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　●福江商工会議所ホームページ http://www.fukue-cci.org/　●福江商工会議所Facebook
　●福江商工会議所は、docomo無料wi-fiがご利用可能です。

皆様のご意見、ご要望がありましたらお寄せください。
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福江商工会議所ニュース

−　福江商工会議所情報発信中　−

本誌の主な内容　　　　　　　　　　　
●五島市地域づくり事業協同組合創立総会
●新型コロナウイルス感染症対策地域活性化事業
　・レシート大抽選会
●渋沢栄一とその思想に学ぶ　「渋沢栄一の人を見抜く力」

●福江商工会議所女性会会員募集
●健康診断実施のご案内
●インタビュー企画「きぼう」第６回

鬼岳３年ぶり「山焼き」2021年２月13日
新緑の春が待ち遠しいです。

写真：2016年２月撮影

レシート大抽選会
2021年2.26㊎▶3.14㊐

税込み合計金額3千円以上で抽選に参加!
豪華景品獲得のチャンス!?（３ページ参照）

主幹：福江商工会議所青年部

コロナに負けるな！！！
五島市の農・漁・商をみんなで守りましょう！
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◆日時　令和３年１月２２日（金）１４：００～１６：００

◆場所　カンパーナホテル

　去る１月22日(金)、カンパーナホテルにて「五島市地域

づくり事業協同組合」の創立総会が開催されました。本組合

は昨年施行された「地域人口の急減に対処するための特定地

域づくり事業に関する法律」に基づき、当商工会議所が先導

となって設立を進めた組織であり、五島市内の若者や移住者

らを組合の正職員として雇い、季節によって繁閑の差が大き

い市内の観光や農業などの地元事業者に派遣することによっ

て、若者らの安定雇用や事業者の人手不足の解消を目的としています。創立総会では今後の運営体

制等について協議され、繁忙期を迎えた事業所に派遣する他、高校新卒の職員を「インターンシッ

プ型」として派遣等の事業推進を図る旨等を定めました。役員選出において理事長(代表理事)に当

商工会議所の清瀧誠司会頭が選出されました。長崎県では初めての認可を受け、本年４月より本格

的に事業が開始されます。

　創立総会では下記議案が出席者全員にて承認可決されました。

選出された役員は下記の通りです。

五島市地域づくり事業協同組合創立総会

《役員一覧》
理 事 長(代表理事)　清瀧　誠司　〈福江商工会議所　会頭〉　　
副理事長　山下　克己〈五島水産㈱　会長〉
理　　事　今村　大治〈㈱今村組　常務取締役〉　　山里　一郎　〈㈱神田商会　代表取締役社長〉
監　　事　佐々野邦久〈佐々野税理士事務所　所長〉

《決議議案》
第１号議案　定款並びに規約制定の件
第２号議案　初年度、次年度及び第３年度の事業計画決定の件
第３号議案　初年度、次年度及び第３年度の収支予算決定の件
第４号議案　経費の賦課徴収方法決定の件
第５号議案　借入金残高の最高限度額決定の件
第６号議案　役員報酬決定の件
第７号議案　取引金融機関決定の件
第８号議案　関係団体加入の件
第９号議案　創立総会において選出された役員の任期決定の件
第10号議案　役員選出の件
第11号議案　組合事務所の位置決定の件
第12号議案　字句の一部修正委任の件
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～新型コロナウイルス感染症対策地域活性化事業・レシート大抽選会～

応募方法など詳しい内容につきましては
新聞折込チラシなどをご覧ください！！
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福江商工会議所女性会会員募集!!
　福江商工会議所女性会は現在会員を募集しています。

　主な活動と致しまして、福江みなとまつりへの参加・地域事業への協力・愛のチャリティ歌の祭典の開催など、
多岐にわたり活動の場を広げております。
　長崎県下の女性会との交流も積極的に参加をしまして、大会や他女性会の事業に参加することで、島内外で
の多くの繋がりを深めることもできます！
　　多方面での見聞を深めたい方、地域を盛り上げたい・振興を図りたい方、会員一同大歓迎しております！

福江商工会議所　TEL.0959−72−3108
　　　　　　　　　（担当：白石、橋本、大坪までお気軽にお尋ねください！）

入会希望・
お問い合わせ

　渋沢栄一は、約500の会社、600の社会事業にかかわりました。常人には不可能としか思えないような

業績ですが、もちろん一人で成し遂げたわけではありません。

　彼には人を見抜く力がありました。そして適材を適所に配置することで、大勢の人々を巻き込みつつ、

事業を成し遂げていったのです。

　では、なぜ彼には「人を見抜く力」があったのでしょうか。

　一つには若い頃から社会に揉まれていたことがあります。

　中国の「三国志」の時代、切れ者の象徴だったのが諸葛孔明でしたが、一つ大きな弱点がありました。

それは人を見る目がなかったこと。だからこそ子飼いの部下だった馬謖（ばしょく）の力を見誤って抜擢、

作戦を大失敗させて「泣いて馬謖を斬る」という故事を残してしまったのです。

　では、なぜ孔明ほどの人物が人を見る目がなかったのか。それは若いときに田舎で晴耕雨読の生活を

していて、社会に揉まれていなかったからだといわれています。

　逆に栄一の場合、若いときから掛け売り商売にいそしみ、志士たちと交流し、幕臣になりと、社会で

揉まれ続けました。そこで人を見る目を養っていったのです。

　さらに栄一は、『論語』の次の人物鑑定法を利用していました。

・人を見るのに、現在の行動を観察するばかりでなく、その動機は何か、またどんな結果に満足するの

かまで突っ込んで観察する。そうすれば、どんな相手でも本性を隠しきれなくなる（子曰く「その以（な）

す所を視、その由る所を観、その安んずる所を察すれば、人焉（いずく）んぞ廋（かく）さんや、人焉

んぞ廋さんや」）『論語』為政篇

　この一節を栄一は、次のように解説します。

　「そもそも人物を観察するのに、第一にその人の外面にあらわれた行為の善悪や正邪を視る。第二にそ

の人のこの行為は何を動機にしているものなのかをしっかりと見極める。第三に、さらに一歩進めてそ

の人は何に安心するのか、何に満足して暮らしているかを察知すれば、必ずその人の本当の性質が明瞭

になってくる」（『論語講義』引用者訳）

　簡単に言えば、「実際の行動はどうか」「その動機は何か」「何に満足して生きているのか」を見れば、

相手の真実は見えてくるというのです。

　いうなれば「人間通」だったからこそ、栄一はあれほどの偉人たり得た面があるのです。
作家・グロービス経営大学院客員教授　守屋　淳

◇守屋　淳／もりや・あつし
　1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。現在は作家として『孫子』『論語』『韓非子』『老子』『荘子』
などの中国古典や、渋沢栄一などの近代の実業家についての著作を刊行するかたわら、グロービス経営大学院
アルムナイスクールにおいて教鞭をとる。著訳書に34万部の『現代語訳　論語と算盤』や『現代語訳　渋沢
栄一自伝』、シリーズで20万部の『最高の戦略教科書　孫子』『マンガ　最高の戦略教科書　孫子』『組織サバ
イバルの教科書　韓非子』などがある。2018年４～９月トロント大学倫理研究センター客員研究員。

「渋沢栄一の人を見抜く力」
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　福江商工会議所様と一般社団法人 長崎県労働基準協会 五島支部様の協賛で会員事業場従業員様の定期健康診
断を下記の通り実施いたします。
　是非、この機会をご利用いただき皆様の健康管理にお役立ていただければと存じます。
　お申し込みの程、宜しくお願い申し上げます。

記

【日　　時】令和３年６月２２日㈫・２３日㈬・２４日㈭・２５日㈮・２６日㈯［５日間実施します］

【時　　間】午前受付時間⇒９：００～１１：００　午後受付時間⇒１４：００～１５：００

※ご注意：６/２２のみ午前受付は９：３０開始です。６/２６は午前のみ実施で午後は実施いたしません。

※６月２２日㈫の９：３０～１１：００は女性の方を優先とさせていただきます。（先着申込み優先）

　つきましては６月２２日㈫のみ男性の方は１１：００～の受付となります。

【実施場所】福江文化会館 展示室（〒８５３―００１８ 五島市池田町１番２号　Tel ０９５９−７２−５７４１）

【申込方法】同封の「健診申込書」に必要事項をご記入の上、下記申込書送付先へＦＡＸもしくはご郵送下さい。

【お問い合わせ先】実施健診機関担当者（中山携帯０７０-１４４３-３６０６）ヘ直接ご連絡ください。

　〔一般健康診断〕
項　目 内　　　容 料金（税込） 摘　要

Ａ コ ー ス
協 会 健 保 管 掌
一 般 健 診

【生活習慣病予防健診】
（　 全　 項　 目　）

●問診　●医師診察　●身長・体重測定　●血圧測定　
●腹囲測定　●尿検査（糖、蛋白、潜血）　●視力検査　
●聴力検査（オージオメトリー）
●心電図検査（安静時12誘導）　●胸部X線（直接）撮影
●胃部X線（直接）撮影　●大腸がん検査（便潜血２日法）
●血液検査
　貧血検査（赤血球数、白血球数、Ht、Hb）
　肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP、ALP）
　血中脂質検査（総コレステロール、中性脂肪、
　　　　　　　　HDLコレステロール、LDLコレステロール）
　糖尿病検査（血糖）、腎機能検査（クレアチニン）
　痛風検査（尿酸）

7,160円

35歳以上の
協会健保加入者で

生活習慣病予防健診を
ご希望の方

Ｂ コ ー ス
定 期 健 康 診 断
一 般 健 診

【安衛法項目】
（　 全　 項　 目　）

●問診　●医師診察　●身長・体重測定　●血圧測定　
●腹囲測定　●尿検査（糖、蛋白、潜血）　●視力検査　
●聴力検査（オージオメトリー）
●心電図検査（安静時12誘導）　●胸部X線（直接）撮影
●血液検査
　貧血検査（赤血球数、白血球数）
　肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP）
　血中脂質検査
　　　（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール）
　糖尿病検査（血糖）

7,150円 上記以外の方

　【Aコースをご希望の方は午前中のみの受付となります。ご注意ください。】

◆実施健診機関の五島市における主な受診団体実績◆
五島自動車㈱グループ様・ごとう農業協同組合様・
五島コンナカ王国様・㈱つばき屋グループ様・㈱浜口水産様・
㈲イーウィンド様・㈲橋本組様・ダイレックス㈱様・
㈱ダイキョープラザ様・佐川急便㈱様・㈱十八親和銀行様・
（社福）五島会五島福寿園様・（社福）明和会ゆうゆうの里様

　　　　　　　　など多数の団体様が受診されております。

《実施健診機関》一般財団法人 医療情報健康財団
〒812−0025 福岡県福岡市博多区店屋町4−15 興新ビル 4階
Tel（092）272−2391　Fax（092）272−2392　http://www.kenko-zaidan.or.jp

《申込書送付先》一般財団法人 医療情報健康財団 佐世保事務所 中山宛（携帯070−1443−3606）
〒857−1161 長崎県佐世保市大塔町1730−15 2 階　Tel（0956）37−6168　Fax（0956）37−6169

健 康 診 断 実 施 の ご 案 内

〔会員事業場様だけの特別料金制度です〕

《協賛》福江商工会議所・一般社団法人 長崎県労働基準協会 五島支部

毎日を健やかに、心豊かにおくるために！
定期的な健診と健康づくりを。
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きぼう

錦織礼志郎 さん

九州商船㈱福江支店

〒853-0015

長崎県五島市東浜町2丁目3-1

TEL：0959-72-2191

取締役五島統轄支店長：松尾　太

本　　社：長崎市

設　　立：明治44年2月27日

事業内容：旅客定期航路事業、港

湾運送業、自動車運送

業、旅行業

HP：https://kyusho.co.jp/

インタビュー企画

取材日 令和３年２月12日

Q入社のきっかけ

A島内での就職を希望していたところ、幼い頃より部活

動の遠征で大変お世話になっている九州商船(株)の募

集があり、島と本土を繋ぐ中で、人を運ぶだけでなく生活物

資の輸送など、島のライフラインとして支える船舶会社に魅

力を感じ、島の人々の為に働きたいと考え入社しました。

Q仕事内容

A船便の予約や窓口発券業務、船便入出港の際の現場業

務が今の主な仕事です。先々は旅行プランの作成や、

修学旅行などの添乗員業務を行う予定の為、少しでも早く任

せて頂けるよう日々精進しています。

Q仕事で大切なことは

A一つ目は向上心を大切にしております。仕事に少しず

つ慣れてきた中、これぐらい出来れば良いかなと妥協

することなく、少しでも高見を目指そうという気持ちでいま

す。二つ目はコミュニケーションです。多様な人々と接する

為、ハキハキした口調と笑顔を大切にしています。

Q会社の好きなところは

A職場の皆さんが優しく接してくれる所です。役職に関

係なく積極的に話しかけて下さり、親身になって相談

に応じてくれます。また接客の際、お客様から「ありがとう」

の言葉を頂くと、とてもやりがいを感じます。

Q息抜きの方法

A休日は友達と釣りやドライブ、好きなYouTubeなどを

見て過ごしています。

　また、体を動かす事が好きなのでランニングや筋力トレー

ニングをして心身ともに磨きをかけています。

Q今後の目標について

Aこれまで支えてくれた両親はもちろん指導してくだ

さった先生をはじめ、お世話になった方々への感謝の

気持ちと初心を忘れずに、自分に出来る仕事を増やしスキル

アップしていきたいと思います。

第６回


