
同友会これからの企画 (2018.8.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

8/1 15:00
社外同期プロジェクト
『Lacラボ.』第３講

BIZ SHARE札幌  テーマ;納涼例会／チーム力を上げよう！

8/2 18:30 中央南地区会8月例会
OSTERIA 101
SICILIA
GRILL&BAR

 納涼懇親例会「味の散歩道」

8/4 7:45
中央西地区会
親睦ゴルフ大会

滝のカントリーク
ラブ

.

8/4 15:00
後継者ゼミナール起望峰8月例会
サマーキャンプ

滝野すずらん丘陵
公園

.
 

 

8/6 10:00 第2次合同企業説明会
ニューオータニイ
ン札幌

.

8/6 18:00
北地区会経営問題研究会
第1回例会

つじの蔵
 テーマ;100年企業の歴史から学ぶ！

 報告者;辻野建設工業㈱　代表取締役　辻野　浩 氏 

8/7 18:30 白石・厚別地区会8月納涼例会
アサヒビール園は
まなす館

【第1部 セミナー①】
 テーマ;白石・厚別版しくじり先生～まずは俺の話を聞いてみて～

 報告者;㈱住まいのサポート21　代表取締役　四下　則之 氏
【第1部 セミナー②】

 テーマ;健康体操～疲れた体をほぐしましょう！～
  講師;㈲ASシエーラ　常務取締役　渡部　文緒 氏

8/8 18:00 HoPE8月例会
北海道総合研究プ
ラザ セミナー室

【パネルディスカッション】
テーマ;未来を語るDesigN
パネラー;札幌市立大学　初代学長　原田　昭 氏
  　　　 札幌市立大学　二代目学長　蓮見　孝 氏
 　　　  札幌市立大学　三代目・現学長　中島　秀之 氏
コーディネーター;
　　　 　三晃化学㈱　代表取締役社長　渡辺　民嗣 氏

8/9 16:00 南地区会8月納涼例会 サッポロビール園
テーマ;燃えろ！真夏のジンギスカンパーティー！

                                              inサッポロビール園

8/10 18:30
北地区会
納涼! 大ビアパーティー

アサヒビール園は
まなす館

 テーマ;大失敗から始まった、モエレ沼芸術花火大会
  報告者;モエレ沼芸術花火大会 副実行委員長 後藤　直哉 氏

 　　　　　　　　　　　         (㈲ケイアンドエイ　専務取締役）

8/10 18:30 江別地区会8月例会 野幌公民館

 テーマ;10年後の江別,10年後の自分,10年後の会社
 　　　～地元えべつの10年後を想い、地元の経営者で語り合う～

 話題提供;江別市企画政策部政策推進課　
   　　　　　　　　　　主幹(シティプロモート担当)　君　一哉 氏

8/17 18:00 豊平・清田地区会納涼例会 . 市電納涼会

8/18 11:30
東地区会
第11期学びすとe倶楽部
一泊研修（第2・3回例会）

小樽朝里クラッセ
ホテル

 ＜基調講演＞
テーマ;目に見えない大切なこと
報告者;㈲谷越印刷　代表取締役　谷越　律夫 氏

 ＜第2回例会＞
テーマ;何のために働くのか

 報告者;㈱ほしの　代表取締役社長　星野　浩一 氏
 ＜第3回例会＞

テーマ;マナーについて考える
報告者;㈱レーザー・プロ　代表取締役社長　藤沢　清司 氏

8/21 17:45 農業経営部会 8月例会
ファームレストラ
ン ハーベスト

 テーマ;会社も地域も最後に困るのは「金」よりも「人」
 　　　　　～地域に人を残す！自社の長期ビジョンと実践報告～

 報告者;㈱押谷ファーム　代表取締役　押谷　行彦 氏

8/22 15:00
経営厚生労働委員会
「就業規則セミナー」

教育文化会館

 ➀  就業規則に関するトラブル事例紹介
 講　師;山田敬純法律事務所　弁護士　山田　敬純 氏

 ②賃金管理について～自社に合った賃金規程を作ろう～
  講　師;人事労務コンサルタント　代表　伊藤　雅之 氏

8/22 18:30 西・手稲地区会 8月例会 西区民センター
 テーマ;経営上の重要テーマ「税務調査」について語り合う

 　　　～税務調査は怖くない～
  問題提起;佐藤寿志税理士事務所　代表　佐藤　寿志 氏

裏面もご覧ください



8/22 18:30 東地区会8月例会
ディノスボウルノ
ルベサ

納涼ボウリング会

8/23 19:00
中央東・中央北地区会
合同8月納涼例会

ノルベサ テーマ;ススキノの歴史を楽しく学ぶ

8/23 18:30 中央西地区会8月納涼例会
ディノスボウルノ
ルベサ

 テーマ;究極の親睦会
　　　～真剣に遊び、心と身体に元気を与え、

 　　　　　　　　　　　　　普段のストレスを発散しよう！

8/23 18:30
新会員オリエンテーション
Guide to the Doyu
with 経営指針委員会

札幌第一ホテル テーマ;経営指針って何だ?!

8/24 13:00
共同求人委員会
北海道科学大学教職員との懇談会

北海道科学大学

【問題提起】
大学側;直近3年間の就職状況
企業側;北海道科学大学卒者の採用が伸び、
　　　　　　　　　若者が実社会で活躍する事例
【教職員と企業側混合のグループ討論】

8/24 18:00 女性経営者部会8月オープン例会 札幌第一ホテル
  テーマ;人はなぜ怒るのか...？

   報告者;plus M(プラスエム)　代表　長谷川　久美子 氏

8/28 9:00
国際ビジネス研究会
8月一泊移動例会

岩見沢市、三笠
市、月形町

＜8/28＞
見学先;㈲山崎ワイナリー、大地のテラス、
          NORTH FARM STOCK、㈱平塚建具製作所
＜8/29＞
見学先;㈱溝口石材工業、㈱アグリプレゼント

8/29 13:00 共同求人学習会 札幌第一ホテル

テーマ;採用は究極の営業活動!
　　　～辞めない風土が会社を変える～
報告者;㈱ダイレクト　代表取締役　定本　康敬 氏
　　　　　　　　　　　（兵庫県同友会 前共同求人委員長）

会社名

氏　名

お役職

連絡先℡

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

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



会社名：             役職         氏名            

ゲスト会社名：          役職         氏名          

 

２０１８年８月１日

（一社）北海道中小企業家同友会

中央東地区会 会長 後藤 亮太

中央北地区会 会長 二俣 博信
中央東・中央北地区会合同 8 月

会 費：4,500 円 
※締切後のキャンセルは、 
キャンセル料を頂く場合があります 

中央東・中央北合同 8 月例会は、『ススキノの歴史を楽しく学ぶ』をテーマに、納涼例会を開
催いたします。 

経営者の皆様にはおなじみの街、ススキノ。 
今回の例会では、クイズも取り入れながらススキノの歴史について楽しく学びます。 
思う存分学んだ後はビアガーデンで乾杯！北海道の短い夏を満喫してまいりましょう！ 

19:00  開会 

19:10～ 3 分間スピーチ 

19:30～ 例会 

20:00～ 納涼会 

21:30  閉会 

スケジュール(予定) 

会 場：ノルベサビアガーデン 
ザ 月光 

(中央区南３条西５丁目１-１) 

参加申込書(８/2３) 中央東地区会・中央北地区会合同８月例会 締切８/17  

□出席  ・   □欠席 

お問い合わせ：北海道中小企業家同友会事務局  中央東地区会担当/小西 中央北地区会担当/間宮

℡:011-702-3000 mail: h-konishi@hokkaido.doyu.jp(小西) FAX 返信先:011-702-9573



 

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 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

中央西地区会 8月納涼例会 

「究極の親睦会」 
～真剣に遊び、心と身体に元気を与え、普段のストレスを発散しよう！ 

(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  2018年 7月 26日 
 
 

  

 

と き:8 月 23 日（木） 18:30～22:00 

ところ: 例会／ディノスボウルノルベサ（18：30～） 
（札幌市中央区南 3西 5-1-1 NORBESA 6階） 

懇親会／キリンビール園新館アーバン店（20：00～） 
（中央区南 3西４アーバン札幌ビル 7階） 

参加費: 6,000円（プレイ代・飲食費等として） 
     ※懇親会からご参加の方は４,000円です。 

 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社を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) 

中央西地区会 8月納涼例会 8/23 出欠回答  （申込締切 8／20） 
 

□例会・懇親会に出席します  □懇親会のみに出席します  □すべて欠席します 

FAX（011）702-9573 

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



 

 

2018年 6月 25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 藤田、川合、澤谷） 

中央南地区会の納涼懇親例会「味の散歩道」を開催いたします。普段なかなか都合がつかず参加

できずにいる方や、同友会に入会したばかりの方は、この機会に是非交流を深めましょう！皆様のご参

加を心よりお待ち申し上げます。 

OSTERIA 101 SICILIA GRILL&BAR 

中央区南 3条西 5丁目 1-1 ノルベサビル 7階（最上階） 

 

開催日 

会社名 お役職 お名前 

 

□出席します   □欠席します 

18:30～20:30 8/2（木） 
会 場 

5,000 円 

出欠回答・キャンセル締切は7/27(金)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 8月例会（8/2）参加申込 

同友会事務局担当者：山崎、桑田  FAX：011-702-9573 

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！ 

会社名 お役職 お名前 

 

参加費 

味の散歩道は、浴衣での参加が恒例となっています。 

お持ちの方は是非、浴衣でご参加ください！ 

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

  

 



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８月例会のご案内  
2018年7月18日 

（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 

 東地区会8月例会（8/22）出欠回答 〈回答期日：8/16（木）〉 
 

   ボウリング     ： □参加します   □欠席します 
   懇親会・表彰式 ：  □参加します   □欠席します 
 
 
 
 
会社名・役職・氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                                                                                                 

 ※お問合わせ先（鈴木、岸川） TEL：011-702-3416／FAX：011-702-9573 

  

納涼ボウリング会＆懇親会！     

〈スケジュール予定〉 

18：10   受付開始 

18：25   開会 

18：35   ボウリング 

19：45   終了/移動 

20：00  懇親会・ 

       表彰式 

21：30   閉会    

今年も東地区会では納涼ボウリング会を開催します！ 
健康のために体を動かし、懇親を深めてまいりましょう！ 
※レーン毎のチーム対抗戦です 

景品ご提供のお願い 
ご参加の場合は、1社1品以上、1,000円程度の景品をお持
ち寄り下さい。表彰式での副賞とさせて頂きますので、ご協
力をお願いいたします。 

■日時：8月22日（水）18：30～21：30 

■会場：ディノスボウルノルベサ 
  （中央区南3条西5丁目 NORBESA 6階/TEL：011-290-6301） 

   参加費：2,000円（ゲーム代・シューズ代等として） 

■懇親会 会場：三川屋会館 
  （中央区南3条西5丁目 TEL：011-231-7400） 

    懇親会 参加費：3,000円（飲食代として） 

※8/17（金）以降のキャンセルは、会費を申し受けます事をご

了承ください 

社員さんの参加
も大歓迎！ 



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 8月例会のご案内 

2018年7月18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 

  西・手稲地区会8月例会 8/22 出欠回答 （申込締切8/17） 
 

           例  会：  □参加します   □欠席します 
           懇親会：  □参加します   □欠席します 
                 

     会社名                   役職                氏名  

    会社名                   役職                氏名                     

※お問合わせは同友会事務局まで(担当：渡部)TEL：011-702-3000  FAX：011-702-9573 

  

■日 時：8月22日（水）18：30～20：30 
■会 場： 西区民センター大会議室 （西区琴似2条7丁目） 

■懇親会：琴似のきんぎょ 20：45～22：00 
        （西区琴似１条３丁目３−２２ TEL：011-644-5776） 

■参加費：例会  1,000円（会場代・事務経費として） 

        懇親会 4,000円（飲み放題付き） 

          ※8月21日以降の懇親会キャンセルは会費を申し受けます。    

【テーマ】 経営上の重要テーマ「税務調査」について語り合う 

     ～税務調査は怖くない～ 

【問題提起】  佐藤寿志税理士事務所 代表 佐藤 寿志 氏 

〈スケジュール〉 

18：30   開会 

18：33～ 問題提起 

19：30～ グループ討議 

20：10～ グループ発表 

20：30   閉会・移動 

20：45～ 懇親会 

22：00   懇親会閉会 

      

  税務調査について問題になりがちなポイントとは？ 日常業務で落とし穴に陥りやすい 

 点とは？ 税理士の佐藤氏から学ぶとともに、グループ討論では各社での実体験や、税務 

 調査未経験の方もこの機会に疑問点など、意見を出し合い情報交換を行いませんか？ 

  法人の方だけでなく、個人事業主の方も参加歓迎いたします！ 

 【報告者プロフィール】 

  1990年 小樽市内の税理士事務所に入所。その後日本大学、小樽商科大学大学院、 

       大原専門学校を経て税理士資格取得 

  2009年 佐藤寿志税理士事務所 開設 

       経営理念：会計を通じて、職員・お客様・地域社会の成長を応援する 

  2010年 中小企業家同友会 入会（2013年～西手稲地区会幹事）  

  2014年～札幌商工会議所 専門相談員 



      

南地区会 8 月例会出欠回答（8/9） 締切：8/6 
 

□ 参加します (□見学、納涼会両方 □見学のみ □納涼会のみ)   □ 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） 

2018 年 7月 13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 

  

 南地区会 8 月例会は、サッポロビール園にて納涼例会を行います。 

サッポロビール博物館を見学し、その後園内でジンギスカンに舌鼓を打ちながらビールで乾杯！ 

ゲストの方をお誘いして、楽しく懇親いたしましょう！ 

【スケジュール】 

16:00 サッポロビール博物館見学  

博物館の見学を希望される方は、 
必ず 15:50 迄に博物館前に集合 
して下さい。 定員：20 名 

17:00 納涼例会開始(ケッセルホール) 
※ポプラ館に変更になる可能性がございます 

19:00 終了 

【会 費】 

博物館見学、納涼会参加･･･5,100 円 

博物館見学のみ･･･500 円 

納涼会のみ･･･4,600 円 

ゲストの方は参加費無料です!!! 

※締切日以降のキャンセルは、 
キャンセル料をいただく可能性がございます。 

８月９日(木) 
16:00(見学)～19:00 

【会場】サッポロビール園 
(札幌市北 7 条東 9 丁目 1-1) 



 
札幌支部北地区会 8月納涼例会(8/10)出欠回答(締切 8/4)  

  □参加します(□バス利用します □バス利用しません)    □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) 

【報告者】 

モエレ沼芸術花火大会 副実行委員長 後藤 直哉 氏 
((有)ケイアンドエイ 専務取締役） 

＜プロフィール＞ 
1972 年生まれ。初年度からモエレ沼芸術花火大会の副開催委員長を務める。2009 年にモエレサマーフェステ
ィバル構想を発案し2011年開催を目指すも、準備不足で行政認可がおりず断念。地道に準備を進め、2012
年「モエレサマーフェスティバル」を初開催。初年度二年目と大赤字が続くなか開催名を「モエレ沼芸術花火」と変
更、初の尺玉を上げる。サポーターが徐々に増加し、昨年は約 24,000名が来場した。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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  

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

2018年 7月 19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 会長 佐々木 和秀 

 

今年は毎年大好評の『納涼！大ビアパーティ』を開催いたします。今回は国内トップレベルの芸術的な花火大会、  
「モエレ沼芸術花火大会」の副実行委員長である後藤直哉氏をお迎えして、開催までに至る苦労話・エピソード・

今年９月に行われる見どころなどお話し頂きます。なにかとご多忙のこととは存じますが、是非ご参加下さい！ 

第 1 部〈テーマ〉 

大失敗から始まった、 

   モエレ沼芸術花火大会 

白石区南郷通 4丁目南 1-1 TEL：011-863-5251 
※ 8/8(水) 18：00以降のキャンセルは全額申し受けます。 

 

 

札幌駅北口より 
送迎バスを運行します 

17：30 札幌駅北口バスのりば集合 
17：45 札幌駅北口出発 

ご利用の方はお申込ください。 



当日は”昭和の夏らしい装い” 
でお越しください! 

＜プロフィール＞ 
1998 年設立。資本金 1,000 万円。従業員 5 名。住宅リフォーム       

（外壁、屋根塗装、サイディング工事、増改築工事） 

報告者：（株）住まいのサポート 21 代表取締役 四下 則之 氏 

 

健康体操 

講師：（有）ASシエーラ 

常務取締役 渡部 文緒 氏 

 

 札幌支部白石・厚別地区会８月納涼例会(8/7)出欠回答  
□ 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) 

18:30～ 
21:00 

  
2018年 6月 13日 

(一社)北海道中小企業家同友会  
白石・厚別地区会 

会長 佐々木 ひとみ 
担当：D ブロック 

TEL：011-702-3000 
 

白石・厚別地区会 8月納涼例会 
下記の日程で納涼例会を開催いたします。 
 
新しくお仲間になられた方、 
「最近参加していないな…」という方、 
社長さんも社員さんも大勢で語り合いましょう！ 
 
まだ同友会の会員でない方のゲスト参加も大歓迎です！
是非、会員同士お誘いあわせの上ご参加ください！ 
心よりお待ちしております！ 
  

 

浴衣・アロハ・麦わら帽子… 
夏らしいコスプレなら何でもＯＫ！ 
コンテストも開催します！ 

日 時：8 月７日(火) 
     18:30～ 第 1部 セミナー 
     19:10～ 第 2部 納涼会 
会 費：4,300 円(飲食代として) 
会 場：アサヒビール園 

    はまなす館 3階 
     白石区南郷通 4丁目南 1-1 
     TEL：011-863-5251 
※ 8/3(金) 18:00 以降のキャンセルは全額申し受けます。 

白石・厚別版しくじり先生 

    ～まずは俺の話を聞いてみて～ 

 
     

 

 

【第 1部 セミナー①】 

疲れた体をほぐしましょう！ 

ゲ ス ト 参 加 お 待 ち し て い ま す ！ 

一般社団法人北 海道中小企業家同友会札幌支部 

【第1部 セミナー②】 



豊平・清田地区会 

８ 月 納 涼 例 会 の ご 案 内 

 日時 ： ８月１７日（金）  １８：１５集合  
 ●集合場所 ：札幌東急REIホテル １F前 

 ●乗車駅   ：市電 すすきの駅（18:30ごろスタート） 

   途中停車 ：電車事業所前（小休止） → すすきの駅に帰着 

 ●参加費   ：3500円（市電貸し切り料金、飲食代として）   

    ★ビール、ワイン、ウーロン茶をご用意しています。その他は持ち込みOK！ 

 ●申込締切 ：8月9日までにお申し込みください。 

豊平・清田地区会 ８月納涼例会（８月１７日） 出欠回答  

 

□参加します     □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8月2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 

市電でGO！ 
豊平・清田地区会の8月例会は交流を深める納涼例会！ 

市電を貸し切り、札幌中心部を走る車内で懇親会を開催します！ 

夜の市街の景色を眺めながら、楽しく交流しましょう！是非ご参加ください！ 

すすきの駅 

すすきの駅を出発し、約1時間かけて1周する市電の小旅行！ 

事業所前 



（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 

月例会 

（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８月例会は、本業を中心としながらも、多様な事業

で結果を出している経営者の皆さんからお話しをいただき、それを参考に中小企業のメ

リットを生かしたこれからの自社の展望を語り合います。 

 皆様お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 【コーディネーター】      

  （有）内山新聞店  代表取締役  内山 亘理 氏  
      

 【パネリスト】      

  島田農園  代表  島田 龍哉 氏  

  福屋物産（株）  代表取締役  山口 臣則 氏  
      

 【ゲストパネリスト】      

  （株）藤枝江﨑新聞店  代表取締役  江﨑 晴城 氏  

  （藤枝商工会議所 副会頭） 

 ▼と き  ： ８ 月 20 日 （月） 16：00～17：30   

 ▼ところ  ： 恵庭商工会議所 会議室   （恵庭市京町80）  

 ▼参加費  ： 1,000 円  （会場代、事務経費として）  

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会８月例会（8/20） 出欠回答 

□ 出席します          □ 欠席します 
    

【会員】 企業名 お役職 お名前 

    

【ゲスト】 企業名 お役職 お名前 



2018年 7月 13日(金) 

一般社団法人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 

 

 

 
 同友会江別地区会の 8月例会は「10年後」がキーワードです。皆さんは自分の 10年後、自社の 10
年後、そして私たちが暮らし、会社を営む江別という地域の 10 年後のことを考えたことがあります
か？江別の街並みはどうなっているだろう？その中にある自分はどうなっていて、自社はどうなって
いるだろうか？まずは導入として、江別市より担当者の方をお招きして江別市がいまどういった状況
にあるのかお話を頂きます。同友会の仲間同士集い、地域の将来や自社、自分の将来のことをざっく
ばらんに語り合ってみましょう！お知合いの経営者の方とお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。 

話 題 提 供：江別市企画政策部政策推進課  

    主幹(シティプロモート担当)  君 一哉 氏 

 
 

【と き】８/１０(金) １８：３０～２０：３０ 
【ところ】野幌公民館研修室３・４号 
【会 費】１,０００円(会場費等として) 

 

☆例会終了後は懇親会を開催致します。併せてご予定ください！ 

開始：２１：００  会場：FUN・BUONO(ファン・ボーノ) 

会費：３,５００円      江別市野幌町５９-８ 

※8/8(水)18：00までにMyDoyuまたは FAX：011-702-9573までご回答をお願い致します。 

締切後のキャンセルの場合は、キャンセル料を頂戴する場合があります。ご了承くださいませ。 

 
 

       江別地区会 8月例会(8/10)   締切：8/8 

□出席します  □欠席します 

懇親会に(□出席します  □欠席します) 
 

企業名          役職         氏名       
 ぜひお知り合いの経営者の方もお誘いください！ 

 
企業名          役職         氏名       
 

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