
同友会これからの企画 (2018.12.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

12/3 18:30 「後継者ゼミナール起望峰」望年会
ACU-A
（アキュ）

テーマ:「私の事業承継」～お客様の期待に応えるお店作り
～
報告者:㈱こがね北海道焼肉プライム
                              　代表取締役　佐藤　直樹 氏

12/4 18:00 中央東地区会 望年会（12月例会）
KING∞XMHU
（キングム）

テーマ:宇宙一楽しい大望年会！
        　 がんばろう北海道！チャリティもあるよ

12/4 18:30 白石・厚別地区会 望年会 札幌第一ホテル .

12/4 14:00
第9期経営者大学パートⅠ
「経済学」コース　第8講

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ:北海道の交通を考える
講　師:札幌大学　名誉教授　千葉　博正 氏

12/5 18:30 中央西地区会 望年会
ジャスマックプ
ラザホテル

テーマ:つながろう！ はじけよう！ 冬の夏祭り！

12/5 11:30 IT経営部会 ランチセミナー 札幌第一ホテル テーマ:パスワードの管理大丈夫ですか？

12/5 15:00
社外同期プロジェクト
『Lacラボ.』第７講

BIZ SHARE札
幌

テーマ:100年企業の仕事術～入門編～

12/5 18:30
東地区会 第11期学びすとe倶楽部
望年会

グランド居酒屋
富士すすきの店

.

12/6 18:00 南地区会 望年会（12月例会）
和食バル
sizucu しずく

.

12/6 18:30
中央北地区会 12月例会
温泉DE望年会

ジャスマックプ
ラザホテル

温泉 DE 望年会

12/6 18:30 西・手稲地区会 望年会
Wa.Bi.Sai 花ご
ころ琴似店

.

12/7 18:00 無二の会第5回世話人会＆望年会 ふくの家たなか .

12/10 18:30 中央南地区会 12月望年会 リアルタイペイ .

12/12 18:30 江別地区会 望年会
コミュニティプ
ラザ　あおい

.

12/12 18:00 HoPE 12月例会
北海道総合研究
プラザ

テーマ: 事例で学ぶビジネス・システム
講　師:北海道大学大学院　教授　平本　健太 氏

12/12 14:00
第9期経営者大学パートⅠ
「経済学」コース　第9講

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ:AI・ＩoＴでモノ作りはどこへ向かうか
講　師:公立はこだて未来大学　複雑系知能学科
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　松原　仁 氏

12/13 18:30 東地区会　望年会 三川屋会館 .

12/15 18:30 農業経営部会　望年会
ANAホリデ
イ・イン札幌す
すきの

テーマ:農福連携の実践報告
         ～北海道の未来を、農業で明るく照らす～
報告者:合同会社竹内農園　代表社員　竹内　巧 氏

12/17 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
12月例会

和洋ダイニング
ゆきあかり

テーマ: 見過ごされがちな農業分野のボランティア活動と、
         被災地の現状報告
報告者:石狩思いやりの心届け隊　隊長　熊谷　雅之 氏

12/17 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: 仕事のための自己管理法
講　師: しごとつくる㈱　代表取締役　本宮　大輔 氏

12/18 14:00
第9期経営者大学パートⅠ
「経済学」コース　第10講

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ:北海道経済の自立的成長に向けて
講　師:一般社団法人地域研究工房
                             代表理事　小磯　修二 氏

12/19 18:30 国際ビジネス研究会　望年会
ANAホリデ
イ・イン札幌す
すきの

テーマ: 2018中国（北京・天津）経済視察研修 報告会

12/20 18:30 豊平・清田地区会 12月例会／望年会
プレミアムホテ
ルTSUBAKI札
幌

ナニCollection2018
「殻を破り、生まれ変わる」

裏面もご覧ください



1/9 15:30 2019新年交礼会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30 中央西地区会 新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30 中央南地区会 新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30 中央北地区会 新年会
グランド居酒屋
富士

.

1/9 19:30 東地区会 新年会 エルカーサ .

1/9 19:30 西・手稲地区会 新年会
バースティング
レー

.

1/9 19:30 南地区会 新年会 . .

1/9 19:30 北地区会 新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30 白石・厚別地区会 新年会
札幌パークホテ
ル

.

会社名

氏　名

お役職

連絡先℡

ご返信先/（一社）北海道中小企業家同友会事務局　FAX011-702-9573　★お問い合わせは　℡011-702-3000

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

【第1部】新春講演会 （15:30～17:10）
テーマ; 経営者を叱る

～同友会と共に歩んだ先達からのエール～
講 師;  中小企業家同友会全国協議会

相談役幹事 鋤柄 修 氏
（㈱エステム 名誉会長）

【第2部】新年交礼会 （17:30～19:00）
ぜひ今からご予定ください!



会社名：           役職          氏名                

ゲスト 

会社名：           役職          氏名               

 

2018 年は、本当に忘れら
れない年となりました。「胆
振東部地震」はまだ記憶に
新しく、完全復興とまでは
至っておりません。そして
一方では、北海道命名 150
周年という記念すべき年で
もありました。 

そこで我々中央東地区会
は、「頑張ろう北海道!」を合
言葉に、どこでも味わえな
いような「宇宙一楽しい」望
年会を開催いたします。 

今年の出来事を「忘」れず、
みんなで北海道が元気にな
ることを「望」みましょう!! 

参加申込書(12/4)  中央東地区会望年会  申込締切 11/30 

□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 
℡:011-702-3000 mail: h-konishi@hokkaido.doyu.jp FAX 011-702-9573 

※締め切り後のキャンセルは、 
キャンセル料をいただく場合が 
ございます。 当日の内容チラ見せ！ 

あの有名人の！あのスポーツ選手の！  去年以上に豪華景品を用意!!  誰が来るかはお楽しみ! 

お宝グッズが皆さんの手に！      特賞はなんと、海外旅行!? 



 

 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

2018 年 11 月 14 日
中央西地区会 地区会長 丹 英司

☎（011）702-3000 FAX（011）702-9573

中央西地区会 

望年会 

 
と き／ 12 月 5 日（水）18：30～20：30 

ところ／ ジャスマックプラザホテル 
（札幌市中央区南 7 条西 3丁目 425）🚙 駐車場有ります 

♨10:00 より入浴可能です。2Ｆ受付でロッカーキーをお受取りください。♨ 

会 費／ 6,000 円（飲食代・事務経費等含む） 

※ 12/3 以降のキャンセルは全額申し受けます。ご了承ください。 

----------------中央⻄地区会望年会（12/5)  回答締切︓12 ⽉ 3 ⽇（⽉）---------------- 

□出席します      □ 欠席します 

★協賛品 □YES！（協賛品名：       ）□NO… 

会社名                     役職        氏名            

会社名                     役職        氏名            

返信先/北海道同友会事務局 FAX（011）702-9573 TEL（011）702-3000 担当 大宮 

今年も残りわずか︕ 
いよいよ望年会の季節がやってきました。 
今年のテーマはなんと「冬の夏祭り」︕︖ 
堅苦しいスーツは脱いで、楽しく盛り上がりましょう︕ 
ホテルの浴⾐や普段着等、ラフな服装でご参加ください。 
当⽇は全員で参加できるお楽しみのイベント盛りだくさん︕ 
皆様是⾮ご参加ください︕ 

協賛品
⼤募集︕



 

 

2018 年 11 月 20 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 寿時・内海・長谷川） 

例会に    □出席します     □欠席します 

中央南地区会 12 月例会（12/10）参加申込  [締切 12/6] 

同友会事務局担当者：桑田、山崎  ▼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！ 

札幌市中央区大通西 20 丁目 1-3 

コンチネンタル Zone ビル地下 1 階 

18:30～20:30 

12/10(月) 

5,000 円 (飲食代として) 

出席/欠席の回答、キャンセル締切は 

12/6(木)18:00 です 

2018 年も残りわずかとなってまいりました。 

今年度も毎年恒例「中央南地区会 望年会」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、 

いつも参加している方も、この機会に 

是非交流を深めていただきたいと思います。 

 

今回、ゲスト(まだ会員ではない経営者)の方と、 

11 月以降に入会されたばかりの方は、 

会費が無料です！ 

皆様ぜひ同友会にご興味のあるお知り合いにも 

お声がけくださいませ。 

会社名                        お役職             お名前                          

会社名                        お役職             お名前                          

18:00 

18:30 

19:15 

20:30 

受付開始 

開会 

大抽選会 

閉会 

リアルタイペイ 

小籠包の本場台湾の味を 
楽しむことができます！ 

スケジュール 



（一社）北海道中小企業家同友会 

札幌支部 中央北地区会 

会長 二俣 博信 

TEL：011-702-3000 

 皆様におかれましてはますますご活躍のこととお慶び申し上げます。 

 さて2018年も残りわずかとなりました。毎年恒例の地区会望年会は一年の疲れをゆっくりと癒すため

温泉+懇親会のセットで開催いたします。 

 2018年最後の例会となります。皆様お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください！！ 

★ 入浴は当日の10：00～25：00の間で可能です。 

★ 12月3日（月）までに事務局へMyDoyuまたはFAXにてお申し込みください。 

★ 12月3日（月）以降のキャンセルは全額お申し受けいたします。 

★ 来場時は2F受付にお越しください。望年会会場は4Fとなります。温泉は3Fです。 

★ ゲスト、社員さんもどんどんお誘い合わせの上、ご参加ください。 

12/６ 中央北地区会12月例会望年会 申込用紙 

企業名 お役職 お名前 

   

   

   



 

当日、ゲームの賞品と

して、500円～1000円

以内のプレゼントを

一つご用意下さい。 

お手元にある物で構

いません。 

 

 
 

東地区会 望年会 

 

笑う門には福来たる!! 
 

～  来年もみんなで福を呼び込もう ～ 
 
 
 
 
 

2018 年 11 月 9 日 （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 
         

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 今年を振り返り、来年にむけて

の新たな一歩を踏み出すために、

望年会を開催します。美味しいお

酒を飲みながら語り合う楽しい

イベントが盛りだくさん！ 

ぜひ、お知り合いの経営者をお

誘い合わせの上、奮ってご参加下

さい！！ 

  

出欠のお返事は 12 月 6 日（木）までにお願いいたします 
 

東地区会 望年会 出欠回答（12／13） 
 
 

 □参加します（  名）     □参加できません 
 

 
 

貴社名              お役職       お名前             

貴社名              お役職       お名前               

   

お問い合せは：一般社団法人北海道中小企業家同友会（事務局・鈴木） 

TEL：011-702-3416   FAX：011-702-9573 

と き；１２月１３日（木）１８:３０～２０:３０ 

ところ；三川屋会館（札幌市中央区南 3西 5-17 TEL011-231-7400） 

参加費；５,０００円（飲食代として） 

※12/11 以降のキャンセルは全額申し受けます。 

＜タイムスケジュール＞ 

18:30～開会 

乾杯 会食 

19:15～余興 

20:30～閉会 

 



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 望年会のご案内 

2018年11月14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 望年会（１２/６）  出欠回答（申込締切１２/４） 

□出席します  □欠席します 

  
 会社名                           役職                 氏名                      

 会社名                           役職                 氏名                       

TEL：011-702-3000  (事務局/担当：渡部)      FAX返信先：011-702-9573  

と   き：１２月６日（木）18：30～20：30 

と こ ろ：Wa.Bi.Sai 花ごころ 琴似店 

     （西区琴似２条３丁目５ホクオウビル２Ｆ TEL：011-611-8600） 

参加費： 4,000円（飲食代として） 

※１２/４（火）までにお申込みをお願いいたします。   

※１２/５（水）以降のキャンセルは会費を申し受けますことをご了承ください。 

今年も恒例の「望」年会の季節がやって参りました！ 

元気に１年を締めくくり、新たな年を展望を語りましょう！ 

 

社員の方やお知り合いの経営者も大歓迎です！ 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

地下鉄琴似駅 
徒歩２分！ 

【今後の企画】 

 ◇新年交礼会（全道）  日時：1/9(水)15:00（仮）～19:00 会場：札幌パークホテル 

 ◇西・手稲地区会新年会 日時：1/9(水)19:30（仮）～    会場：調整中 

                ※詳細は改めてご案内いたします。皆さまぜひご予定ください！ 

ゲームの景品として、協賛品を 

お一人一品ご持参ください！ 



 

南地区会  

 

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。 

南地区会望年会は、今年も皆でゲームをしながら楽しむ内容となっております。皆で一緒に一年を振り返り、来年

を展望しましょう！多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

12 月6 日(木) 

18：00～19：40 

 

南地区会 12 月例会(望年会)出欠回答（12/6）  締切 12/3 

 

□参加します     □参加しません 

 

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） 

プレゼントをお忘れなく！ 

 



 

【会場】おたる亭 すすきのビル店

（中央区南４条西３丁目すすきのビル 4F 

            TEL 011-533-1000）

【会費】3,000 円 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

白石・厚別地区会 望年会のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

出欠回答 白石・厚別地区会望年会（12/4） 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

      

 申込締切：11/27(火)18 時まで▼ FAX ：011-702-9573(担当：山崎) 

 皆様には、日頃よりご協力およびご支援をいただき、感謝申し上げます。    
 さて、今年も恒例の『 望年会 』を開催いたします。 
同友会の仲間同士大いに語り合い、元気に一年を締めくくりたいと思います。 

どうぞ皆様お誘い合わせの上、ご出席くださいますようご案内申し上げます。 
                                                2018 年 11 月 7 日

白石・厚別地区会   会長   佐々木 ひとみ

【白石・厚別地区会望年会】 
 

【とき】 １２月４日（火） 
         １８:３０～２０:３０ 
 

【会場】札幌第一ホテル 
 （中央区南 7条西 1丁目 12-7  TEL 530-01105）

 

【会費】 5,500 円 （懇親会費として） 

         ※当日キャンセルは全額頂戴します。 

お知り合いもお誘い下さい！ 
会員以外の方でも気軽に参加できる望年会です。ぜひ、お知り合いの方もお誘い合わせの上、ご参加下さい。 
 
ゲスト参加 会社名                       
 
お役職            お名前             

【二次会のご案内】 

今年度ご入会の皆様も、普段参加できない皆様も

仲間と一緒に１年を振り返りましょう！ 

□ 望年会と二次会に参加します

□ 望年会のみ参加します 

□ 二次会から参加します 

□ 今回は欠席します 

会社名                  

お役職       お名前         

お役職       お名前         



★豊平・清田地区会「12 月例会 / 望年会」のご案内★

ナニ Collection 2018ナニ Collection 2018ナニ Collection 2018
コレクションコレクションコレクション

日　時 /　12 月 20 日 ( 木 )　18 時 30 分～
会　場 /　プレミアムホテル -TSUBAKI- 札幌

中 2Ｆ「カリフォルニアン レストラン」
豊平区豊平 4 条 1 丁目 1-1　TEL.011-821-1111　

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　高橋 正幸

●豊平・清田地区会　12 月例会 / 望年会 (12 月 20 日 ) 出欠回答●
□参加します　　　　　　　　　　□欠席します

返送先　FAX/ 011-702-9573　同友会事務局　宛
お問合せ　TEL.011-702-3000

お待ちしてます

参加費 /　6,000 円 ( 飲み放題付 )

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

平成最後の望年会です !
「殻を破り、生まれ変わる」がコンセプト。
普段は出せない自分を今宵はさらけ出してしまいましょう♪
きっと新しい出会いが待っています。

「つながり」「学び」「発見」が盛りだくさんの 12 月例会です。
ご一緒ら。楽しい時間を過ごしましょう !

平成最後の望年会です !
「殻を破り、生まれ変わる」がコンセプト。
普段は出せない自分を今宵はさらけ出してしまいましょう♪
きっと新しい出会いが待っています。

「つながり」「学び」「発見」が盛りだくさんの 12 月例会です。
ご一緒に、楽しい時間を過ごしましょう !

コスプレ
大歓迎♪★メイクルーム、着替え場所もご用意しております !

　メイクに自信のない方も、お手伝いいたします♡

♡♡

マリリンモンロー
登場 !?

申込締切
12月10日



 

石狩思いやりの心届け隊 

隊長 熊谷 雅之 氏 

□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                     

 

 

 

 

一般社団法人 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 12 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:011-702-3411/FAX:011-702-9573 

 

今年も下記日程にて千歳・恵庭・北広島・長沼地区会望年会

を開催いたします！皆様のご参加お待ち申し上げております！ 

 

12/17 千歳･恵庭･北広島･長沼地区会 12 月例会 出欠回答 （締切 12/12） 

 

 

▼011-702-9573 

報告者 

と き：12 月 17 日（月） 

18：30～21：00 

ところ：ゆきあかり 

（千歳市幸町 2 丁目３-２） 

参加費：6000 円（会場費、事務経費として） 

※参加申し込みは 12 月 12 日まで。 

 それ以降のキャンセルは全額お申し受けいたします。 

【タイムスケジュール】 

18：30 熊谷氏 講演開始 

19：00 講演終了、懇親会開始 

21：00 望年会終了、皆さま夜の街へ・・・ 

尚、懇親会にてスコップ三味線の名人をお呼びしてご演奏いただきます！ 

ぜひお楽しみに！ 

9 月に発生した胆振東部地震によって大きな被害に見舞われた厚真を中心に、ボランテ

ィア活動を行う「石狩思いやりの心届け隊」隊長。見過ごされがちな農業分野における

活動を続ける熊谷氏に被災地の現状を報告いただきます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江別地区会の皆様におかれましては、ますますご活躍のこととお喜び申し上げます。 
 今年も会員の皆様との親睦を図ると共に、互いの一年の奮闘を語り合い、来年へ
の決意を新たにする「望年会」を開催致します。2018 年もいよいよあとわずか。一
年の締めくくりにぜひともご予定下さい。お知り合いの経営者の方や社員の方のご
参加も大歓迎です！ 

江別地区会望年会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き：12/12(水)18：30～20：30 

ところ：コミュニティプラザ あおい 

会 費：５,０００円(懇親会費として) 

 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 11月 16日(金) 
会長 清水 誓幸 

 

 

※ご回答はMyDoyuまたはＦＡＸにて 12/10（月）迄に事務局（担当；村上建）へお願いします。 

 12/10（月）以降のキャンセルは全額頂戴する場合もございます。ご了承くださいませ。 

江別地区会 2018望年会（12/12）出欠回答 

□出席します（   名）   □欠席します 

貴社名                                                           

お役職                   氏名                                    

お役職                   氏名                                    

 

お問合せ：(011)702-3000     返信先 ▼ＦＡＸ 011-702-9573 
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