
同友会これからの企画 (2018.7.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

7/2 18:30 中央南地区会７月例会
コンチネンタルビ
ル

 テーマ;会員企業ＰＲ例会
  報告者;㈱OLIVE'S　代表取締役　内田　湖樹 氏

  　　　　 ㈱ジャパンフードサポート　代表取締役　佐孝　憲康 氏
 　　　　 コニカミノルタジャパン㈱　営業　大瀬戸　渉 氏

7/4 15:00
社外同期プロジェクト
『Lacラボ.』第２講

BIZ SHARE札幌  テーマ;文章の書き方、伝え方を学ぶ

7/5 18:30
東地区会第11回学びすとe倶楽部
第1回例会

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;顧客とは
問題提起者;㈱リベラル　代表取締役　島貫　法幸 氏

7/6 18:30
「起望峰」「とかち支部あすなる
会」合同例会

札幌第一ホテル

 テーマ;事業承継ガイドラインを読み解く
 　　　　　～企業寿命３０年説を打ち破れ～

  報告者;札幌英和法律事務所　弁護士　田中　康道 氏
　　　 南昇税理士事務所　副所長　南　優香 氏

7/9 11:30 CHITOSE  Power  Lunch
ビアワークス・ち
とせ

.

7/10 18:00 白石・厚別地区会7月例会 札幌第一ホテル

  テーマ;『任せれば』 社員は楽しみ動き出す！！　
 　　　　　社員が主役のコミュニケーションとは！？

 講　師;コミュニケーション・デザイン研究所
 　　　　　　　　　　　　　　代表　北原　義昭 氏

7/10 10:30 HoPE7月移動例会
興和工業㈱(登別
市）㈱キメラ（室
蘭市）

企業見学例会in西胆振
※要事前申し込み（無料送迎バスあり）

7/11 9:07
白石・厚別地区会
Ｃグループゴルフコンペ

ハッピーバレーGC .

7/11 18:30 農業経営部会7月例会 江別市民会館

 テーマ;フードビジネスで世界へ挑む！
 　　～梅光軒の新市場開拓　トライ＆エラーで海外への道を拓く～

報告者;㈱オーシャン　代表取締役　井上　雅之 氏
 　　　　　　　　　　　　　　　　（道北あさひかわ支部）　

7/14 8:15 東地区会　親睦ゴルフ大会
札幌スコットヒル
GC

.

7/14 9:15
白石・厚別地区会　Ｄグループ
第1回親睦パークゴルフ

八剣山パークゴル
フ場

.

7/17 10:30
障がい者問題委員会
「障がい者対象インターンシッ
プ」受入企業説明会

札幌市役所本庁舎

 報告①;障がい者雇用を行うために
報告者;北海道はまなす食品㈱

 　　　　　　　能力開発センター長　榎本　敏彦 氏
 　　　　　　　企業在籍型ジョブコーチ　二ノ文　恵二 氏

 報告②;私はこのようなインターンシップを希望しています！
  　　　※実際にインターンシップを希望する当事者が発表します。

7/17 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
7月例会

千歳商工会議所
  テーマ;成長企業の社長が語る！～自社の経営と千歳の魅力～

 報告者;㈱アセットプランニング　代表取締役　及川　学 氏
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（札幌支部 副支部長）

7/18 16:00
経営厚生労働委員会
身体と企業の健康セミナー

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;目指そう！ＰＰＫ（ピンピンコロリ）と
 　　　ＮＮＰ（ニコニコポックリ）

 　　　～血圧計と体重計であなたにもできる健康増進！～
  講　師;陶氏診療院　院長　陶　恵栄 氏　
 

7/19 9:30
社員マナー研修会
【定員になりました】

札幌コンベンショ
ンセンター

  基調報告;主体的に働く～社会の仕組みを理解して働こう～　
講　師;㈲イメージ・ソース・ジャパン

                  　代表取締役　竹内　直樹 氏
 テーマ;社会人として主体的に働くとは？

 　　　 職場のマナーの基本とは？
  　　　 職場のマナーと接遇応対

7/20 18:30 東地区会7月例会
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;営業らしい営業をしていないデザイン事務所に
         仕事がくる理由

 報告者;㈱Ｄ＆Ｃ　代表取締役　 髙橋　恵 氏　
 自社事業分析シート担当;㈱サムライ設備工房

 　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　北島　鉄也 氏

7/21 11:00 南地区会7月例会
吉田農場　札幌
パークゴルフ石山

 テーマ;今年も　みんなもGOLF
 

7/23 18:30 女性経営者部会7月例会 札幌エルプラザ

 

 テーマ;女性経営者のための色彩心理＋フラワーセラピー
  報告者;六花-ＲＩＫＫＡ-　代表　佐々木　千秋 氏

7/24 18:00
中央東地区会・中央北地区会・
WAOJE　合同7月例会

ジャスマックプラ
ザ

 テーマ;葛西紀明　講演会
  講　師;㈱土屋ホーム　葛西　紀明 氏　(スキージャンプ選手)

裏面もご覧ください



7/24 18:30 江別地区会7月例会 野幌公民館

 テーマ;もう悩まない人材不足！
 　　　　人に選ばれる企業になるためには！！

  報告者;㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏
  　　　　　　　　　　　　　　　(札幌支部共同求人委員長)

7/25 18:00
【オープン例会】
豊平・清田地区会 ７月例会
「SDGｓ北海道アクション」

アサヒビール園は
まなす館

テーマ;聞いてみよう・学んでみよう・つながってみよう
 　　　SDGｓ北海道アクション

 報告者;RCE北海道道央圏協議会　事務局長　有坂　美紀 氏
コーディネータ;NPO法人札幌チャレンジド

                             　                    理事長　加納　尚明 氏

7/25 18:30
中央西地区会7月例会
 THE・経営者!

札幌エルプラザ
 テーマ;ビジネスモデルとポリシーの大切さ

 講　師;㈱ファイバーゲート　代表取締役社長　猪又  將哲 氏

7/26 14:00
障がい者問題委員会　学習会
「ダイバーシティ シンポジウ
ム」

京王プラザホテル
札幌

  テーマ;多様な生き方、働き方
 講　師;ＮＰＯ法人ＦＤＡ　理事長　成澤　俊輔 氏

7/26 19:00 北地区会7月例会 北区民センター
 テーマ;創業の理念を貫く！ 中小企業の”夢”が業界を変える

 報告者;ファームエイジ㈱　代表取締役　小谷　栄二 氏

7/27 19:15 西・手稲地区会7月納涼例会
どんぶり茶屋
小樽堺町通り店

おたる潮まつり花火鑑賞

7/27 11:30 IT経営部会　ランチセミナー 第一ホテル テーマ;あなたの会社は大丈夫? 企業における情報管理

7/27 18:30 国際ビジネス研究会7月例会
ANAホリディ・イ
ン札幌すすきの

テーマ;これからの中国経済と中日貿易の発展について
講　師;中華人民共和国　駐札幌総領事館　総領事　孫　振勇 氏

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



2018年6月22日
(一社)北海道中小企業家同友会

札幌支部中央西地区会
会長 丹 英司

出欠回答 （申込締切：7月23日）□出席します（懇親会 □出席□欠席）□欠席します

会 員
氏名 会社名

ゲ ス ト
お知り合いの

経営者の方をぜひ

お誘い下さい！

氏名 会社名

役職 TEL FAX

お申込先FAX 011-702-9573

会場
札幌エルプラザ
(札幌市北区北8条西3丁目 28)

7/25(水)開催

日時

参加費 500円（例会のみ）

18:30 ～ 20:30

【講師】

株式会社ファイバーゲート

代表取締役社長 猪又 將哲 氏

独自開発したFreeWi-Fiのシステムをマン
ション・商業施設・観光・交通機関などへの
設置を中心とした事業で、2018年3月に東証
マザーズに上場した株式会社ファイバーゲー
トの代表取締役に、上場までの苦労、そして
今後の展開などについて生々しく語っていた
だきます！

THE・経営者！

猪又 將哲（いのまた まさのり）
1965年2月26日生まれ 53歳
【略歴】
愛知県小牧市に生まれる。北海道大学経済学部を卒業後、興亜火災海上
保険株式会社（現損保ジャパン日本興亜）に入社。1987年に同社を退職
し、株式会社マイネット代表取締役を経て、2003年株式会社ファイバー
ゲート 代表取締役社長に就任。2015年、台湾に100％子会社として飛博
網通科技股份有限公司（英文：Fibergate Taiwan Inc.）を設立。

中央西地区会7月例会のご案内

北海道同友会は2019年11月に創立50周年を迎えます。札幌支部2,000社目指して奮闘中です！

ご紹介は、事務局 大宮 かなえまで！！ ℡(011)702-3000(直通)

★猪又社長もご参加！例会で聞けなかったお話が聞けるかも？

時間/ 21：00～

会場/グランド居酒屋富士（中央区南5西4 富士会館ビル）

会費/ 3,500円

懇
親
会

講演では、

・上場を目指した理由、きっかけ

・四つの成長期とその成長ポイント

・なぜ自社開発にこだわったか

などをお話しいただきます！



 

------------------------------------------------------------- 

2018年 6月 6日 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部

TEL：(011)702-3000 

中央南地区会 会長  松井 髙志 

（担当 江口、佐藤、朝倉） 

小夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、今回の例会では 3名の地区会員企業にお話いただきます！皆様奮ってご参加ください。 
 

（株）ジャパンフードサポート 代表取締役 佐孝 憲康 氏 

コンチネンタルビル 

中央区南 1条西 11丁目 1番地 

 

 

開催日 

会社名                  お役職               お名前                        

例会に    □出席します     □欠席します 

18:30～20:30 

7/2（月） 

2008年 11月設立。資本金 300万円。従業員 6名。 

業務内容：お米と玄米を販売しております。 

2012年 2月に同友会へ入会。 

会 場 

参加費 1,500円（弁当・会場費など） 

出席/欠席の回答、キャンセル締切は 6/28(木)１８：００です。回答は FAX またはMy Doyuにてお願いいたします。 

中央南地区会 7月例会（7/2）参加申込 

同友会事務局担当者：山崎、桑田  ▼FAX：011-702-9573 

会社名                  お役職               お名前                        

ゲスト欄 同友会に興味のあるお知り合いの方とぜひご参加ください！ 

コニカミノルタジャパン（株） 営業 大瀬戸 渉 氏 
1947年 10月設立。資本金 39,710万円。従業員 3670名。 

業務内容：複合機・印刷用機器・ヘルスケア用機器などの販売並びにサービスなど。 

2016年 4月に同友会へ入会。（会員：北海道営業部 部長 堀田 裕史 氏） 

（株）OLIVE'S 代表取締役 内田 湖樹 氏 

2009年 2月設立。資本金 1,000万円。従業員 44名。 

業務内容：飲食店経営。 

2018年 2月に同友会へ入会。 

 

 

 



一般社団法人 北海道中小企業家同友会 札幌支部 

東地区会７月例会のご案内 
（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

 東地区会 会長 谷越 律夫 
自社事業分析シート担当：株式会社サムライ設備工房 代表取締役 北島鉄也 

司会：株式会社 建築舎 代表取締役 杉山 聡 

 東地区会7月例会（7/20）出欠回答〈回答期日7/17〉 

 

          □参加します         □欠席します 
          

       

      会社名                   役職                氏名                      あ 

 ※お問合わせは同友会事務局まで(担当：岸川、鈴木） TEL：011-702-3416／FAX：011-702-9573 

  

■日時：７月２０日（金） １８：３０～２１：００ 
 
■会場：札幌総合卸センター 共同会館 ３１５号室 

         （東区北６条東３丁目１） 

■参加費：５００円（会場代、事務経費等として） 

 営業らしい営業をしていない 
デザイン事務所に 
仕事がくる理由 
【報告者】 

株式会社Ｄ＆Ｃ 代表取締役  髙橋 恵 氏                                 

     

 

18：30   開会 

18：40～ 実践報告  
19：15～「自社事業分析 
       シート」記入 
19：25  グループ討論 
20：00～ グループ発表      
20：300 閉会 
      

 どの企業も何かしらの営業活動をしながら顧客開拓をしています。営業活動をあまりしていないという、デザイ
ン事務所の話をお聞きした後で、「自社事業分析シート」を使いながら、グループ討論をします。他の企業の顧
客開拓の方法を聞くことで自社の顧客開拓へ繋げてみませんか？ 

1976年 北海道生まれ  ガウディーに憧れ建築の道を目指す。北海学園建築学科終了後、
ゼネコンに入社し建築の基礎を学び、その後デザイン事務所にてデザインを学んだ後、
2005年に独立。2009年に法人化。デザインに対して、誠実であることをモットーにデザイン
活動に励んでいます。 
2014年度～ 一般社団法人日本商環境デザイン協会（略称：JCD） 北海道支部長 就任 



2018年7月2日 
（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

西・手稲地区会 会長 西田 宙文 
TEL：011-702-3000 

西・手稲地区会7月例会 7/27 出欠回答 （申込締切7/20） 

 
   □出席します（送迎バス □利用しない □利用・地下鉄琴似駅乗車 □利用・JR手稲駅乗車） 

   □欠席します     

  会社名               役職           氏名              

  会社名               役職           氏名                        

  ご家族氏名               【食事：不要（幼児）・小学生以下・中学生以上】 

  ご家族氏名               【食事：不要（幼児）・小学生以下・中学生以上】 

        ※当てはまるところに○をご記入ください。  ▼FAX返信先：011-702-9573            

■日 時：7月27日（金）19：15～20：50  
■会 場： どんぶり茶屋 小樽堺町通り店 

     （小樽市堺町3-24 TEL：0134-64-5593） 

■参  加   費 ：4,000円（お食事・飲み放題付） 

※小学生以下：2,000円（お食事不要の場合は無料） 

■貸切バス利用料： 2,000円（小学生以下は無料） 

    ※7/24以降のキャンセルは会費を申し受けます。 

    ※天候等によっては、花火が中止になる場合がございます。 

◆スケジュール◆ 

18：00  地下鉄琴似駅 居酒屋「炎」前集合 

       貸切バス乗車（30分・希望者） 

18：30  JR手稲駅南口 千葉ビル（パチンコ店）  

       前集合 

       貸切バス乗車（40分・希望者） 

19：10  会場着 

19：15  開会 

20：00～ 花火大会鑑賞（おたる潮まつり） 

20：50  閉会・解散 

21：00  貸切バス乗車（希望者） 

21：35  JR手稲駅 降車 

21：50  地下鉄宮の沢駅 降車 

22：00  地下鉄琴似駅 降車 

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 札幌支部 

西・手稲地区会 7月納涼例会 
～おたる潮まつり  花火鑑賞会～ 

 今年も納涼例会の季節が近づいて参りました！今

回は、地区会員企業が運営する「どんぶり茶屋 小

樽堺町通り店」にて、美味しい海鮮料理をいただきな

がら親睦を深め、「第52回おたる潮まつり」初日の花

火大会を店舗屋上から鑑賞いたしましょう！ 

 普段例会になかなか参加できない方もこの機会に

ぜひご参加をお待ちしております！ 

ご家族・社員の方、お知り合いの経営者の方も

参加歓迎いたします！ 



 

 

みんなも 
皆様におかれましては、お元気にお過ごしのことと存じます。 

さて、南地区会 7月例会では今年もゴルフ大会を開催いたします。プレー後は美味しいジンギスカンも 

いただきます！さわやかな石山の空のもとで楽しんでまいりましょう。ゲストの方の参加も大歓迎です！是非ともお誘いあ

わせの上、ご参加くださいませ。 

南地区会 7 月例会 

 

日 時：7 月21 日(土) 11:00～14:30 

会 場：吉田農場 札幌パークゴルフ石山 
(札幌市南区石山 816 ℡：011－593－3300) 

会 費：4,500 円(プレー代、クラブ代、昼食代ほか) 
終了後、すすきの近辺にて懇親会開催予定(会場未定) 

 

★無料送迎バス 10:30 真駒内中学校グラウンド横 発 
締切後のキャンセルは、キャンセル料を頂戴する可能性がございます。 

(申込締切：7 月１７日(火)) 

 
南地区会７月例会出欠回答（7/21） 

 

□ 参加します （□送迎バス利用有  □送迎バス利用無  □現地直行） 

□ 参加しません 
会社名               役職         氏名              
ゲスト 会社名           役職         氏名              

FAX 返信先／同友会事務局 FAX 011-702-9573 （担当：小西 ℡011-702-3000） 

 

〈スケジュール〉 

11:00 開会 
    パークゴルフ 27 ホール 
13:00 昼食 ジンギスカン 
14:30 現地解散 
   (真駒内行き送迎バス出発) 
 
 
※スケジュールは変更になる 
可能性がございます。 

 2018 年 6月 15日 
一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部  

南地区会 会長 岸 信行   
TEL 011-702-3411㈹ FAX 011-702-9573 

今年も 
 



 
札幌支部北地区会７月例会(7/26)出欠回答  

       例会に  □ 出席します   □ 欠席します  
     懇親会に  □ 出席します   □ 欠席します   
会社名                    お役職                  氏名                   

会社名                    お役職                  氏名                   

▼FAX返信先 011-702-9573(担当：山崎) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北地区会７月例会のご案内 

【報告者】 
ファームエイジ（株） 代表取締役 小谷 栄二 氏 

＜プロフィール＞ 
1985 年設立、電気柵の販売・畜産管理機器の販売・動物捕獲用檻の販売・ネットフェ

ンスの販売・外食事業、資本金3,195万円、従業員75名。同友会には1993年に入会。

2009 年～2012 年まで北地区会幹事。 

と き：7 月26 日 (木) 19:00～21:00 
               終了後、懇親会を行います 

ところ：北区民センター 3 階講義室 
  (北区北 25西 6-1-1  TEL:011-757-3511)  

    懇親会：ホルモン戦隊もつレンジャー 
         (北区北 24西 4-1-17 TEL:011-374-1984) 

参加費：1,000 円(会場費他) 懇親会：4,000 円 

＜タイムスケジュール＞ 

19:00～  開会・講師紹介 

19:10～  講演 

20:30～  質疑応答 

20:50～  会長挨拶、各種案内 

21:00    閉会・撤収、懇親会場へ移動 

2018年 6月 27日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 
北地区会 地区会長 佐々木 和秀 

 

※前日以降の懇親会キャンセルにつきましては全額申し受ける場合がございます。ご了承ください。 

締切：7/20(金)18:00 

道産羊肉の生産拡大を目指す「ニュージーランド北海道羊協力プロジェクト」が今年
度から始動しました。国内で流通している羊肉の９割以上は輸入品ですが、世界的
には成長産業として注目されています。 
2028年までに道産羊肉をブランド化し、現在の約 10倍の飼育数、100億円市場
を目指す国際プロジェクトに携わる唯一の日本企業がファームエイジ(株)です。 
同社には、様々な困難と、実現したい創業から変わらない「夢」がありました。 
当別から酪農を変える！経営者の実践報告です。 

創業の理念を貫く！ 

中小企業の”夢”が業界を変える 

お 知 り 合 い の 経 営 者 の 方 と ぜ ひ ご 参 加 く だ さ い ！ 

＜テーマ＞ 
 

TEL:011-757-3511
TEL:011-374-


▼FAX：011-702-9573(担当：山崎) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

                         

 
 
                         

 
 
 

 

 

 

 

白石・厚別地区会７月例会（７/１０） 

□出席します（□懇親会出席 □懇親会欠席）    □欠席します 
 

 
会 員 

 

氏名 会社名       

役職 

社員または 
ゲスト 

氏名 会社名                              

役職 
□懇親会出席 □懇親会欠席 

社員または 
ゲスト 

氏名 会社名                              

役職 
□懇親会出席 □懇親会欠席 

 

 ２０１8年 6月 15日 
(一社)北海道中小企業家同友会 

札幌支部 白石・厚別地区会 

会長 佐々木 ひとみ 

担当 Ａグループ 

TEL：011-702-3000（直） 

 

日  時：７月１０日（火）18：00～22：30 

                    （懇親会21：00～22：30） 

会  場：札幌第一ホテル（札幌市中央区南 7西 1-12-7） 

参加費：1,000円（会場費他） 懇親会費：４,500円 

７月例会は「コミュニケーション」の重要性に気付くための勉強会です。 

人材不足、パワハラ問題、ＳＮＳなどが取り沙汰されるコミュニケーション不毛時代、また「経営者だけでは会

社は回らない・・・」と危機感を感じる時代こそ、社員自身が会社の主役と感じ、経営者ともに会社を発展させて

いくことが重要です。講師にコミュニケーション・デザイン代表の北原義昭氏をお招きして、社員が主役と感じる

コミュニケーションの「あり方」と「やり方」を、ディスカッション形式で学びます。  

＜タイムスケジュール＞  

18：00  開会、挨拶 

18：10  講演 

20：00   休憩 

21：00  懇親会 

22：30  閉会 

＜テーマ＞ 『任せれば』 社員は楽しみ動き出す！！  
    社員が主役のコミュニケーションとは！？ 

＜講 師＞ 

コミュニケーション・デザイン研究所  代表 北原 義昭 氏 
＜プロフィール＞ 

大学で人間関係論を教え、警察・医大・銀行・ホテルなどの講演からススキノホステス研修まであらゆる業種・

業態で講師を務める。メインは、誰でもすぐ使え、個人と組織がガラリと変わるコミュニケーション心理学を

35 年間研究し教えている。サラリーマン時代には、出光興産㈱愛知製油所にて米国から導入したコーチングス

キルを駆使し年間コスト削減 40億円達成。 

北海道同友会は 2019 年に 50 周年を迎えます‼ お知り合いの経営者の方をご紹介ください‼ 

 

※ ご回答はMyDoyu または FAX にて７/３（火）までに事務局（担当：山崎）へお願いいたします。 

 



豊平・清田地区会 

７月例会のご案内 
 

日 時 ： ７ 月 ２ ５ 日 （ 水 ）  １ ８ ： ０ ０ ～ ２ ０ ： ０ ０ 
 場  所：アサヒビール園はまなす館（札幌市白石区南郷通4丁目南1-1） 

 参加費：1000円（事務経費として） 

 懇親会：同会場で開催します（参加費：4000円）※ジンギスカン+飲み放題 

豊平・清田地区会 ７月例会（７月２５日） 出欠回答  

 

□参加します（□例会 □懇親会）  □欠席します 

 

会社名               氏名              . 

ＦＡＸ返送先 011-702-9573 同友会事務局 宛   

お問合せ TEL011-702-3000 

2018年6月25日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 

札幌支部 豊平・清田地区会 

会長 髙橋 正幸 

聞いてみよう・学んでみよう・つながってみよう

SDGｓ北海道アクション  

 ２０１５年９月国連総会でＳＤＧｓ（エスディージーズ／持続可能な開発目標）が策定されま

した。言葉は聞いたことがあるがよく知らない・・・という方も多いのでは？ 持続可能な世界

を実現するために定められた17の目標に、今世界中が取り組みを強めています。 

 今回はこのSDGｓについて、RCE北海道道央圏協議会の有坂事務局長と、札幌チャレンジド

の加納理事長からわかりやすくご説明いただき、２０１８年の地区会方針でもある強い企業作

り、元気な地域づくり、魅力ある同友会作りのヒントとしていきたいと思います！ 

先日配信のアンケートでもお知らせした通り、今年度より地区会内

でABCの３つのグループをつくり、よりお互いの顔が見える活動を

していきたいと思います。改めて各グループの特長について解説を

する時間を設けたいと思いますので、是非ご参加ください！ 

グループ 

キックオフ 

説明会 

報告者 RCE北海道道央圏協議会 事務局長 有坂 美紀 氏 

コーディ

ネーター NPO法人札幌チャレンジド 理事長 加納 尚明 氏 

【オープン例会】他地区、ゲストのご参加大歓迎 



一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 
（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 

会長  内山 亘理 

TEL:011-702-3000／FAX:011-702-9573 

 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会7月例会は、今年千歳市内にホテルを自社施工し、新規事業展
開を図る、（株）アセットプランニング 及川社長をお招きし開催いたします。創業以来、熾烈を極め
る不動産業界において今なお成長を続けている及川氏の講演より、企業戦略、人材育成の実践や、
市外から見た千歳の魅力を学んで参ります。また、当日は各社の企業戦略についてディスカッションして
参りますので、是非お誘い合わせの上ご参加ください。お知り合いの若手経営者の方もこの機会にお声
掛け頂きますようお願いいたします。 

【テーマ】 

成長企業の社長が語る！ ～自社の経営と千歳の魅力～ 
 

【報告者】  （株）アセットプランニング  

       代表取締役 及川 学 氏 

（一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 副支部長） 
 

 ≪報告者プロフィール≫ 

  1963年生まれ、札幌市出身、55歳。長年務めたハウスメーカーでの経験を 

  生かし、04年40歳の時に㈱アセットプランニングを創業。不動産の売買、仲 

  介、管理などを中心に着実に企業を成長させる。同友会では2010年より2年 

   間未知の会代表世話人、2017年より札幌支部副支部長を務めている。 

◇と き ： ７月17日（火） 18:30～20:00 

◇ところ ： 
千歳商工会議所 会議室 
           （千歳市東雲町3丁目2-6）     

◇参加費 ： 1,000円 （会場代、事務経費として） 

※ 例会終了後、懇親会を予定しています（参加費4,000円程度）合わせてご予定ください。 

※ 参加申込締切 7/11(水) それ以降はキャンセル料を全額頂戴いたします。 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会7月例会（7/17） 

□ 出席します（懇親会 □ 出席 □ 欠席）      □ 欠席します 

【会 員】 
 

企業名 

 
 

お名前 

【ゲスト】 
 

企業名 

 
 

お名前 



 

報告者：(株)レイジックス 代表取締役社長 敬禮 匡 氏 

(北海道中小企業家同友会 札幌支部共同求人委員長) 
【企業プロフィール】 
資本金：2,200 万円 年商：3 億 6,000 万円 従業員：48 名   
業務内容：水産物・特産品小売、通信販売、飲食店運営、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ  
【報告者プロフィール】  
1971 年 札幌生まれ。高校卒業後上京し、8 年間東京での就業を経験し帰札。  
1996 年 丸鮮千代水産株式会社（現株式会社レイジックス）を設立。 
2006 年 北海道中小企業家同友会へ入会。  
2010 年より共同求人委員会に参加。 
2017 年度より札幌支部共同求人委員長。 

 

日時：7/24(火) 18：30～21：00 
会場：野幌公民館研修室３・４号 

会費：1,000 円(会場費等として) 
※7 月 20 日(金)18：00 までに MyDoyu または FAX(011-702-9573)でご回答くださいませ。 

--------------------------------------------------- 
江別地区会 7 月例会(7/20 締切) 

 
□出席します！  □欠席します 

(囲む会に □出席！  □欠席) 
 

企業名                         役職                  氏名                 
★ゲストの参加も歓迎！知り合いの経営者をお誘いください！ 

企業名                         役職                  氏名                 

 
担当事務局 村上(011-702-3000)        ▼FAX：011-702-9573 

終了後、講師を囲む会を開催！ 

会場：ちゃがちゃが 
(江別市野幌町 57-15) 

会費：約 5,000円 

新会員さんのお店です！ 
併せてご予定下さい！ 

人手不足が顕著に叫ばれる中、江別市は特に 25～49 歳という元気な働
き手の人口が少ない地域です。会員企業が人材を雇用し、江別に住む人
口を増やさなければ江別がなくなるとも言えます！地域の未来を支えるため
にもどうやって雇用に踏み出すのか。７月は札幌支部共同求人委員長の
(株)レイジックス 敬禮社長に地域に若者を残す重要性や採用できる企業
になるためにこれからの企業のあり方についてお話をお聞きします。 

2018 年 6 月 22 日(金) (一社)北海道中小企業家同友会札幌支部江別地区会  
会長 清水 誓幸 

共育委員長 前田 昭二 

〈同友会江別地区会共育委員会 7月例会〉   

もう悩まない人材不足！ 
人に選ばれる企業になるためには！！ 
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