
同友会これからの企画 (2018.2.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

2/1 13:40
障がい者問題委員会
障がい者雇用学習会

札幌総合卸セン
ター共同会館

 テーマ;障がい者雇用の最初の一歩の踏み出し方
 　　　　　～受け入れのための制度、社内体制、心構え～

 報告者;社会福祉法人はるにれの里 就労移行支援事業所あるば
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　吉岡　俊史 氏

   　　　たなか社会保険労務士行政書士事務所　代表　田中　雅紀 氏

2/1 18:00
第66期同友会大学公開講座
パートⅠ

札幌第一ホテル
 テーマ;転換期の日本経済～中小企業の視点から展望する～

  講  師;京都大学大学院経済学研究科  教授  岡田　知弘 氏

2/5 14:00
北海道科学大学3年生と企業若手
社員によるワールドカフェ

北海道科学大学
参加対象／2018年度共同求人（Jobwey2019）参加企業の
　　　　　若手社員（20代の方希望）

2/7 14:00 プライバシーマークセミナー
北海道経済セン
タービル

 プログラム;プライバシーマーク制度の概要
 ・個人情報保護法の概要

 ・プライバシーマーク制度の概要
 ・プライバシーマークの取得メリット

 ・プライバシーマークを取得するためには
 ・プライバシーマーク取得に要する費用

 ・ＰＭＳを構築するためには
 ・個人情報保護法改正及びＪＩＳ改正について（予定）

 ・プライバシーマーク取得のための支援サービスのご紹介
  講  師;一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

 　　　　 プライバシーマーク推進センター　水流　正英 氏
 

2/7 18:30 女性経営者部会2月例会 札幌エルプラザ
テーマ;「経営指針を学んで」

 　　　　経営をする目的と女性として生きることの一致点
  報告者;㈱The St Monica　代表取締役　七戸　千絵 氏
 

2/7 18:30
東地区会第10期学びすとe倶楽部
第8回例会（公開見学例会）

札幌総合卸セン
ター共同会館

 テーマ;人としてどう生きるか
 問題提起;㈱ほしの　代表取締役社長　星野　浩一 氏

2/7 18:30 2月ワンポイント講座
札幌総合卸セン
ター共同会館

 テーマ;誰でも出来る＆記憶に残る動画PR！
 　　　～ホワイトボードアニメーション活用術～

 講　師;㈱アバンティ　代表取締役　佐藤　安彦 氏　　
 

2/8 9:30 入社1年目フォローアップ研修会 札幌エルプラザ

【基調講演】
テーマ;自分中心に会社を見よう！
         ～イケてる自分を意識して働いてますか?
話題提供;㈱ブレンドワークス　代表取締役　前川　裕一 氏
【ワールドカフェ】
ファシリテーター;シゴトツクル　代表　本宮　大輔 氏

2/9 17:30
白石・厚別地区会
新入会員オリエンテーション

ベルクラシック札
幌フローラ

今年度、白石・厚別地区会へ入られた方を対象に、オリエンテー
ションを行います。

2/9 18:30 白石・厚別地区会2月例会
ベルクラシック札
幌フローラ

  テーマ;新聞と折込チラシの活用術
 講　師;㈱道新サービスセンター　代表取締役社長　小川　直樹 氏

 

2/14 18:30 中央東地区会2月例会 . .

2/14 13:30
共同求人委員会
共同求人オリエンテーション

札幌コンベンショ
ンセンター

.

2/14 15:30
共同求人委員会  2019新卒採用
キックオフ学習会

札幌コンベンショ
ンセンター

テーマ;採用力を身に付けよう ！！
　　　～学生への自社ＰＲ力、選考方法を学ぶ～
講　師;リージョーンズ㈱　代表取締役　高岡　幸生 氏

2/14 18:00 HoPE2月例会
北海道総合研究プ
ラザ 

テーマ;地域を変える！～産学官連携と企業間連携の実践から学ぶ～
報告者;北海学園大学経済学部　准教授　大貝　健二 氏

2/16 18:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
2月例会

恵庭商工会議所
テーマ;トラック野郎から経営者へ

 　　　　～経営指針研究会で自分が変わる！会社が変わる！！～
  報告者;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏

2/19 18:30 中央南地区会2月例会
コンチネンタルビ
ル

 テーマ;働き方改革は生き方改革
 　　　　　生き方改革は生涯幸福設計

報告者;㈱土屋ホールディングス　創業者会長　土屋　公三 氏

2/19 18:30 国際ビジネス研究会2月例会
ＡＮＡホリデイ・
イン札幌すすきの

テーマ;～ベトナムでの実践報告～
話題提供;㈱イークラフトマン　代表取締役　新山　将督氏

2/20 11:30
第3回広報情報ランチセミナー
（兼　中央西地区会2月例会）

札幌第一ホテル  講　師;㈲ダブルエス・ソリューション　代表取締役　酒井　誠一 氏

裏面もご覧ください



2/20 18:30 Join to the Doyu 札幌パークホテル

 NAVIGATOR; コレモッタ㈱　代表取締役　廣澤　克美 氏　
 　　　　　　　　　㈱ASCe　代表取締役　後藤　亮太 氏

   PRESENTER;㈲機弘社　代表取締役　前田　昭二 氏
 　　　　　　　FRSコーポレーション㈱　代表取締役　徳島 秀彦 氏

 　　　　　　　北斗徽章㈱　代表取締役社長　奈良　伸一 氏
                 　　 宮治理陽税理士事務所  所長　宮治　理陽 氏

2/21 18:30 東地区会2月例会
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;突然のまさか!? 私はこうして乗り越えた
報告者;㈱ホクエイシステム　代表取締役　坂上　秀男 氏
　　　 ㈱ICHI　取締役副社長　松本　智恵子 氏

2/21 18:30
後継者ゼミナール起望峰
2月公開例会

同友会事務局
 テーマ;村野流！親族経営の在り方～同族承継の戦略と戦術～

  報告者;シオンテクノス㈱　代表取締役　村野　篤 氏

2/22 18:00 中央北地区会2月例会
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;共同求人のすゝめ
 　　　～社員と共に悩み、共に感動し、共に成長を目指す会社へ～

 報告者;㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏

2/23 15:00
第13回全道農業関連部会交流会
inSAPPORO

札幌パークホテル .

2/26 13:30 西・手稲地区会2月例会
札幌市生涯学習セ
ンターちえりあ

テーマ;社員の行動を変える 経営指針づくり
　　　～行動が変われば会社が変わる～
報告者; イーズ・ラボラトリー　代表　江田　耕児 氏

2/26 13:30 内定者フォローアップ研修会
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ; 楽しく学ぶ～セルフコーチング～
講　師;マイコーチングオフィス　代表　中村　舞 氏

2/27 18:00 無二の会2月例会 札幌第一ホテル
 テーマ;シニアのための生涯あんしん人生の作り方講座

講  師;一般社団法人シニアライフサポート協会
  　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　小番　一弘 氏

2/27 18:30 南地区会2月例会
レンタルスタジオ
SUN PLACE

テーマ;障がい者雇用と事例の紹介
話題提供;医療法人社団林下病院ハピネスロード
　　　　　　精神保健福祉士　職業指導員　川村　梨乃 氏

2/27 18:30 江別地区会2月例会 野幌公民館

 テーマ;本業を軸にした地場地域社会貢献
　　　　年6回の地域チラシ配付7年間継続で、

 　　　　顧客数の約70％が弊社より約10分圏内の距離に！ 
　　　　～「住まいる110番(地域密着型建設業組合)」

 　　　　　　　　　　　　参画企業26社の志と7年間の活動～
 報告者;㈱落合建設　代表取締役　落合　靖巳 氏

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（「住まいる110番」代表）

会社名

氏　名

お役職

連絡先℡

会合参加申し込み書 ★同友会会員の方は、下記「連絡先℡」は省略可です。

日時 会合名

ご返信先/（社）北海道中小企業家同友会事務局　FAX011-702-9573　★お問い合わせは　℡011-702-3411

メインテーマ;札幌で語ろう！ 北海道農業の生きる道
【基調講演】 15:00〜16:30
テーマ;北海道農業の進むべき方向性

～市場開拓と顧客創造～

報告者; 農事組合法人和郷園 代表理事 木内 博一 氏
【ワールドカフェ、質疑応答】 16:40〜18:30
【農場指針の取組報告】 18:30〜18:50
【懇親会】 19:00～20:30

★部会以外の⽅でもご参加いただけます︕
詳細は、事務局までお問い合わせください︕


