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長崎県中小企業家同友会 2022年 10月理事会 議事録 

2022年 10月 6日（木）／つくば倶楽部・Web／18:30～20：30 司会-小川専務理事 

◎ 中村代表理事 ◎ 田中副代表理事 ◎ 金田副代表理事 ◎ 江口副代表理事 

◎ 小川専務理事 W 山口財務委員長 W 浦崎例会委員長 W 山口仲間づくり長 

◎ 宇土経営労働長 ◎ 山﨑共育委員長 × 梶原ダイバー長 ◎ 野方共同求人長 

◎ 時政策委員長 ◎ 田浦情報広報長 W 佐藤ビジョン長 W 橋本長崎浦上支部長 

◎ 本多長崎出島支部長 ◎ 髙瀬大村支部長 ○ 廣谷諫早支部長 ◎ 中山島原支部長 

W 片桐佐世保支部長 W 松瀬北松浦支部長 ◎ 設楽五島支部長 ◎ 宮﨑青経会長 

◎ 織田フォーラム長 ◎ 金井 50周年長    

○ 理事会のみ出席 ◎ 懇親会出席 ◎ 事務局 山田・峰・田口・大島・倉本 

 

 1 出席者並びに資料確認 

① 議事次第（本資料） ②賀詞交歓会関連 ③第 29回経営フォーラム関連 ④例会関連 

 

 2 開会あいさつ－時政策委員長 

今日は久しぶりにリアルで参加しました。懇親会も弊社のお店で開催いただけるということで、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。 

 

 3 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                          （敬称略） 

2名の入会、5名の退会、1名の企業変更を承認 

 No 支部 氏名 企業名 スポンサー／入会 

入会 1 島原 坂本 和浩 坂本農園 北浦 雄一 

入会 2 島原 田淵 瞳 スナック Hitomi 山内 常代 

退会 1 長崎浦上 水元 直美 （同）ルーマ 2022年 6月 

退会 2 長崎出島 倉橋 えり奈 （株）ライフプラザパートナーズ 2021年 8月 

退会 3 佐世保 田川 哲平 田川空調 2018年 12月 

退会 4 北松浦 熊屋 誠一郎 （有）牛蒡餅本舗 熊屋 2017年 3月交代 

退会 5 北松浦 福島 哲也 （有）ロイヤルオート長崎 2013年 3月 

企業変更 1 大村 宇土 敏郎 宇土経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所 前）ﾁｪﾝｼﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（同） 

 

 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 

入 会 9 7 2 5 3 4   30 

復 会  1  1  2   4 

退会（今回含） 4 6 2 1 2 9 2  26 

今回受付（入会）     2    2 

今回受付（復会）          

入会受付済 1        1 

復会承認済     1    1 

受付含 113 111 111 89 79 158 31 20 712 

 

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 

長崎浦上 9/20に開催した長崎浦上支部・青年経営者会合同例会には、和田仲間づくり委員長と宮崎同
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友会の迎さんの声掛けで、8名のゲストが参加してくださいました。同友会がどうゆう会なのかを

知ってもらえたと思います。また、周りに相談できるような経営者のいない若い経営者が、経営や

資金繰り等にひとりで悩まなくてもいいように、この会では体験談や相談にも応じることが伝わっ

たと思います。 

長崎出島 例会時にゲスト参加の呼びかけを行い、入会に繋げていきたい。 

大村 入会者なし。例会へのゲスト参加要請及びフォローを行う。 

諫早 入会者なし。現在、11月の仲間づくりの日に向けて企画準備をしております。 

島原 坂本農園様、スナックひとみ様の 2名を提出予定です。またジブラルタ生命の田中様入会の内

諾をいただいております。現在会員の皆さんの協力を経て 80名の大台に乗りました。今後の戦

略として経営フォーラムのゲスト参加者に経営フォーラム後感想をヒヤリングするとともに入会を

勧めていけたらと思います。11月、12月と年内に 90を目指していきたいと思います。 

佐世保 9月 16日支部例会にゲスト参加 2名（女性）、入会見込有。フォロー継続。 

1名ネットを通じて事務局に問い合わせあり、山田局長面談。改めてアプローチを検討する。 

北松浦 若い経営者さんに、例会にゲスト参加してもらって、その後のフォローを行っている。 

五島 ゲスト企業訪問 

 

・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ことと思いま

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。 

 

 4 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 

→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～ 

・組織図  ・来賓 

・参加目標（会場参加上限 260名（来賓含）） 

・記念講演講師／若林宗男氏 

・分科会テーマと報告者 
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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 

 

・登録状況（10月 5日 16時現在） 

 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 

登録－会場 27 20 24 31 69 32 6 4 213 

登録－Web 7 16 9 5 4 7 1 1 50 

登録－合計 34 36 33 36 73 39 7 5 263 

登録－ゲスト 2 0 0 3 74 5 0 0 84 

 

・挨拶等の役割－内規により三役一任 → 今回、三役より実行委員会に一任 

・理事へのお願い－来賓の誘導をお願いします。控室→全体会会場→控室→懇親会会場 

（全体会会場と懇親会会場は同じです） 

・各支部へのお願い－名札をお持ちください 

（織田実行委員長） 

登録状況が資料には 347名とありますが、その後 3名増え 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。また、各支部長のみなさま、名札を忘れないようにお願いします。理事のみなさまは来賓のア

テンドお願いします。 

（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。 

→役割・依頼事項を確認 

 

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（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／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 
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・予算案 

・記念映像用の撮影 ご協力ありがとうございました 

 

※登録状況 （10月 5日 16時現在） 

 浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 来賓 他県 合計 

目標－会場 40 40 45 30 35 40 5 5   240 

目標－Web 10 10 5 5 5 10 5 5   55 

目標－合計 50 50 50 35 40 50 10 10   295 

登録－会場 25 22 16 17 13 39 3 1 15 2 153 

（登録－祝賀会） 25 21 16 13 12 38 3 1 11 2 142 

登録－Web 4 1 5 4 3 5 2 0 0 2 26 

登録－合計 29 23 21 21 16 44 5 1 15 4 179 

 

今回依頼事項 

・長崎浦上支部、長崎出島支部へのお願い－受付担当各 5名の選任にご協力願います 

（金井実行委員長） 

今回、依頼事項として長崎浦上支部、長崎出島支部より受付担当 5 名の選任をお願いします。また、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。 

※各支部長より動員についての意気込みを発表 

→依頼事項を確認 

 

4） 長崎新聞 元日号 トップインタビュー 掲載取りやめの提案について－中村代表理事 

・三役会－掲載料 165,000円は「組織強化費」で予算組しているが、今回掲載取りやめを提案 

       （165,000円はもっと会員の皆さんのために有効活用できるのではないか？） 

 

・2018年 10月理事会で、下記の通り決議のため、理事会での決議が必要 

＜2018年 10月理事会決議事項＞（議事録より） 

（三役会案） 

①3回目。全研開催のアピールと仲間づくりに向けて金井代表理事に思いを語っていただく 

（金額 162,000円（15万円＋消費税））（予算組しておらず） 

②今後継続して掲載することとし、来期から予算組を行う 

（意見・質問として） 

・内容については代表理事一任とするのか？理事会で確認するのか？ 

→（回答）例年代表理事一任。アピールしたいことを事前に打ち合わせをし、長崎新聞の方が取材に 

来て記事をまとめる 

・ぜひ継続して続けていただきたい。同友会の PR として効果があり、ブランディングにもつながる 

（結論として） 

三役会案を承認。内容は代表理事一任。来期からの予算組は組織強化費で行う 

 

（中村代表理事） 

今、新聞を取っている方も減っています。また掲載料を払えば誰でも掲載できると聞いています。山田事務局長

にトップインタビューを見て問い合わせがあったかと聞いたら、ないということでした。この予算を新聞でなく、他

に使ってはどうかと思っています。みなさんの意見を伺いたいと思います。 

（金井相談役） 
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松尾相談役が代表理事の時に始まりました。この時は長崎新聞からも必死なお願いがあり掲載しました。当時は

掲載数も少なかったと思います。私が代表理事の時も掲載を見送りたいと発言しましたが、掲載をという意見が

あり、掲載継続となりました。また、新聞の在り方も変わったように思います。トップインタビューもかなりの掲載数

があり、埋もれてしまうのではないでしょうか。しかし今後何かしらのアピール方法を考えて欲しいと思います。 

→三役会案を承認 

 

5） 賀詞交歓会についての提案－田口事務局係長資料② 

・開催日／2023年 1月 27日（金） ・会場／サンプリエール・Web（ホテルニュー長崎は空き無し） 

・記念講話候補／日本銀行 長崎支店 支店長 鴛海健起氏 

（田口事務局係長）※資料②を読み上げ説明 

→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（記念講話者として日本銀行 

長崎支店長 鴛海健起氏に打診すること他）、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 

 

6） 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。その結果、中村現代表理事が 107 名とダントツの推薦数があり、全員

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 

 

7） 2023年度 第 29回経営フォーラム in五島についての提案－設楽支部長資料③ 

・開催日／2023年 11月 22日（水）（勤労感謝の日の前日） 

（設楽五島支部長）※資料③を読み上げ説明 

→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。会場のカンパーナホテルと観光ビル はた

なかをすぐに予約し、福江文化会館は予約可能となる 1年前のタイミングで予約を行う 

 

8） 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 

＜11号＞                                                       （敬称略） 

長崎浦上 プライムグループ 町田貴代人 屋上のドアのガラス破損 

五島 （有）五島食産 山本一徳 倉庫壁に穴 

＜14号＞ 

長崎浦上 （株）マルカ不動産企画 梶原 由美 自宅兼事務所 ベランダ屋根被害 

大村 安田産業汽船（株） 安田 舟平 桟橋被害 

諫早 （株）清風 黒木 勝人 倉庫被害 

佐世保 （株）おだ建築 小田 雅雄 倉庫シャッター被害 

佐世保 （有）片桐計量器店 片桐 孝章 事務所屋根被害 

佐世保 文武堂 千北 友子 テント被害 

佐世保 こころ佐世保鍼灸治療院 野村 泰敏 自宅カーポート被害 

佐世保 翔彩サポート 広瀬 祐樹 事務所（プレハブ）転倒 

佐世保 （有）顕親 古川 和樹 倉庫シャッター被害 

 

・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 

（中村代表理事） 

とても判断に迷う被害報告があり、台風被害のお見舞いについては今回限りとしたいと思いますがいかがでしょ

うか。 

（金井代表理事） 

私も以前きりがないと提案しました。本当にひどい被害にあわれた時には、その情報は伝わってくるものですか
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らその時に検討してはどうでしょうか。被害の報告が上がってきたらダメだと言いにくいと思います。同友会は基

本的には自助努力の会です。 

（本多支部長） 

お見舞金は次回から出ないということでしょうか？次年度からですか？ 

（中村代表理事） 

お見舞金は今回限りとし、次回からは出ないというようにしたいと思います。 

→三役会案を承認 

 

 5 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／（ ）は対応事務局員 

県本部 ・9月 1日（木） 理事会（山田・峰・田口・倉本） ・9月 29日（木） 三役会(山田) 

 

≪支部活動について≫ 

長崎浦上 8/30第 3回 ビジョン委員会に山﨑晃が参加。 

8/30長崎浦上支部・青年経営者会 9月合同例会シミュレーションを Zoomにて開催。 

8/31第 5回 共育委員会に齊藤が参加。 

9/2人を生かす経営 4委員会 正副委員長会議に梶原が参加。 

9/6長崎浦上支部三役会、役員会を開催。 

9/7青年経営者会 9月役員会に北川、飛田、山﨑晃が参加。 

9/9【臨時】政策委員会 ※完全Webに橋本が参加。 

9/9五島支部役員会に橋本が参加。 

9/13諫早支部にしかない産学連携委員会に梶原が参加。 

9/13長崎浦上支部・青年経営者会 第 2回 9月合同例会シミュレーションを Zoomにて開催。 

9/14大村支部 9月例会に山口大が参加。 

9/15・16第 50回 青年経営者全国交流会 in 兵庫に小川久、甲斐、北川、橋本、飛田、 

山﨑晃が参加。 

9/16第 35回 中同協 青年部連絡会 in 兵庫に小川久、飛田、山﨑晃が参加。 

9/16佐世保支部 9月例会に山口大が参加。 

9/20長崎浦上支部・青年経営者会 9月合同例会を Zoom併用で開催。支部 38名、他支部 11 

名、他県同友会 9名、ゲスト 8名が参加。 

9/21諫早支部 9月例会に橋本剛が参加。 

9/22五島支部 9月例会に梶原が参加。 

9/22長崎出島支部 9月例会に岩、北川、松本祐、和田が参加。 

9/26第 6回 ダイバーシティ委員会に梶原、横山が参加。 

9/26第 5回 例会委員会に北川が参加。 

9/27第 3回 経営労働委員会（Web会議）に西岡が参加。 

9/27第 6回 情報広報委員会（Web）に山口善が参加。 

9/27長崎浦上支部三役会議を開催。 

長崎出島 ・5日 支部役員会 ・22日 支部例会 ・各委員会 委員長もしくは代理出席 

大村 8月 30日 共同求人委員会 開催 

9月 6日 政策委員会 デジタル部会会議 

9月 7日 総務委員会 月次会計 

9月 8日 支部役員会開催 

9月 14日 政策委員会 第 3回振興会議デジタル部会 

9月 14日 支部例会開催 金原会員報告 

9月 20日 運営員会開催 11月例会シミュレーション 

9月 22日 政策委員会 中小企業振興会議 市長へ提言提出 

諫早 9月 8日(木) 支部三役会 （四季の蔵 食楽亭） 

9月 13日(火) 産学連携委員会 (鎮西学院大学) 
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9月 13日(火) 支部役員会 (社会福祉会館) 

9月 15日～16日 青年経営者全国交流会に諫早支部より 4名参加(廣谷、金田、本多、黒木) 

9月 28日(水) 南高愛隣会 第 1回推進会議に諫早支部より 3名出席(廣谷、寺尾、太田) 

9月 29日(木) 組織班会議 (集い居酒屋零) 

9月 29日(木) 諫早支部 4委員会 (社会福祉会館) 

（廣谷諫早支部長） 

11月の例会を久しぶりに鎮西学院大学で開催します。以前も食堂で開催し多くの方に参加して

いただきました。全支部にご案内しますので支部長の皆様よろしくお願いします。また報告は馬

場さんと瀬頭さんの対談方式で、テーマは「人生一度きり」です。学生や先生も参加されます。 

島原 9月 2日・JCキャラバン        9月 3日・ダイヤモンドクラブキャラバン 

9月 5日・フォーラム会議       9月 12日・YEGキャラバン   9月 13日・役員会 

9月 14日・大村支部キャラバン   9月 15日 16日・兵庫青全交参加 

9月 16日・佐世保支部キャラバン 

9月 20日・例会（中村代表理事・金田副代表理事をお招き） 

9月 21日・諫早支部キャラバン・北松浦支部キャラバン 

9月 22日・長崎出島支部キャラバン・五島支部キャラバン   9月 29日・フォーラム最終会議 

その他各部会で活発な最終調整とシミュレーション、録画等行われています。 

佐世保 9月 6日（火）9月役員会 

9月 10日（土）企業変革 PLセミナー（経営労働委員会主催） 

9月 16日（金）9月佐世保支部例会 

県委員会活動 

9月 9日（金）冨松政策委員長参加 

9月 26日（月）平倉例会委員長参加 ・ 綿川ダイバーシティ経営委員長参加・ 

川下創立 50周年記念事業担当参加 

9月 27日（火）横山経営労働委員長参加予定 ・ 倉科共同求人委員長参加予定 

竹部情報広報委員長参加予定 

9月 30日（金）山﨑ビジョン委員長と立山副支部長へ参加を促す 

10月 5日（水）冨松政策委員長へ参加を促す 

北松浦 9/14支部役員会 9/21支部例会 

五島 9月 17日（土） 支部長・副支部長会 

 

≪県委員会等の活動について≫ 

財務 支払いチェックを行いました。 

例会 ＜委員会開催日＞ 9月 26日（月） 19:00～21:00 ＜開催場所＞ Web 

＜出席者＞ 12名 ・委員長－浦崎（佐世保） ・田中担当副代表理事 ・長崎浦上－北川 

・長崎出島－髙橋・和田 ・大村－田端(副委員長) ・諫早－本多 ・島原－本多 

・佐世保－平倉（副委員長） ・北松浦－森・前川 ・五島－   ・事務局－峰 

＜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 

・いつも同じ人がグループ長にならないようにする。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つくり。 

・質問を報告中にグーグルフォームを利用して投げる。（アカウントの問題あり） 

・グループ長とまとめについて、発表者任せにせずグループで議論された内容をベースに取り 

まとめる。発表者の所感が入りすぎないよう注意する。 

・ディスカッションシートの内容－ディスカッションテーマを先に配置するテスト。 

（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 

・各支部出席率の伸び悩みが課題である。返信率は何らかの対策を行っている支部は反応が 

ある。しかしながら何のために求めるのか不愉快な会員の声もある。 

・各支部 3 ヵ月先までの例会詳細が未定であることが顕著に表れてきた。これは報告者及び 

内容の決定が上手くいっていない状況下での現象か。 
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・会場設営や取りまとめを行う担当委員会が、例会時ほぼ参加がない場合や、丸投げの現状が

ある。 

（3）2022年度例会表彰制上期の確定 ※賞金は各項目 1万円 

★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 

★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 

 中村こずえ代表理事をコーディネーターに迎える。 

・開始時刻、懇親会の時刻、Web参加者の問題が検討課題である。 

（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。 

＜次回開催予定＞ 10月 24日（月） 19:00～ ＜開催場所＞ Web 

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 

＜出席者＞ 11名 ・委員長－山口（長崎浦上） ・田中担当副代表理事 ・長崎浦上－和田 

・長崎出島－平山（副委員長） ・大村－髙瀬 ・諫早－廣瀬 ・島原－古瀬（副委員長）・原田 

・佐世保－出端（副委員長） ・北松浦－松瀬 ・五島－ ・事務局－峰 

＜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。 

今回の第 2 回県下一斉仲間づくりの日は、増員も狙うが、強に重きを置いて、まずは退会者・参

加頻度の少ない会員に対してフォローを行うことをメインとして活動する。これには意味がありま

して、通年、経営フォーラム後に退会者が増加する傾向にあります。そこの退会者をいかにして

減少させるか？と言うところにフォーカスしております。また、次に退会者が増加傾向にある年度

末に、例会委員会と共に合同例会を全支部で行うので、そこに増員の山場を持ってこようと考え

ております。 

次の委員会では、佐世保支部の山領会員に仲間づくりの仕組みについて、仲間づくり委員全員

に対して講話していただく予定になっております。理事の皆様を始め、各支部長・副支部長の皆

様、奮って参加してくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

＜次回開催予定＞ 11月 5日（土） 19:00～ ＜開催場所＞ 松浦シティホテル 

（山口仲間づくり委員長） 

経営フォーラムの際にゲストの方は緑の名札をつけていますので、ゲストを見かけたらチヤホヤ

しようと仲間づくり委員会で話し合いました。昨年のフォーラムの際も同様の取り組みを行い効果

がありました。理事のみなさんが中心となり、ゲストが孤立しないようにご協力ください。 

経営労働 ＜委員会開催日＞ 9月 27日（火） 19:00～ ＜開催場所＞ Web 

＜出席者＞ 10名 ・委員長－宇土（大村） ・長崎浦上－ ・長崎出島－榮 ・大村－永野 

・諫早－三宅・寺尾 ・島原－平野（副委員長）・高原・平川 ・佐世保－横山 ・北松浦－ 

・五島－ ・事務局－田口 

＜報告事項＞ 

《 委員会活動 》 

（1）今年度の活動方針 
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  ・労使見解・人を生かす経営の学びの充実・強化 

  ・経営指針の成文化と実践の強化・拡大 

  ・人を生かす経営 4委員会を中心とした経営者塾の充実 

  ・一貫性と継続性を持った県・支部委員会活動 

（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ニュースに記載した 

   《 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 

＜次回開催予定＞ 11月 29日（火） 19:00～ ＜開催場所＞ Web 

共育 ＜委員会開催日＞ 9月委員会は無し   ＜開催場所＞ 

＜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。 

＜次回開催予定＞ 10月 28日（金） 19:00～  ＜開催場所＞ 同友会事務局・Web 

（山﨑共育委員長） 

社員共育大学（中堅社員向け研修）開催に向け準備をすすめています。12 月に岡山同友会に

私と田口事務局係長とで行きます。ぜひ理事のみなさんも一緒にいきましょう。 

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 

＜出席者＞ 15名 ・委員長－梶原（長崎浦上） ・中村代表理事 ・金田担当副代表理事 

・宮田アドバイザー（大村） ・長崎浦上－横山・西村 ・長崎出島－綾部 ・大村－本澤（副委 
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員長） ・諫早－太田（副委員長）・寺尾（支部 4委員会担当） ・島原－飯田（副委員長） 

・佐世保－綿川（副委員長） ・北松浦－ ・五島－ ・ビジョン委員会－佐藤委員長・平川 

・事務局－田口 

＜報告事項＞ 

・甲斐会員からの提案（勉強会） 

JETORO 高度外国人材活用についての勉強会は、共同求人委員会委員長にダイバー 

シティ委員会主体で、2月の例会開催前後に協力要請を打診したところ、共同求人委員会 

にて議題にあげるとの返答。梶原委員長と甲斐会員で進めていく。 

・ダイバーシティ委員会例会準備 

報告者を野中会員（大村支部）に決定。本澤、綿川、横山で準備。 

・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！」 

Web とリアル併用 座長 中村代表 室長 梶原委員長 10月初めに告知予定 

会場は岩会員（長崎浦上支部）のオフィス 

岩永先生への謝礼は前例（長崎大学 山口先生）を踏襲し交通費を含め 2万円する 

特別支援学校の先生にも案内します。 

・長崎浦上支部 

10月 22日（土）長崎浦上支部 4委員会主催の訪問例会を開催。「人を生かす経営」を実践 

している企業を訪問。訪問先は(有)シュシュさんと（株）富建さん。 

・長崎出島支部 

10月 18日（火）18：00～サンプリエールで経営者塾を開催。 

講師はクラスペディア 代表 吉岡和佳子さん 

テーマ（予定）「女性活躍やワークライフバランスについて」 

・大村支部 

2月ダイバーシティ例会について、野中会員と交渉を進めている。 

・諫早支部 

8月 18日 産学連携委員会 希望が丘特別支援高等学校 懇談会 

今後、学校と地元企業がより連携を深めていくため定期的にこのような取り組みが必要 

今回は希望が丘特別支援高等学校と諫早支部が主体となったが、各地域の特別支援学校と 

各支部でも同じような取り組みができないか検討したい。 

・島原支部 

9月 20日支部例会において中村代表にご報告いただきました。報告内容にダイバーシティ 

経営も盛り込まれた充実した例会でした。 

10月 31日島原特別支援学校で行われる特別支援学校就労セミナーにおいて、卒業生が 

就労した飯田青果としてのお話をさせていただきます。（日程、内容ともに予定） 

秋の特別支援学校の実習について、学校側と情報交換します。 

・佐世保支部 

2月ダイバーシティ例会の準備に協力します。 

 

10月 13日「特別支援学校就労支援フォーラム 2022in島原」の開催案内と参加要請 

＜次回開催予定＞ 10月 2４日（月） 19:00～ ＜開催場所＞ 会場・Web 

（田口事務局係長） 

10 月 24 日に「坂本竜馬も発達障がいだった！」をテーマとしたダイバーシティ委員会主催の勉

強会を開催します。発達障がいの第一人者である長崎大学の教授・医学博士の岩永先生に報

告いただきます。どなたも参加可能です。ぜひご参加ください。また、先日実施した特別支援学

校の実習受入のアンケートは過去最高の回答率なりました。その結果を中村代表理事と梶原委

員長とで分析し、ダイバーシティ委員会に共有しました。また 10 月の広報誌にもその結果を掲

載しますのでご覧ください。 

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 

＜出席者＞ 9名 ・委員長－野方（諫早） ・長崎浦上－ ・長崎出島－山本（副委員長） 
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・大村－得田 ・諫早－寺尾 ・島原－河原（副委員長）・小嶺 ・佐世保－倉科（副委員長） 

・北松浦－ ・五島－ ・ビジョン委員長－佐藤 ・事務局－峰 

＜報告事項＞ 

高校・大学との取り組みについて 

長崎総合科学大学 

 キャリアⅠ（1年生 60名～70名）木曜 2限 10：30～12：00 

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 

月曜 3限 13：00～14：30 ※11/8 のみ火曜 

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 

⇒両講義とも、日程調整を再度学校側と行ない、e-doyuにて全会員へ参加者募集の案内を 

行なう。また、参加いただいた会員さんには委員会活動費で交通費をお渡しする。 

 

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。どこか企業訪問できないか、との打診 

 

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。インタビュー日は

11/4予定 

 

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。 

 

⇒全般的に参加いただいた会員さんで学生が興味を持ってくれたら学生のメールアドレス等を

開示いただいているが、実際はその後の連絡をどのようにすればいいか戸惑っている会員さん

もいらっしゃるとのこと。新卒採用やインターンシップ受け入れをしていない企業からすればその

後、どう対応していいかわからないのが現状。そのあたりのフォローを委員会として行うことを検

討することも必要だが、その後の連絡を希望しない企業側の想いも配慮する必要がある。 

今後、学校側との調整を行なっていく。 

 

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。 

 また大村支部の担当例会も 12月にある。そこをどうするか大村支部の役員会で協議していた 

だいたうえで委員会にて再検討。 

 

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 

今年は出展料 無料。コンセプトは学生と企業の交流会が目的となっているが、目的は就職を

ねらった企画。ターゲット 1年生、2年生、高校生。 
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→同友会として出展決定。11：00～16：00でどのように会員企業の参加を促すか検討を行なっ

た。 

⇒まずは 10月 7日に出展社説明会があるのでその内容を踏まえたうえで委員会内で再検討 

 

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 

＜次回開催予定＞ 10月 25日（火） 19:00～ ＜開催場所＞ Web or ハイブリッド 

（野方共同求人委員長） 

10月 1日 e.doyuにアップしましたが、総合科学大学の 1年生と 2年生向けの授業があります。

参加の前提として、新卒採用をしている・していないは関係ありません。上記記載の内容で授業

が行われますので、ぜひ参加ください。 

政策 ＜臨時委員会開催日＞ 9月 9日（金） 16:30～18:00 ＜開催場所＞ Web 

＜出席者＞ 8名 ・委員長－時（大村） ・長崎浦上－橋本 ・長崎出島－安井（副委員長） 

・大村－中川 ・諫早－馬場 ・島原－ ・佐世保－冨松（副委員長）・足立 ・北松浦－ 

・五島－ ・事務局－峰 

＜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長崎県政策人気ランキン

グ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。 

＜次回開催予定＞ 10月 5日（水） 18:30～ ＜開催場所＞ 同友会事務局・Web 

（時政策委員長） 

11 月に大石知事を招いて意見交換会を行い、今後の県政との関係を築く機会としたいと思いま

す。知事に意見を伝えるべく、人気ランキング調査という形でアンケートを実施しましたが、回答

率が悪く失敗しました。県の窓口の方と話をすすめると、なるべく知事の出番を減らそうというよう

にも感じます。行政が我々の声を無視したいかのような裏返しには我々の行政に対する無関心

にも原因があるのではないでしょうか。我々が興味がないとなると距離が離れてしまいます。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。数を以って距離を取ろうとしている行政に歩み寄ろうという姿勢を見

せたいと思います。何か質問意見があれば教えてください。 

（金井相談役） 

昼にアンケートに回答しましたが、選択肢を選んだ後にその理由はと記述を求められるのがしつ

こいように感じました。答えにくいところは飛ばせるようにしてください。アンケートとしてハードル

が高いと感じます。 

（峰事務局次長） 

アンケートは、選択肢は必須、記述は任意で書かなくても送信できるようになっています。 

（金井相談役） 

記述は埋めなくていいということを分かりやすく書いてください。 

（時政策委員長） 

次回以降の参考にします。 

（山﨑共育委員長） 

アンケートに答えない理由もあると思います。答えることが本当に役に立つのかと思うこともありま

す。そうしたことを伝えるのも大事ではないでしょうか。 

情報広報 ＜委員会開催日＞ 9月 27日（水） 19:00～20:30 ＜開催場所＞ Web 

＜出席者＞ 8名 ・委員長－田浦（諫早） ・長崎浦上－山口善 ・長崎出島－ 

・大村－野島 ・諫早－池田慎 ・島原－ ・佐世保－前田・赤波江 ・事務局－山田・倉本 

＜報告事項＞ 

◆広報誌 編集会議【9月 12日部会 議事録】 
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◇広報誌 巻頭 

・10月号→青年経営者全国交流会 in兵庫 

・11月号→中同協 第 7回 人を生かす経営 全国交流会 in とくしま 

 ※経営フォーラム特集を広報誌と別で A3中綴じで作成 

・12月号→創立 50周年記念式典 

◇広報誌 「各界からの提言」 

・10月号→長崎県立ろう学校→原稿受領済 

・11月号→長崎経済研究所（経済情勢と中小企業について）承諾済 

・12月号→第 1候補→長崎県観光連盟（新幹線と観光と中小企業について） 

第 2候補→松浦市長 友田吉泰 氏 

◆広報誌、ホームページのリニューアル【9月 26日部会 議事録】 

・ホームページは金額決定後、来期予算とし、予算承認を得て着手とする。 

・それぞれ予算上限は設定しないが、参考予算はコンペ要綱に明記した。 

・宿題：コンペ要綱を見直し特に広報誌とホームページで連携できるよう文面を見直す 

（田浦、来週目処） 

・宿題：審査員が記入する採点表の叩きを作成（赤波江、来週目処） 

▽コンペのスケジュール感 

・広報誌コンペは 10月に告示（募集）開始→11月 11日（創立 50周年記念式典）の後位を 

プレゼン日にする。 

・ホームページのコンペは 11月に告示（募集）開始→12 月をプレゼン日に。 

・審査員は現地で 5名揃えば行う。事務局の方でプレゼン日程調整をお願い。 

・コンペ参加者を広く、各支部の会員に募りましょう。（告示後） 

・参加者が少なくても、コンペはしっかり行う【1社でも】 

◆その他・情報交換 

・8月ビジョン委員会で田浦委員長がビジョンを報告しました。 

◆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 

を行っています。 

＜次回開催予定＞ 10月 26日（水） 19:00～ ＜開催場所＞ Web 

＜次回の広報誌編集部会＞ 10月 19日（水）19:00～ ＜開催場所＞ Web 

＜次回のリニューアル部会＞ 10月 25日（火）19:00～ ＜開催場所＞ Web 

（田浦情報広報委員長） 

広報誌リニューアルに向けてのコンペの準備をすすめています。コンペは創立 50 周年記念事

業が終えたあとで検討しています。また先ほど中同協の広報委員会に参加しました。最近広報

誌をリニューアルした神奈川同友会の事例報告があり、ここで学んだことを長崎の情報発信にも

生かしていきたいと思います。 

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 

＜出席者＞ 9名 ・委員長－佐藤（大村） ・江口担当副代表理事 

・長崎浦上－山﨑（副委員長） ・長崎出島－本多支部長 ・大村－ ・諫早－ 

・島原－末永（副委員長）・平川 ・佐世保－山﨑（副委員長） 

・経営労働委員長－宇土 ・事務局－山田局長 

＜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）。 

＜次回開催予定＞ 10月 31日（月） 19:00～ ＜開催場所＞ 同友会事務局・Web 
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             政策委員会／人を生かす経営 4委員会 新ビジョン検討 

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 

＜出席者＞ 13名 ・担当副代表理事－金田（諫早） ・経営労働－宇土（大村）・平野（島原） 

・共育－山﨑（長崎出島）・時（諫早）・朝永（佐世保） ・ダイバーシティ－梶原（長崎浦上） 

・共同求人－野方（諫早）・山本（長崎出島） ・諫早 4委員会担当－寺尾（諫早） 

・ビジョン－末永（島原） ・事務局－峰・田口 

＜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。 

＜次回開催予定＞ 11月 1日（火） 19:00～ ＜開催場所＞ 会場未定・Web 

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 

＜出席者＞ 9名 ・委員長－金井（大村） ・長崎浦上－岩 ・長崎出島－加瀨・平瀬 

・大村－ ・諫早－張本 ・島原－ ・佐世保－川下眞 ・北松浦－ ・五島－設楽 

・映像－田浦 ・事務局－山田 

＜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。 

＜次回開催予定＞ 10月 17日（月） 18:00～ ＜開催場所＞ Web 

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 

＜出席者＞ 14名 宮﨑・北川・山﨑（晃）・府川・山下・前田・山﨑（貴）・岩永・平山・安井 

             柿本・飛田・平川・田口(事務局) 

＜報告事項＞ 

・9月 15・16日(木・金)13：00～12：00 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)13：00～16：00 第 35回中同協青年部連絡会 in兵庫に 6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 

＜次回役員会開催予定＞ 10月 7日（金） 19:00～ ＜開催場所＞ 同友会事務局・Web 

＜次回の例会開催＞ 11月 18日(金) 五島支部・青年経営者会合同例会 

＜次回の九州沖縄ブロック青年部連絡会開催＞ 10月 17日(月) 鹿児島・Web 

（宮﨑青年経営者会会長） 

・青全交 in兵庫に多くの参加ありがとうございました。動員として県の目標に達することはできま 

せんでしたが、全国の目標は達成することができました。全国の青年経営者は熱い方が多く、

ここで感じた熱い想いを長崎の経営フォーラムや創立 50周年記念事業につなげたいと思いま

す。フォーラムの際には、懇親会の場で青経メンバーが 50周年への参加の声掛けをしたいと

思います。五島でのフォーラムにも協力します。我々も役をもらえたら頑張ります。 

・11月 12日（土）に奈良で近畿圏青年部 合同例会があります。ぜひご参加ください。 

・青全交 in兵庫の終了後に中同協 青年部連絡会がありました。2026年の青全交の開催地と

して立候補する予定でしたが、九州・沖縄ブロックでの確認が必要ということで、その確認が取

れ次第立候補します。 

事務局 経営フォーラム・創立 50周年記念式典の準備に注力しています。 

 

≪次回委員会開催予定≫ 

委員会名 日程・開始時刻 開催場所 
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例会 10月 24日（月） 19:00～ Web 

仲間づくり 11月 5日（土） 19:00～ 松浦シティホテル 

経営労働 11月 29日（火） 19:00～ Web 

共育 10月 28日（金） 19:00～ 同友会事務局・Web 

ダイバーシティ 10月 24日（月） 19:00～ 会場・Web 

共同求人 10月 25日（火） 19:00～ Webかハイブリッド 

政策 10月 5日（水） 18:30～ 同友会事務局・Web 

情報広報 10月 26日（水） 19:00～ Web 

ビジョン 10月 31日（月） 19:00～ 同友会事務局・Web 

人を生かす経営 4委員会 11月 1日（火） 19:00～ 会場・Web 

創立 50周年 10月 17日（月） 18:00～ Web 

 

2） 例会について（更なる充実をめざして）－浦崎例会委員長資料④ 

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。各支部にお任せしますので試して

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。しかしグループ長がまとめると手間・時間がかかることもあ

るので、グループ長が発表をすることもどうかと思います。いろいろと試してみて効率がよい方法を考えてくださ

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。

幽霊会員といわれる会員さん・返信をしない人が多ければ返信率も下がります。そこを改善しないと出席率もあ

がりません。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。出席率・返信率を求めて何のためにやるのかと佐世保支部では意見もあります。返信の催促を

することで逆ギレする人もいます。誘うほうとして心が痛いこともあります。先ほどアンケートの回収が悪いとありま

したが、そうしたところも関係があるのではないでしょうか。そっとしておいた方がよいという意見もあります、そうし

た方の対応についてしっかり話をしていただきたいと思います。2022年度上半期の例会表彰が確定しました。

（※詳細は例会委員会の報告に記載）人をつなぐ 2委員会では 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こずえ代表理事をコーデ

ィネーターに迎える方向で準備をしています。 

（片桐佐世保支部長） 

ビジョンなどで出席率や返信率の目標が出ていますが、その目標が無視されているように思います。返信率を

上げるために声をかけるのは何のためかとの声もあります。佐世保に事務局をつくって、事務局がすべきことで

はないか、これは経営者がするべきことかとの意見もあります。幽霊会員にも対応したほうがいいのか、返信率

100％を目指した方がいいのかと疑問があります。みなさんいかがでしょうか。 

（中村代表理事） 

審議事項としてみなさんに話をしていただきたいと思います。今後については三役で検討し、提案します。 

 

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。また、理事会資料に人をつなぐ 2委員会の報告を記載してください。 

 

・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。 
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・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） 中同協行事の「開催日程」と「参加報告」について 

9/1 政策委員会／Web ・委員長－時 ・副委員長－安井 ・事務局－峰 

9/2 経営労働委員会／Web ・委員長－宇土 ・副委員長－平野 ・事務局－田口 

9/15・16 第 50回 青年経営者全国交流会／兵庫／26名／中同協目標 25名／長崎目標 50名 

・長崎浦上－小川久⑤・甲斐⑬・北川⑫・橋本裕⑪・飛田精⑰・山﨑晃⑥ 

・長崎出島－田中清⑥・中村こ⑰・平山⑰・本多⑫・安井⑰ 

・大村－岩永⑦・濵村⑫・宮﨑④ ・諫早－金田⑥・黒木⑰・廣谷⑰・本多⑦ 

・島原－北浦②・中山①・平野⑤・本多⑬・横田健⑭ ・佐世保－前田④ ・北松浦－ 

・五島－設楽③ ・事務局－田口⑦ 

10/6 広報委員会／秋田・Web／・委員長－田浦 

10/20・21 人を生かす経営全国交流会／徳島／次回 2024年度は長崎同友会が設営担当／10名 

・代表理事－中村 ・副代表理事－金田 ・専務理事－小川 ・経営労働委員会－宇土 

・平野 ・共育委員会－山﨑 ・相談役－金井 ・長崎出島共同求人委員会－山本 

・事務局－峰・田口 

※閉会挨拶－中村代表理事 

10/21 障害者問題委員会／徳島 

10/27 第 2回 幹事会／ 

10/31 九州・沖縄ブロック代表者会議／Web 

1/13・14 第 3回 幹事会／東京 

1/14 九州・沖縄ブロック代表者会議／東京 

1/18・19 経営労働委員会／ 

3/2・3 第 53回 中小企業問題全国研究集会／長野 

3/10 第 4回 幹事会／ 

7/13・14 第 55回 定時総会／埼玉 

 

5） 会費滞納者について－山田事務局長 

・3 ヵ月－なし  ・2 ヵ月－長崎出島支部 2名、大村支部 1名、島原支部 1名 

 

6） 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 

 

・「支部活動報告」（P4）の記載内容について－中村代表理事 

各会員の委員会等への参加の記載は不要。あくまで「支部活動」の報告をお願いします 

 

・11月 18日（金） 熊本同友会 経営フォーラムにて長崎出島支部 貞松会員報告（e.doyuにて案内済み） 

 

・長崎総合科学大学からの寄付金のお願いについて 

（中村代表理事） 

長崎総合科学大学から未来創造寄付金のお願いがありました。過去には学校関係の寄付金はお断りしてき

ました。今、長崎総合科学大学と包括連携協定を結ぶなかで寄付をしないのもどうだろうかと思いました。1

口 5万円です。みなさんの意見を聞かせてください。 

（髙瀬大村支部長） 

うちの会社にも案内がきていました。1口か 2口どうかと社内では話がありました。連携するなかで寄付するこ

とで活動がしやすくなるのであればとも思いますが、絶対寄付するのではなくその都度考えてもいいのでは

ないでしょうか。 
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（佐藤ビジョン委員長） 

これからいろいろな学校・団体と提携をすると思いますが、他への対応が気になります。方針として寄付をす

るならどれくらいと決めておく必要があるのではないでしょうか。次に寄付の案内がきた時に断る理由もなくな

ります。 

（峰事務局次長） 

趣意書の日付が令和 4年 6月となっているのは、協定を結んだから案内を出したのでしょうか。共同求人委

員会で慎重に検討したほうがよいと思います。 

（中村代表理事） 

寄付の期限がいつまでとは書いていません。資料を野方委員長にお渡ししますので、寄付をしたいということ

であれば次回の理事会にあげていただきたいと思います。 

（時政策委員長） 

明確に反対の意思を持っています。大学再編の時期で半分の私学がなくなると言われています。今日の理

事会でコストカットしながら、我々の活動に必要なことに使おうとありました。新しいことを始めるのであれば明

確な理由を以ってきちんと議論をするべきだと思います。また大学側も寄付金がないから関係がなくなるとい

うのであれば、自然に廃れることかと思います。長崎総合科学大学はそうした大学ではないと思います。 

→長崎総合科学大学への寄付金については、共同求人委員会・人を生かす経営 4委員会で検討する 

 

・長崎ヴェルカ 開幕戦ご招待のご案内について－本多長崎出島支部長 

e.doyuでもアップされていますが、長崎出島支部の樋口会員（長崎ヴェルカ）より、10月 8・9日（土・日）の

開幕戦に各日 100名の同友会の会員を招待いただきました。ぜひ応援してください。 

 

・複数代表理事制について－山﨑共育委員長 

役員選考委員会に参加しましたが、三役から複数代表理事の話がありました。三役として強く複数代表理事

制を実現したいと感じました。前回の提案では複数代表理事については、承認にいたりませんでしたが、どう

したら複数代表理事が可能になるのか、不安な点などをヒヤリングしてそこに答えていけば応援してくれる人

もいるのではないでしょうか。 

 

 6 決議事項確認－小川専務理事 

・仲間づくりについて 2名の入会、5名の退会、1名の企業変更を承認 

・例会・懇親会等の開催にあたって現状通りの対応とすることを承認 

・経営フォーラムについて 

①挨拶等の役割は実行委員会に一任 

②理事へ来賓の誘導をお願い 

③各支部へ名札持参のお願い 

以上を確認・依頼 

・創立 50周年記念式典について、長崎浦上支部、長崎出島支部へ受付担当各 5名の選任を依頼 

・長崎新聞 元日号 トップインタビュー 掲載取りやめを承認 

・賀詞交歓会について、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（記念講

話として日本銀行長崎支店 支店長 鴛海健起氏に打診すること他）、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 

・2023年度 代表理事推薦について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 

・2023 年度 第 29 回経営フォーラム in 五島について、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 

・台風被害の対応について今後、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とするこ

とを承認 

・同友会活動に参加されない会員への対応について、返信率 100％を目指すことについて、今後三役で検討

し、提案する 

・長崎総合科学大学から寄付金のお願いについて共同求人委員会・人を生かす経営 4委員会で検討する 
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 7 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。何でも人で動くのだと思います。学校の寄付の話があ

りましたが絆があれば対応するのではないでしょうか。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 

 

 

※ 議事録作成人－事務局 田口友廣                  ※ 議事録署名人－専務理事 小川 悟 


