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筑 後 信 用 金 庫  

第4回しんきん合同商談会「出展企業インタビュー」 

久留米大学・久留米工業大学生による「合同発表会」を開催しました！ 

（後援 久留米市） 

 平成29年12月18日㈪、筑後信用金庫（理事長 農塚 勉）は、第4回「しんきん合同商談会」にて実

施した久留米大学並びに久留米工業大学の学生計8名による「出展企業インタビュー」の活動結果や取
材した中小企業のなかでお勧めの中小企業を紹介する「合同発表会」を開催しました。これは、地元
の大学生に、地元の中小企業の素晴らしさを理解していただきたいという想いから取り組んだもので
あり、今後も、筑後信用金庫は、久留米大学や久留米工業大学との連携を通じて、地域経済の活性化
や地方創生に貢献して参ります。 

 上の写真は、筑後信用金庫農塚理事長（写真左）と江口常務理事による開会と閉会の挨拶です。
両大学の優秀な人材と当金庫のお取引先である中小企業をつなぐことにより地域経済活性化に貢献
していきたいという想いや、当日のご協力に対するお礼を申し上げました。 

 なお、垂れ幕（題字）は当日の合同発表会にあわせて久留米大学書道部（部長 文学部社会福祉
学科２年生 小玉あかねさん）にご協力いただき、バックボードは、久留米工業大学情報ネット
ワーク工学科３年生 中村明日香さん、久留米大学美術部（部長 経済学部経済学科２年生 城本崇
さん）にご協力いただいたものです。あらためてお礼を申し上げます。 
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 久留米工業大学の地域連携センター長白石教授、久留米大学で地方創生を研究されている藤谷講
師にもご挨拶をいただきました。 



 商談会等のビジネスフェアにおける「（大学生による）出展企業インタビュー」は、「しんきん合
同商談会」にとっても初めての試みであり、全国でも類を見ない企画でした。また、筑後信用金庫に
とっては、大学生に地元の中小企業経営者や中小企業の商品・製品の素晴らしさにふれてもらうこと
で、大学生の就職活動や、就職・起業後の活躍につなげていただきたいという想いで企画したもので
した。 

 このようななか、「合同発表会」を開催しましたのは、参加した大学生にその体験談や課題、企業
への提言等を関係者の前で発表する場を提供することにより、あらためて、地元の中小企業経営者や
中小企業の商品・製品の素晴らしさを深く理解していただき、今後の活躍につなげていただきたいた
いという筑後信用金庫の想いからです。 
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≪ 平成29年10月25日（しんきん合同商談会）でのインタビュー風景 ≫ 

 中小企業代表として、株式会社ラムロック
サービス事業本部 営業 獅子堂様（写真左）、株
式会社西原糸店 取締役 西原様（写真右）にもご
感想やご講評等学生への想いをお話しいただき
ました。また、久留米市役所 商工観光労働部 商
工政策課 主幹 山口様（写真下）にも、全体のご
講評をいただき、最後には、今回の取組を通じ
て大学生が学んだ「相手を知ろうとすることや
自分を知ってもらうこと」が、現在、そして将
来社会人になってからも、非常に大切なことで
あること等を伝えていただきました。 
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久留米工業大学 工学部機械システム工学科   ４年生 大西 佳奈 さん（写真左上） 
        工学部情報ネットワーク工学科 ４年生 國分 一秀 さん（写真左上） 
        工学部建築設備工学科     ４年生 斉藤 朱音 さん（写真左下） 
        工学部建築設備工学科     ４年生 御崎 星斗 さん 
久留米大学   経済学部文化経済学科     ２年生 上瀧 弘晃 さん（写真右上） 
        経済学部文化経済学科     ２年生 野口 航平 さん（写真右上） 
        経済学部文化経済学科     ２年生 原  大輝 さん（写真右下） 
        経済学部文化経済学科     ２年生 藤本 峻  さん（写真右下） 

≪ 発表をしていただいた大学生のみなさん ≫ 

 大学生からは、様々な切り口で、中小企業の魅力が紹介されました。例えば、久留米絣の関連商品を
扱う企業に対しては、「伝統を守り伝えるとともに、若い人が着たいと思うような新商品を創造してい
ることが心に残った」等の発表がありました。また、「中小企業の地元への郷土愛が仕事へのやる気に
つながっていることが分かった」、東京への就職が決まっている大学生からは「（就職活動前に）この
ような機会があれば中小企業の魅力に気づくことができたのではないか」等の発表もありました。 
 大学生の発表や感想等を聞きながら、大学生には「中小企業の地域への想いが地域づくりにつながっ
ていること」等に気づいてもらえたと感じており、微力ながらも筑後信用金庫は、大学生と中小企業の
橋渡しに貢献できたのではないかと考えています。 
 今後とも、筑後信用金庫は、久留米大学や久留米工業大学との連携を通じて、地域経済の活性化や地
方創生に貢献して参ります。 
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≪ 取材にご協力いただいた中小企業の皆様 ≫ 
 
 ・ＣＮＣマシニングサービス 様        （遠賀信用金庫 中間支店） 
 ・株式会社ナダヨシ 様            （遠賀信用金庫 古賀支店） 
 ・アートレ建築空間一級建築士事務所 様    （福岡信用金庫 野芥支店） 
 ・創ネット株式会社 様            （福岡信用金庫 博多北支店） 
 ・株式会社フクハク 様            （福岡信用金庫 馬出支店） 
 ・四恩システム株式会社 様          （筑後信用金庫 花畑支店） 
 ・株式会社西原糸店 様            （筑後信用金庫 本店営業部） 
 ・橋本事務機株式会社 様           （筑後信用金庫 白山町支店） 
 ・株式会社大川鉄工 様            （大川信用金庫 酒見支店） 
 ・仁田原建具製作所 様            （大川信用金庫 酒見支店） 
 ・株式会社富士機械製作所 様         （大川信用金庫 諸富支店） 
 ・有限会社ユー・ピー・アート 様       （大牟田柳川信用金庫 本店営業部） 
 ・株式会社四ツ山食品 様           （大牟田柳川信用金庫 本店営業部） 
 ・株式会社唐房米穀 様            （唐津信用金庫 本店営業部） 
 ・立体ＧＯＬＦ 様              （唐津信用金庫 和多田支店） 

（以上 久留米工業大学生 取材先） 
 
 ・株式会社ネクスト 日本環境エネルギー 様  （福岡ひびき信用金庫 黒崎支店） 
 ・株式会社ラムロック 様           （飯塚信用金庫 鯰田支店） 
 ・株式会社桑野商事 様            （田川信用金庫 金田支店） 
 ・夏秋冷菓 様                （佐賀信用金庫 神埼支店） 
 ・角味噌醤油株式会社 様           （九州ひぜん信用金庫 本店営業部） 
 ・ＪａＭｏ Ｂｒｉｄｇｅ 様         （伊万里信用金庫 南支店） 
 ・長与町生活研究グループ連絡会 長与カラフル 様   
                        （たちばな信用金庫 長与支店） 

（以上 久留米大学生 取材先） 

≪ 発表会当日にご協力いただいた皆様 ≫ 
 
 ・株式会社 西原糸店 取締役            西原 健太  様 
 ・株式会社 ラムロック サービス事業本部 営業   獅子堂 正哉 様 
 ・久留米工業大学 地域連携センター長 教授     白石 元   様 
 ・久留米大学 経済学部文化経済学科 講師      藤谷 岳   様 
 ・久留米市 商工観光労働部 商工政策課 主幹    山口 寛   様 
 ・久留米市 商工観光労働部 新産業創出支援課    林 歩美   様 
 ・一般社団法人九州北部信用金庫協会 専務理事    篠原 幸治  様 
 ・一般社団法人福岡県中小企業診断士協会 
     筑後信用金庫経営支援サポートメンバー 
                   リーダー    田川 伸史  様 
                           林 幸一郎  様 

上記以外にも、ご尽力いただいた信用金庫ほか関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。 


