名、ゲスト 12 名、事務局 1 名

ダイヤモンドクラブ総会・第１回例会 開催報告
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諫早支部 第１回 経営者塾 開催報告

各行事の成功に向けて、中村こずえ代表理事から熱い
メッセージをいただきました。
　最後は、ダイヤモンドクラブ恒例のひとり一言。皆
さん、マイクを離さない、離さない！
　入会のきっかけ、同友会での学び、自身の変化、自
社の発展、地域貢献の取り組み等々、皆さんのミニ報
告が続き、ダイヤモンドクラブ例会の奥深さを痛感し
ました。
　本当にあっという間に松尾照美副会長による閉会挨
拶の時間となりました。もちろん今回も同友会の歌を
披露していただきました。
　ダイヤモンドクラブメンバーと若い世代の会員の皆
さんとの何とも言えない化学反応からは、長崎同友会
の歴史の重みと未来に向けての大きな可能性を感じ得
ることができました。各行事の成功は間違いないと確
信しました。

（文責　事務局　山田　幸司）

に記念式典が開催される創立50周年記念事業実行委
員のお2人（ダイヤモンドクラブ内の委員3名）、2026
年度の青全交誘致が理事会で承認された青年経営者会
の役員5名の皆さんをゲストに迎え、各行事の成功に
向け、ダイヤモンドクラブとしていかに協力していく
かがメインテーマでした。
　司会は名人岩崎誠一副会長。金子寛道会長の挨拶の
後は、今期新入会員の大村支部　宮田正一会員にダイ
ヤモンドクラブ独自のバッジが贈呈されました。
　その後、2021年度の活動報告と収支報告を私が報告、
承認いただきました。
　続いて、創立50周年記念式典で上映される記念映
像用の映像撮影を行いました。
　松尾慶一相談役の開会挨拶と乾杯で始まった懇親交
流会は、新型コロナウイルス感染症の感染対策に十分
配慮しつつ、たいへん盛り上がりました。
　経営フォーラムのキャラバン、創立50周年記念式
典のキャラバン、青年経営者会のキャラバンと続き、

ないことがあるので、早めに内容を理解しておく必要
があると思いました。
　個人事業主にはかなり負担がかかるような場合もあ
るかもしれないので、取引先と先に話し合っておく必
要があるようでした。インボイス導入と同じく、事務、
経理のDXも同時に求められてくるのが予想されるの
で、早めに対策をされた方がいいと思います。
　DX化することにより、業務の簡素化が期待され、
経理も楽になるそうです。会社の資金もすぐに確認で
きるなどメリットもたくさんありそうでした。
　皆さんかなり興味があったみたいで、質疑応答が時
間オーバーでした。
　3月までに登録が必要とのことだったので、また第
2回目の開催を行ってもよいのではないかと思いまし
た。

（文責　諫早支部　寺尾　昌晃）

　第1回目は2023年10月からスタートするインボイ
ス制度。経営者なら知っておかないといけない制度だ
と思います。諫早の経営者塾ではディスカッションは
なしで、講座と質疑応答のみで開催していて例会とは
少し違う立ち位置で行っています。
　インボイス制度ではいろいろと理解しなくてはいけ

日時：９月６日（火）　会場：諫早福祉会館　テーマ：インボイス制度事前準備対策セミナー 

報告者：（税）ネクスト・プラス　代表社員税理士　東　大智氏 /（株）マネーフォワード　小高　将氏
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今後について：
質問「貴社で『特別支援学校』に通う生徒の『職場実習』
を受け入れることができますか?」に対して、「受け入
れの手順を知りたい、または検討・社内調整」という
会員が9％いる。
この会員にどのようにアクションをしていくかがこれ
からの課題である。
支部のダイバーシティ委員会で今後どのようにアプ
ローチしていくか検討してほしい。

（例として）
・実習受入の経験がある会員がアドバイスする
・特別支援学校の先生を企業にお連れして説明しても

らう

（その他）
・各支部のダイバーシティ委員が地域の特別支援学校

の先生と連携することが肝要

【参考資料（これまでの実習受け入れに手を挙げていた
だいた会員数】

（文責  ダイバーシティ委員会  委員長  梶原  由美）

　ダイバーシティ委員会では、特別支援学校の実習受
け入れアンケートを2020年より行っております。
　秋・冬の実習受け入れアンケートでは返信率40.6％
をいただきましたことに、会員の皆様のご協力に感謝
申し上げます。

　今回のアンケート結果を会員の皆さんにご報告し、
今後の特別支援学校実習受け入れ企業のご紹介に繋
がっていくことを切望しております。

　以下、2022年6月24日～ 9月30日に実施したアンケー
トの結果、及び今後についての活動予定です。

今後について：補助金制度等、公的支援の活用の知識
を得て、雇用しやすい環境整備が必要になる

今後について：委員会活動を広報していく

今後について：特別支援学校との交流会を行うなど連
携を強化し、学校見学会の機会を増やす

ダイバーシティ委員会 特別支援学校実習受入アンケート結果報告

実習受け入れに手を挙げていただいた
会員数推移

11

2020年
秋・冬

2021年
秋・冬

2022年
秋・冬

2021年
5・6月

2022年
5・6月

10

14

17

30
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長崎新聞　9 月 11 日  大村支部　髙瀬　邦彦 会員

長崎新聞　9 月 12 日  長崎浦上支部　吉澤　健 会員

長崎新聞　9 月 27 日 
佐世保支部　横山　昌隆 会員、
北松浦支部　森　誠治 会員
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した。スタッフが全員退職するという事態が起きます。
「経営の基礎が定まっていなかった。スタッフを信頼
してはいたが依存していた。他店との売上比較など本
来は自分軸ですべき経営を他人軸でしていたし、撤退
も考えた」と辛そうに当時を振り返る中山さん。それ
からは笑い声が絶えない、スタッフがイキイキと働く
ことができる家族のような会社づくりに力を注ぎまし
た。

【ビジョンを描き想い続けることの大切さ】

　創業から170年の歴史。“小売業”という基礎は変え
ずとも常に時代の変化に応じて新しい挑戦を続ける中
山さん。2017年には「九州の生産者を未来と海外につ
なげる」をテーマに「九州みやげ　いろはや出島本店」
をオープン。2022年には長崎駅にある長崎街道かも
め市場にも出店、今ではアパレル、お土産を各2店舗、
地元島原にギャラリーを1店舗経営し、さらなる事業
展開を描いています。その原動力となる経営理念（社
是）は
・スタッフ一人ひとりのチームワーク！
・お客様の明日を演出、新しい未来を創造！
・日本で一番お客様のありがとうを集めることができ

るお店！
です。小売業という強み、ローカルという強みを生
かし、コミュニティとして地域に位置づける「長崎の
〇〇」という店舗をつくっていきたいという熱い熱い
中山さんの挑戦はまだまだ続きます。

＜会社情報＞

　（株）いろはや
　〒855-0805 島原市堀町185番地
　電話番号：0957-64-1668
　http://www.irohaya.info/

（文責　事務局　峰　圭太）

　第28回経営フォーラムを大盛況のうちに終えた島

原支部長、（株）いろはや：中山  実津雄会員にお話を

伺いました。

【自分を見つめなおすことの大切さ】

　島原に兄1人と姉
3人に揉まれて育っ
た中山さん。兄には
別 の 夢 が あり、 小
さいころから家業を
継ぐイメージを持っ
ていたそうです。18
歳、19歳時に大学受
験に失敗し、ご自身

「暗黒の時代」と呼ぶ
ほど挫折を経験されます。それでも合格した東京の大
学に進学することになりましたが人と会うことが怖く
引きこもりのような生活を送ります。時はバブル全盛
期。周りとのギャップは何も見つけることができない、
何がしたいかわからない中山青年をさらに追い込んで
いきました。「このままでいいはずがない、もっとで
きるはず」そう考えた中山さんは一念発起、19歳の夏、
アメリカに渡ります。
　ここから中山さんの人生が大きく動き出します。“世
界をもっと知りたい”そこからさまざまな国に赴き、
文化と人に触れ、自分は何をしたいのか？魅力は？生
きる意味とは？自分と向き合う時間ができ、さらに休
学して上海の大学に留学した経験も中山さんの世界を
大きく拡げるきっかけとなりました。

【挫折から学び、実践することの大切さ】

　帰国、卒業後兵庫や東京の商社で経験を積み30代
で帰崎、家業を継ぐことになります。しかし目の前に
は廃れていく地元の商店街。どうにかしたい思いはあ
るものの無力。ここでもまた中山さんを大きく動かす
メンターとの出会いがありました。同じようなアパレ
ルのお店を経営するY氏から、みらい長崎ココウォー
クへの出店の話をいただきます。島原でしか経験がな
い中山さんにとってこの話はとても受け入れることが
できず断るつもりでいたものの、他の先輩経営者から
も「チャンスをつかめ！」と檄をいただき決心、2009
年に「BOTANICAL GARDEN（ボタニカル ガーデ
ン）」を出店します。何とか軌道に乗ってきた5年目で

事務局企業訪問 事務局企業訪問 

左  中山  実津雄会員　右  織田  哲平会員
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１０月理事会  報告
10月6日（木）／つくば倶楽部23名・Web7名
出席30名（理事23名、第28回経営フォーラム実行委員長、創立50周年記念事業実行
委員長、事務局5名）

開会あいさつ （抜粋）－時政策委員長

今日は久しぶりにリアルで参加しました。懇親会も開催されるので、みなさんと懇
親を深めたいと思っています。また、理事会がどうなるかで懇親会が盛り上げるか
どうか決まると思いますのでしっかり協議しましょう。昨日、政策委員会を開催し
ました。11月に知事を招いての会を開催します。我々の意思を県に伝えるにはもっ
と丁寧に取り組んでいかなければと感じています。11月はみなさんご協力をお願い
します。同友会のさらなる盛り上がりにつながればと思います。本日はよろしくお
願いします。

仲間づくりについて

１）入会・退会・企業変更の承認について－小川専務理事
→2名の入会、5名の退会、1名の企業変更を承認

２）9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－会員数が少し減少していますが経営フォーラムの

後には増えると思います。退会者が出ているので、フォローをしていくことが肝
要だと思います。9月30日の県仲間づくり委員会で退会者数を減らす動きをしま
しょうと話をしました。今後変わっていくと思います。

・中村代表理事－まだ入会して1 ～ 2年しか経ってない方が退会されています。退
会理由を見ると、時間が合わない・他を優先したいなどありますが、同友会を知
らずに辞めるのは残念だと思います。また、支部の例会の報告者が外部の方や他
支部の方が多いように思います。もっと自支部で報告をしてない人にスポットを
当て、早めに報告してもらいましょう。そうすることで同友会のことを知って
いただけるのではないでしょうか。みなさん、支部の役員会で話をしてください、
これが強につながると思います。よろしくお願いします。

協議・承認事項

１）例会・懇親会等の開催にあたっての提案について－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 －これまで同様を提案します

　→現状通りを承認

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～

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 浦

うらさき

崎　風
ふう

企 業 名（株）アドミン
役 職 名  取締役

企 業 住 所
〒850-0862
長崎市出島町5-12
セレスティアカネガエ402

T E L 050-5490-0976 F A X

業 種 ＳＩ業・ＰＲ業

企 業 PR

■SI事業
システム構築、保守運用/メタバースソリューション/パッ
ケージソリューション/IoTソリューション
■PR事業
PR、広報/SNS活用、SNS広告、Web広告/Webコンサル
ティング/Webサイト制作、保守運用

スポンサー 安井　忠行

支 部 名 島原支部
氏 名 都

つ る

留　明
あ す か

日香
企 業 名 日本生命保険相互会社（島原営業部）
役 職 名

企 業 住 所 〒855-0042
島原市片町588

T E L 070-7796-6738 F A X

業 種 生保・損保トータルパートナー
スポンサー 織田　哲平

支 部 名 大村支部
氏 名 山

やまもと

本　裕
ひろひと

人
企 業 名（株）グリーンテック九州
役 職 名

企 業 住 所 〒856-0023
大村市上諏訪町1529

T E L 0957-47-9920 F A X 0957-47-9921

業 種 解体業
前 会 員 出口　安紀

支 部 名 島原支部
氏 名 村

むらよし

吉　穣
ゆたか

企 業 名 ＥＶＩＳ
役 職 名 代表者

企 業 住 所 〒855-0803
島原市新町1丁目483-1

T E L 0957-60-4335 F A X

業 種 飲食業

企 業 PR
昼は島原農業高校前で、から揚げを中心としたテイクアウト
専門店「トリコ」、夜はバー「EVIS」で皆様のご来店をお待ち
しています。 

スポンサー 織田　哲平

新入会員の皆さんです <９月入会・交代 > （敬称略）

＜入    会＞

＜交    代＞

支 部 名 北松浦支部
氏 名 森

もり

　誠
せ い じ

治
企 業 名 西海みずき信用組合
役 職 名 理事兼佐々支店長

企 業 住 所 〒857-0311
北松浦郡佐々町本田原免84-1

T E L 0956-62-2118 F A X 0956-62-2110

業 種 金融業（信用組合）
企 業 PR“つながる心　ひろがる笑顔”

前 会 員 前川 　浩二
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・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
（織田実行委員長）
登録が350名になりました。島原支部は76名の会員のうち73名が参加、返信率は
100％です。「強」として盛り上がってきています。「増」として、86名のゲストが参加、
そのうち60名が現地ということで、入会につながるように仲間づくり委員会と連携
して、フォーラム後には企業訪問し、11月例会や11月14日の仲間づくりの日に参
加してもらえるよう声をかけフォローしていきます。今年度の仲間づくりの目標の
100名を達成したいと思います。コロナ対策として、分科会・記念講演の事前動画
の撮影をしました。何が起きても学びを止めない準備をしています。みなさん、10
月14日は参加いただけるように体調管理お願いします。

（中山島原支部長）
目標を上回る成果が出ました。みなさんのご協力の賜物だと思います。支部長のみ
なさんをはじめ、理事のみなさんお世話になりました、ありがとうございます。事
務局　峰さん、今日の今日まで一緒に動いていただきありがとうございます。

３）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／ 10月18日（火）（三役・実行委員）
・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

（金井実行委員長）
各支部のみなさん、記念映像用の撮影にご協力いただきありがとうございました。
懇親会の際の支部別アピールの準備、よろしくお願いします。参加登録が179名と、
まだ目標の半分です。ご協力よろしくお願いします。50周年の記念事業は先輩の
会員に感謝を伝える場にもなると思います。今の同友会は先輩への感謝を伝えると
いった雰囲気が欠けていると思います。感謝の気持ちを伝えることができることで、
お互い様の気持ちが出て、よい雰囲気になるのではないでしょうか。

４）賀詞交歓会についての提案－田口事務局係長
→開催日　2023年1月27日（金）、会場　サンプリエール、スケジュール、内容、来

賓について承認。予算については今後提案することを確認

５）2023年度　代表理事推薦について－金井役員選考委員長
・本日（10月6日（木））18時より役員選考委員会を開催

（金井役員選考委員長）
先ほど役員選考委員会を開催しました。満場一致で中村現代表理事を来期の代表理
事として理事会に提案させていただきます。
→中村現代表理事を来期の代表理事として総会へ上程することを承認

６）2023年度　第29回経営フォーラムin五島についての提案－設楽支部長
→開催日　2023年11月22日（水）、使用会場（分科会　カンパーナホテル／観光ビル

はたなか・全体会・記念講演　福江文化会館・懇親会　カンパーナホテル）につ
いて承認

７）台風被害のお知らせとお見舞金の対応について－中村代表理事

・三役会 －今後、更なる風水害の被害の増加が予想されるため、お見舞金は今回
限りを提案

→三役会案を承認

報告・連絡事項

１）9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＞9月26日（月）19：00 ～ 21：00　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞

（1）グループ長の進行、グループディスカッションについて
（2）8月例会の反省（気づき）および9月以降の例会について
（3）2022年度例会表彰上期の確定
★4月～ 9月におけるゲスト参加数（延べ、会員資格対象）
　①島原／ 29名　②佐世保／ 25名　③長崎浦上／ 24名
★4月～ 9月における会員出席率（6 ヵ月平均）

①諌早／ 38.2％　②五島／ 37.5％　③島原／ 36.2％（※ただし、県の平均
39.375％を上回ることが条件）各支部県平均に満たないため該当なし

★4月～ 9月における会員参加数（延べ）
　①大村／ 238名　②長崎浦上／ 215名　③佐世保／ 209名

例会

★4月～ 9月における返信率（6 ヵ月平均）
　①佐世保／ 92.0％　②島原／ 82.1％　③五島／ 81.7％

（4）人をつなぐ2委員会より
・2月に行われる仲間づくり例会の概要を議論。

　仲間づくりにつながる内容を話せる報告者を検討。パネルディスカッ
ション形式で中村代表理事をコーディネーターに迎える。

（5）その他持ち寄り議題
・各支部今期１度も出席のない会員が20％～ 30％程度の予測。詳細を各支

部に分析依頼。
・例会案内デザインをより印象的に作成し、出席率アップを目指す。情報

広報委員会への依頼と根回しと連携。

仲間
づくり

＜委員会開催日＞9月30日（金）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞大村中地区公民館・Web
＜報告事項＞
今回は、いつもとは形式を変更し、ディスカッション形式で行い、どうす
ればゲストを呼び込めるのか？また、参加したゲストをどのようにフォ
ローするのか、仲間づくりを如何にして組織的に行い、戦術的・戦略的にし、
如何に活動を止めないか？の討論を行いました。また、11月14日の第2回
県下一斉仲間づくりの日の方針を決定いたしました。

経営
労働

＜委員会開催日＞9月27日（火）19：00 ～　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞

《委員会活動》
（1）今年度の活動方針
（2）具体的な活動

2-1　各支部の活動
今期の各支部委員会活動を①委員会活動、②4委員会活動、③経営者塾、
④その他　で説明していただいた
支部での状況の共有化と活動の水平展開を考えていただいた。
各支部共に活動中であったり、企画中であった

2-2　経営指針アンケート（100％回収を目指す）
　　7/29現在　　62.1％　（前回から　－0.1％）

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：支部委員会内で検討し、中止し、新たな企画をする
　　・小規模事業者向け　№2開催　6名＋ゲスト1名／ 7名申込
　2-4　中同協　第1回　経営労働委員会　報告
　　※詳細はDOYUニュースに記載
　　《ポイント》

①各地同友会の会員構成が小規模事業者、個人事業主が増えて現在の
経営指針の策定方法では対応が難しくなりつつあるので、今期の残
りを使って来期以降の新たな組み立てを考えることで経営労働委員
会として了解していただいた

→経営指針実践セミナーを細分化し、項目別に、会員の状況に合わせ
て講座を用意する

　　①企業変革支援プログラムVer2　が10月中旬発刊される
　　　長崎も内容を精査し、今期中に説明会と勉強会を開催する
　2-5　4委員会活動を県と支部間でも支援する
　　　・県4委員会　（9/2開催　宇土・平野参加）
　　　・支部委員会開催時は担当県役員に連絡する
　　　　（8/25諫早支部　宇土参加、9/7佐世保支部　宇土参加）
　2-6　経営者塾の開催（開催目標：10講座）
　　現在開催済⑤（県①、大村①、諫早①、佐世保②）
　　・基本は各支部開催とする
　　・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＞9月委員会は無し
＜報告事項＞
・11月9日（水）　第3回新入社員フォローアップ研修
　10：00 ～ 12：00　開催場所未定　Web併用
・12月14日（水）　岡山同友会　社員共育大学現地参加
　理事の皆さんのご参加もお待ちしています。

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞9月26日（月）19：00 ～ 20：00　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・ダイバーシティ委員会例会準備
・10月24日　委員会開催前の勉強会
　講師　長崎大学　岩永竜一郎先生
　テーマ　「坂本竜馬も発達障がいだった！」

共同
求人

＜委員会開催日＞9月27日（火）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞諫早市社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・高校・大学との取り組みについて
〇長崎総合科学大学
　キャリアⅠ（1年生60名～ 70名）

企業の課題をプレゼンし、学生がグループに分かれ解決策を検討し最終
的にプレゼンする

　キャリアⅡ（2年生70名～ 80名）※前期は価値観授業
学生が企業をインタビューし、他己紹介する。企業側が思う強みや弱み
を学生がどのようにとらえ、紹介してもらえるか→7社希望

〇活水女子大学　※昨年度は女性起業論2名、基礎セミナー 1名登壇
→昨年は2年生対象に女性起業論。今期から同授業が3年生対象になった

ため、履修済みとのこと。しかし1名の留学生のみ未履修。どこか企業
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共同
求人

訪問できないか、との打診　
〇長崎南山高校

2年生対象にゼミ。テーマに基づき学生が企業訪問しインタビュー予定。
長崎浦上支部と長崎出島支部を中心に、田中副代表理事と峰次長で企業
の当て込みを実施。

〇長崎大学経済学部参加報告（野方委員長・峰次長）　※価値観授業
⇒総合科学大学の学生とはまた別の特長を持った学生さんもいて非常に

有意義な経験をさせていただいた。
・インターンシップ受け入れフィードバック授業
→授業に関しては山口氏と調整した結果、上記の授業を展開
・インターンシップ受け入れ結果報告例会
→島原支部12月例会にて報告予定。学校側は翌日などの授業に支障がなけ

ればぜひ！との反応。
⇒共同求人委員会プレゼンツ経営者塾と共催で開催を進める。（12月20日

開催予定）委員会としては動員のサポートを実施する。
・2022年度NAGASAKIしごとみらい博について
→11月19日（土）11：00 ～ 16：00
「同友会」として応募、時間帯を分け、会員企業が参加あるいは事務局が
常駐し、企業パンフレットを配布

・JETROとの取り組みについて
ダイバーシティ委員会で2月の委員会例会の前後に外国人雇用をテーマに
した勉強会を実施予定。
共同求人委員会も来ようという部分で関りがあるので当勉強会に協力し
ていく

政策

＜臨時委員会開催日＞9月9日（金）16：30 ～ 18：00　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
◆11月に開催予定の県行政との意見交換事業「大石賢吾知事とミライの長崎

を語ろう集会」（仮）の内容について緊急協議を行った。意見交換テーマの
元となる調査を実施中ですので、会員各位のご協力をお願いします。

（時政策委員長）
理事のみなさん、アンケートに100％の回答お願いします。支部役員のみな
さんにもご回答いただけるようご協力お願いします。

情報
広報

＜委員会開催日＞9月27日（水）19：00 ～ 20：30　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌 編集会議
・広報誌、ホームページのリニューアル
・8月ビジョン委員会で田浦委員長がビジョンを報告
・現在、情報広報委員会は「広報誌編集部会」と「リニューアル部会」と合わ

せ、毎月3回、会議を実施

ビジョン

＜委員会開催日＞9月30日（金）19：00 ～ 20：20
＜開催場所＞同友会事務局・Web
＜報告事項＞
経営労働委員会の新ビジョン案を決定し、理事会に上程することが決まり
ました。

経営労働委員会・新ビジョン案
　1　人を生かす経営が実践されている。
　　1-1　経営指針実践セミナー参加者が毎年80名いる。
　　1-2　経営指針発表会が毎年開催されている（50社）。　
　　1-3　支部で人を生かす経営4委員会が定例開催されている（全支部）。
　2　支部で経営労働委員会が定例開催されている（全支部）。
　3　支部で経営者塾が開催されている（5回／年間　全支部）。

人を生か
す経営 4
委員会

＜委員会開催日＞9月2日（金）19：00 ～
＜開催場所＞諫早市社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・語り部への道の名称について、4委員会の第6次ビジョンをつくりこんで

いきながら決めていく。「語り部への道」を仮称として進める
・語り部への道のマトリックスについて協議。再度プロジェクトにかけ、

検討し本委員会に諮る
・第6次ビジョンについて協議。新案を委員会として承認。ビジョン委員会

に提案する

・人を生かす経営全国交流会　宇土実行委員長と事務局担当の峰次長とで
実行委員会の組織について打ち合わせを行う

・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＞9月26日（月）18：00 ～ 19：30　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・記念植樹式（10月18日（火））の詳細について
・各支部記念映像の撮影協力ありがとうございました。出し物もよろしく

お願いいたします。

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞ 9月7日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞事務局・Web
＜報告事項＞
・9月15・16日（木・金）　第50回青年経営者全国交流会in兵庫に26名参加(青

経会員15名)
・9月16日（金）　第35回中同協青年部連絡会in兵庫に7名参加
・9月20日（火）　長崎浦上支部・青年経営者会合同例会を開催
　報告者　宮崎同友会青年部会長　迎 敦雄会員

２）例会について（更なる充実をめざして）－浦崎例会委員長
いつも同じ人がグループ長にならないようにしてください。ある程度例会への参加
がある方で若手や新人でも積極的に任命し、ベテラン会員がフォローする仕組みを
取るなどしてください。グループディスカッションの時間が取れないという意見が
あります。初めに自己紹介と質問をしていると思いますが、質問は報告中にグーグ
ルフォームを利用して集約などしてはどうでしょうか？グーグルフォームは簡単な
ので、支部の役員会で検討してください。グループ長のまとめについて、発表者任
せにせずグループで議論された内容をグループ長が取りまとめてください。各支部
出席率の伸び悩みが課題です。返信率はあがっていますが例会の出席率につながっ
ていません。各支部の例会委員長に1年間例会に参加していない人がどれくらいい
るか洗い出してくださいとお願いしています。例会委員会としても何の反応もない
方に苦労されていると思いますが、ここを考えていってはどうかと思います。

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・仲間づくり委員会ともに熱いです。島原での経営フォーラムで緑の名札を
つけたゲストの方をフォローしてください。

・金田副代表理事－経営労働・共育・ダイバーシティ・共同求人（人を生かす経営4
委員会）
4委員会とも活発に活動しています。人を生かす経営4委員会として語り部への
道と第6次ビジョンの策定をすすめています。入会歴が浅く退会してしまう方を
どうにかしたいと語り部への道を策定していますが、早急にすすめていきたいと
思います。また徳島での人を生かす経営全国交流会に参加し、情報を得て、今後
の長崎での開催に生かしたいと思います。

・江口副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
3人の委員長が熱いと感じています。3委員長に頑張ってついていきたいと思います。

４）その他・質疑応答・情報交換等
・9月17日（土）　田中副代表理事－西九州新幹線試乗会参加

閉会あいさつ  －江口副代表理事

今日はいろいろな話がこの時間ではできませんでした。もっと綿密に話をしなけれ
ばいけないと感じました。人は人間についてくると感じました。島原の経営フォー
ラムで動員目標が達成しましたが、実行委員長も支部長もみなさん熱く、ついて行
こうと思いました。11月の創立50周年記念式典も実行委員長はじめ委員のみなさ
んも各支部頑張っています。盛り上げていきたいと思います。今日は設楽五島支部
長が現地に来られて、来年の五島経営フォーラムを盛り上げようと提案してくれま
した。応援していこうと思います。人間としての魅力を磨かなければと感じていま
す。みなさん協力して長崎同友会がますます発展するようよろしくお願いします。
本日はおつかれさまでした。

※　次回開催予定　11 月 2 日（水）19 時　つくば倶楽部・Web

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

会　員　数（１０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 112 111 111 89 76 158 31 20 708

退 会 者（敬称略）

会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月
水 元　 直 美 （同）ルーマ 長崎浦上 2022年  6月
倉 橋 え り 奈 （株）ライフプラザパートナーズ 長崎出島 2021年  8月
田 川　 哲 平 田川空調 佐 世 保 2018年12月
熊 屋 誠 一 郎 （有）牛蒡餅本舗　熊屋 北 松 浦 2017年 3月交代
福 島　 哲 也 （有）ロイヤルオート長崎 北 松 浦 2013年  3月

●企業住所等変更

宇土 敏郎 会員（大村支部）

新企業名：宇土経営コンサルタント事務所



11 月
長崎浦上

大地のめぐみをみなさまに
〜逆境から生まれる経営指針の可能性〜

8月の例会に島原フォーラムのキャラバンで参加した平野会員。
その際に自身の経営に対する思いも熱く語っていただきました。
自身の経営体験及び県の経営労働委員としての活動について報告し
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

九州教具社は、DX・ダイバーシティ・女性活躍などの分野において、
県内でも先進的な取り組みを継続してきています。「見えている未
来」はどのようなもので、なぜ取り組むのか、これからの展望につ
いて、日々の業務への思いを通した生の声をご報告いただきます。

場所：サンプリエール・Web

五島・青年経営者会
合同例会

場所：福江総合福祉保健センター・Web

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

未来を見据えた九州教具株式会社の取り組み
〜DX・ダイバーシティ・女性活躍・外国人雇用〜（仮）

大村 諫早

（馬場会員）墓石が飛ぶように売れた時代を経験。今は墓という文化すらなく
なりつつある。会社を維持しながら水産養殖やシイタケ栽培など挑戦と失敗を
継続中。
(瀬頭会員）よく高校の授業をサボって海で魚と戯れていたある日、憧れの大学
教授と出会い誘われるまま進学。魚への愛着から水族館に就職したかったが…。

場所：鎮西学院大学

島原

第28回経営フォーラムを終え、支部として新たなスタートをきるた
め、再度同友会とは何か、新入会員のオリエンテーションを通して
学び直します。

場所：HOTELシーサイド島原・Web

佐世保

※鋭意調整中

場所：西海陶器(株)

（株）平野彩FACTORY 代表取締役

平野 大介会員（島原支部）
11月22日（火） 18：30～

五島に帰ってきて12 年。代表就任から1年が経過し、自社に対し何を想うのか？会社と谷川さん自身の歴史を紹介い
ただき、会社の抱える問題点、今後の展望、そして谷川さんの目指すたくましい会社像を報告いただきます。

ようやく見えてきた自分なりの「不離一体」
~弁護士業と同友会活動をつないだ経営理念~

場所：中地区公民館・Web

自社の業務内容とビジョン委員長としての活動(同友会活動)との不
離一体についての考えについて報告いただきます。

人生一度っきり
『やってやれないことはない、やらずにできるわけがない』

新入会員のオリエンテーションを通じて、
同友会への学びを深める会(仮)

（株）森商店 代表取締役

森 一峻会員
11月25日（金） 19：00～

参加
無料

Web
OK！

他支部
参加OK

九州教具（株）事業開発部 部長

岡村 雅彦会員（長崎浦上支部）
11月17日（木） 18：30～

山下・川添総合法律事務所 弁護士

佐藤 敬弘会員
11月17日（木） 18：30～

（株）西九州研材産業 代表取締役 馬場 一信会員
omusubi 代表者 瀬頭 新治会員

11月16日（水） 18：30～

11月15日（火） 18：30～

※鋭意調整中

たくましい会社を目指して

（有）五島トラック建設 代表取締役

谷川 喜一会員

北松浦

※鋭意調整中

※鋭意調整中

11月24日（木） 18：30～

場所：松浦シティホテル

11月15日（火） 18：30～



11.12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

共育 第2回新入社フォローアップ研修

第8期生 第3回新入社員フォローアップ研修（対象は2022年度4
月に入社の新入社員です）のご案内です。
4月1日、第8期生としてスタートされた14社30名を対象に、下記
日程にて第3回新入社員フォローアップ研修を開催いたします。
当日は講話後のグループディスカッションと第2回の課題の「全
力で生きる ①体 ②頭 ③心 ④準備」についての振り返りと
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：プラットおおむら

11月9日（水）
10：00～12：00

第2回
県下一斉仲間づくりの日！！

11/14
（月）

政策 大石賢吾知事と「ミライの長崎を語ろう」集会

【大石賢吾知事プロフィール（HPより）
昭和57年長崎県富江町（現五島市）生まれ。富江町立富江小・富江
中・長崎県立長崎北高を経て、カリフォルニア大学デービス生化
学・分子生物学を最優秀の成績＜highest honors＞で卒業、千葉大学
医学部医学科卒業、同大学大学院博士課程修了。医師、医学博士。

場所：サンプリエール
11月21日（月）
19：00～21：00

諫早支部
人を生かす経営4委員会

デジタル化勉強会 入門編

『スプレットシートって何？いまさら聞けないWEBの用
語を簡単解説』
グーグルドライブ・スプレットシート・クラスルーム等
自分の会社のDX化をまだしてないDXはしているけどもう
ちょっとヒントが欲しい・・・。うちでもDX化はできる
の？こんな悩みも解決できるはず。（株）富建ではグ
ループ会社全体をデジタル化で把握し経理をたった一人
で行っています。なぜそんなことができているのか？そ
んな話を野方会員にしていただきます。
まずはDX化を知ろう！

場所：諫早市社会福祉会館

11月22日（火）
19：00～21：00

【当日の流れ】
開会あいさつ
知事講話
パネルディスカッション
懇親会（会費4,000円※参加者のみ）

DX

佐世保支部
経営労働 第8回 経営計画書策定セミナー

内 容（参加費：5,000円）
①経営計画書策定についての講話
②経営計画書策定の為のワーク
③経営計画書策定を実践した会員よりアドバイス
（それぞれの参加者へ個々に対応）

④参加者全員のワーク発表
【策定セミナーにて準備いただくもの】
①筆記用具
②「経営指針成文化と実践の手引き」
③決算書（3～5期分）④電卓⑤Excelが入ったパソコン
⑥ワークシート（指定した部分を記載したもの）

場所：（株）長崎地研 研修室

12月3日（土）9：00～
12月4日（日）16：10佐


