
同友会これからの企画 (2019.2.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

2/1 18:00 第67期同友会大学第3講 かでる2・7
テーマ;中小企業憲章と中小企業振興基本条例
講　師;（一社）北海道中小企業家同友会
                                   代表理事　守　和彦 氏

2/4 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;私の事業承継!!

 ～高齢でもイキイキ・安心して働ける会社を目指して～
  報告者;㈱マッシモ　代表取締役　治山　孔 氏

2/6 18:30
中央西地区会×ＩＴ経営部会
合同例会

札幌第一ホテル
 テーマ;生産性革命・働き方改革にAI・RPAで挑む

 　　　　　　社会保険労務士法人の事例に学ぶ
  講　師;主治医のような社会保険労務士法人

  　　　　　　 　　　　代表社員　岡本　洋人 氏

2/6 18:30
東地区会第11期学びすとe倶楽部
第8回例会

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
 問題提起者;三協興産 ㈱　常務執行役員　大前　佑樹 氏

2/7 14:00 経営厚生労働委員会「BCPセミナー」 かでる2･7

テーマ;自社のBCPを作ろう！見直そう！
　　　～会社、顧客、従業員を守るために～
報告者;北海道経済産業局産業部中小企業課

 　　　　　　　　　　　　　　参事官　酒井 哲也 氏

2/8 19:00
第2期 入会同期会 Eternal meeting
第3回例会

札幌第一ホテル  .

2/8 14:00 第67期同友会大学第4講 環境開発工業㈱ テーマ;中小企業は地域に根ざして生きる

2/9 9:30 第67期同友会大学第5講
北海道はまなす
食品㈱

テーマ;中小企業は地域に根ざして生きる

2/12 18:00
第67期同友会大学 公開講座 パートⅠ
                            　    （第6講）

かでる2・7
テーマ;転換期の日本経済～地域経済の主役は中小企業～
講  師;京都大学大学院経済学研究科 教授　岡田　知弘 氏

2/13 18:30
中央西地区会懇親企画
「握り体験！中西お寿司教室」

すし さか井 .

2/13 18:30 経営指針実践セミナー 札幌エルプラザ

 テーマ;経営指針づくりは社員と共に
 　　　　　　～成文化からその先へ～

  報告者;東洋産業㈱　代表取締役　玄地　学 氏
 (宮城同友会副代表理事・中同協経営労働委員会副委員長)

2/13 18:00 HoPE2月見学例会

北海道総合研究
プラザ及び食品
ロボット実証ラ
ボ

テーマ;最近のロボットの現状と工業試験場の取り組み
講師;北海道立総合研究機構 工業試験場
　　　　　　　　　　製品技術部　井川　久 氏

2/14 11:30
ランチセミナー
「働きやすい環境を目指す、IT企業の
挑戦！」

札幌第一ホテル
 テーマ;働きやすい環境を目指す、IT企業の挑戦！

 ～社員の目線で考えるワーク・ライフ・バランスの実例～
 報告者;㈱流研　専務取締役　川村　要　氏

2/14 13:00
新会員オリエンテーション
Guide to the Doyu

札幌総合卸セン
ター共同会館

 

.

2/14 15:00 第２回採用勉強会 同友会事務局  テーマ;企業説明会で「学生に響く」内容・ブースとは

2/14 18:30 東地区会２月公開講演会
札幌ガーデンパ
レス

 テーマ;震災で見えてきた「セコマ」の強み
 報告者;㈱セコマ　代表取締役社長　丸谷　智保 氏

2/15 18:00 南地区会2月例会 札幌第一ホテル
 テーマ;日本の伝統!そば打ち体験

 講　師;東京江戸そばの会
             そば打ちインストラクター 松森 恵一 氏

2/15 18:30 農業経営部会2月例会
札幌総合卸セン
ター共同会館

 テーマ;攻める農業を決算書から考えてみませんか？
講　師;税理士法人アンビシャス・パートナーズ

                           代表社員税理士　森下　浩 氏

2/18 18:30 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;外国人技能実習制度はじめました！
  報告者;㈲ツーエイ　代表取締役　赤崎　幸三 氏　

 テーマ;労働基準法改正のポイント知っていますか？
 報告者;MINATO総合事務所　代表　湊　秀樹 氏

2/18 14:00
2018年度障がい者就業体験実習
障がい者対象インターンシップ「報告
会」

ＷＥＳＴ19
今年度実習生の報告から、「障がい者の就労」について考え
ましょう！

裏面もご覧ください



2/18 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会2月例
会

北広島福祉法人
会本部

テーマ;ひとくちに発達障がいというけれど…
　　　　～わたしの場合、ぼくの場合～
報告者;増井　涼平 氏、くもゆき　みはる 氏

2/20 9:00 入社一年目フォローアップ研修会 札幌第一ホテル

テーマ;仕事大好き！プレゼン
話題提供;㈱ALS-OKサービス　課長　佐藤　以津美 氏
　　　　シオンテクノス㈱　取締役部長　村野　充 氏
　　　　㈱秀岳荘　清水　和日葉 氏

2/20 18:30 中央南地区会２月例会
コンチネンタル
ビル

テーマ;消費税の軽減税率制度
  報告者;髙野公認会計士事務所　所長　髙野　一夫 氏

2/21 19:00 中央東地区会2月例会
グランド居酒屋
富士

  テーマ;四柱推命でわかる　ヒトの本質
話題提供;㈲スターダスト・マネジメント

   　　　　　　　　　　代表取締役　坂口　雅文 氏

2/21 18:00 第67期同友会大学第7講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;北海道資本主義発達史
講　師;北海学園大学　名誉教授　小田　清 氏

2/22 18:00 無二の会２月例会 札幌第一ホテル
   テーマ;還暦に第２創業して１０年、初の黒字化なる

 講  師;北海道バリュースコープ 代表取締役 三浦　重道 氏

2/22 18:30 江別地区会2月例会 野幌公民館  テーマ;会話で見出す自分と自社の強み

2/25 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

講　師;㈱青山プロダクション　代表取締役　青山　夕香 氏

2/26 18:30 西・手稲地区会2月例会 西区民センター

テーマ;4月1日から働き方改革関連法が順次施行！！
　　　　自社で講じるべき措置とは？
　　　～年次有給休暇の確実な取得、出来ていますか？～
報告者;安藤行政事務所　代表取締役所長　安藤　壽建 氏

2/26 18:00 第67期同友会大学第8講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;北海道農業の現状と課題
講　師;浜中町農業協同組合　代表理事会長　石橋　榮紀 氏

2/27 18:00 女性経営者部会2月オープン例会 札幌第一ホテル

テーマ;選ばれる企業になるために
               ～自社の事業活動とＳＤＧｓの関わりを探る～

  報告者;㈱北翔　代表取締役　清水　誓幸 氏
           北海道テレビ放送㈱ ＣＳＲ広報室長

           兼 ワークライフバランス・ダイバーシティ推進部
                                            　                   岡 仁子 氏

2/27 18:30 白石・厚別地区会2月例会
新さっぽろアー
クシティホテル

 テーマ;デマ情報に惑わされない！
               社員を守る情報セキュリティを学ぶ～超入門編～

 講　師：合同会社オークニック 代表社員 笹川　伸之 氏

2/27 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;海外視察研修を利用した人材育成について
報告者;㈱ティーピーパック  代表取締役　池川　和人 氏
　　　㈱平塚建具製作所　代表取締役　平塚　勝也 氏

2/28 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;理論と実践～明日から使える営業の極意～
 講　師;太陽旅行㈱　代表取締役　高橋　博音 氏

　　　アペックス㈱　代表取締役　中田　貴司 氏

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

kikuchi
札幌HP



会社名：           役職          氏名                

ゲスト 

会社名：           役職          氏名               

 

中央東地区会 2 月例会は、四柱推命
をベースに、人の本質や相性の見方を
学びます。 
自社の社員や取引先との接し方に悩
んだことはありませんか？人の生ま
れ持った性質を読み解き、相手にどの
ようにアプローチしていくか戦略を
組むと、対人関係をもっとスムーズに
構築する事が出来るかもしれません。 
きっと皆様の参考になるはずです。 
是非奮ってご参加ください！ 

  

2019 年 1 月 25 日 
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

中央東地区会 会長 後藤 亮太  

 

参加申込書(2/21) 中央東地区会 2 月例会 締切2/15 

□出席(□例会・懇親会 □例会のみ □懇親会のみ) ・ □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 返信先:011-702-9573 



中央西地区会×ＩＴ経営部会 合同例会 （2/6） 出欠回答 

□参加します（□例会のみ □懇親会） □欠席します 

会社名             氏名            . 

                氏名            . 

ＦＡＸ返送先 011-702-9573  TEL011-702-3000 

2019年1⽉16⽇ 
中央⻄地区会 会⻑ 丹 英司 

IT経営部会 会⻑ ⽯塚 真彰  

⼀般社団法⼈ 北海道中⼩企業家同友会 札幌⽀部 

中央⻄地区会×ＩＴ経営部会 合同例会のおしらせ 

２⽉６⽇ (⽔) 
【会 場】 札幌第⼀ホテル 
     （札幌市中央区南７条⻄１丁⽬12－7） 

【参加費】 5,000円（懇親会費・事務経費等として）

       ※例会のみは500円 

【締 切】 1⽉31⽇ 
      ※締切⽇以降はキャンセル料を申し受けます。 

【例  会】 18 : 30〜20 : 15 
【懇親会】 20 : 30〜22 : 00 

  主治医のような社会保険労務⼠法⼈ 

       代表社員  岡本 洋⼈ ⽒ 

昭和48年札幌市⽣まれ。札幌学院⼤学社会情報学部卒業。速記事務所、社会保険

労務⼠法⼈での勤務を経て、平成18年独⽴し社会保険労務⼠オフィスオカモト開業。

同28年法⼈化し、主治医のような社会保険労務⼠法⼈設⽴。代表社員就任。 

AI（⼈⼯知能）やRPA（Robotic 
Process Automation）を駆使し、⽣
産性⾰命・働き⽅改⾰の実現に取り組ん
でいる社会保険労務⼠法⼈の事例から
学びましょう︕ 

社労⼠業務を労働集約型から知的情報
化サービスへと進化させ、⼈⼯知能にはで
きないコンサルティングモデルに脱⽪すること
を⽬指す岡本⽒の講演です︕ 

 講 演 



2019 年 1 月 18 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 杉本、関上、妻倉） 

  ▼FAX：011-702-9573 

 

コンチネンタルビル４F 

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 

2/20(水) 

1,500円 

★出欠の回答/キャンセル締切は 2/15(金)18:00です 

FAXまたは My Doyuにてご回答くださいませ 

中央南地区会 2 月例会（2/20）参加申込  [締切 2/15（金）] 

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！ 

                                           

髙野公認会計士事務所 

所長 髙野 一夫 氏 

1989年 髙野公認会計士事務所開設。従業員 20名。 
[業務内容]会計業務､税理士業務､監査業務､ＭＡＳ､ 
経営相談､財務計画立案。 
1988年 1月 同友会に入会。 

2019 年 10 月からの消費税率引上げに伴い、「酒類・外食を除く飲食料

品」と「定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞」を対象に

消費税の「軽減税率制度」が実施される予定です。これからどのようなことに

気を付けるべきなのか、どのような準備が必要なのか学ぶ機会といたします。 

                                           

中央南地区会 2 月例会（2/20）質問募集  [締切 2/12（火）] 

報告者 

開催日 

会 場 

参加費 

 中央区南 1条西 11丁目 1番地 

質問を事前募集します！ 

消費税の軽減税率制度についてご質問がある方

は事前にお送り下さい！ 例会当日に質問への回答

時間を予定しています。 

・FAXから…下記記入欄にご記入ください 

・MyDoyuから…連絡欄にご記入ください 

 募集締切：2/12(火)18:00 

会社名                        お役職                お名前                          

 

（お弁当代、お茶代、会場代など） 

開会 

会長挨拶 

報告 

質問への回答 

閉会 

18:30 

  

18：35 

20：05 

20:30 



２０１９年１月吉日 

（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/FAX：011-702-9573 

 中央北地区会２月例会では、最近の経営課題のトップにあげられる『人』について学んで参ります。

外国人技能実習制度を利用して海外実習生の受け入れを進めているツーエイの赤崎社長の報告と、

2019年４月の労働基準法の改正ポイントを社会保険労務士の湊さんよりご説明いただきます。 

 皆様、お誘い合わせの上是非ご参加ください！ 

 

 ★ 外国人技能実習制度はじめました！ 

    報告者：（有）ツーエイ 代表取締役 赤崎 幸三 氏 

 

 

 ★ 労働基準法改正のポイント知っていますか？ 

    報告者：MINATO総合事務所 代表 湊 秀樹 氏 

 

 
  

▼と き：2月18日（月） 18：30～20：00 
 

▼ところ：札幌総合卸センター共同会館 316号室 

            （札幌市東区北6条東3丁目） 

▼参加費：1,000円 （会場費等として） 

     ※ 終了後、懇親会を開催いたします。合わせてご予定ください。（4,000円程度） 

      ※  回答締切 ： 2月13日（水）までにご回答ください。 

赤崎社長が経営する介護施設にて、外国人技能実習制度を利用して6月からの採用に向け取り

組んでいます。その取り組みを通じて見えてきた、実務や費用面などの情報を報告します。 

働き方改革の実現に向けた取り組みとして、4月より労働基準法が改正されます。年次有給休暇

取得の義務化など取り組むべきポイントを説明します。 

中央北地区会2月例会（2/18）出欠回答 

  □ 出席します        □ 欠席します 
  

    □ 例会・懇親会両方参加します 
 

    □ 例会のみ参加します 

企業名  お名前  



２０１８年１２月１３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 

東地区会は公開講演会を開催します。コンビニエンスストア部門で 3年連続 JCSI 

顧客満足度調査全国１位を獲得しているセコマグループの経営実践から、地域に支 

持されてこそ輝く私たち中小企業の在り方を学びます。会員はもとより社員の方、 

お知り合いの方をお誘い合わせの上、ぜひご参加ください！！ 

 

 

 

 

 

 

【講演会】 

日時： ２０１９年２月１４日（木） １８：３０～ 

会場： 札幌ガーデンパレス ２階「丹頂」 
            （札幌市中央区北 1条西 6丁目） 

参加費： １，０００円 （同友会非会員の方は無料） 
 

【丸谷氏を囲んで懇親会】 

時間： ２０：３０～２２：００ 

会場： 同ホテル内で開催 

会費： ５，０００円       
 

 
 

東地区会 ２月公開講演会（2/14） 出欠回答 （回答期日：1/31） 
 

講演会 ： □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 (担当：鈴木)  TEL：011-702-3416／FAX：011-702-9573 

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 ２月公開講演会のご案内 

〈まるたに ともやす〉 

１９５４年９月２４日生まれ。池田町出身、６４歳。７９年３月慶大法卒。同年４月拓銀入行。９８年１０

月シティバンク入行、０５年１１月顧客・人材開発本部長、０７年３月セイコーマート入社（現・株式会社

セコマ）同年６月専務取締役、０８年３月取締役副社長、０９年現職。１４年内閣府経済財政諮問会議政策

コメンテーター就任。 

震
災
で
見
え
て
き
た
「セ
コ
マ
」の
強
み 
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経営戦略 

社員教育 

セコマの魅力 

震災後のＢＣＰ 

今後の展開 



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 2月例会のご案内 

2019年1月29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 2月例会2/26 出欠回答 （申込締切2/22） 

 
               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 TEL：011-702-3000  FAX：011-702-9573 

■日 時：2月26日（火）18：30～20：30 
                 ※年間行事予定表の日程から変更になっています。 

■会  場： 西区民センター1階 第1会議室 （西区琴似2条7丁目） 

■懇親会： 20：45～22：30 炎 琴似駅前店 

       （西区琴似1条5丁目4-24（地下鉄琴似駅向い）） 

■参加費：例  会 1,000円（会場代・事務経費として） 

       懇親会 3,500円（飲み放題付き） 

     ※2月23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】4月1日から働き方改革関連法が順次施行!！ 

    自社で講じるべき措置とは？ 

     ～年次有給休暇の確実な取得、出来ていますか？～ 

【報告者】 安藤行政事務所 代表取締役所長  安藤 壽建 氏 

            （同友会 札幌支部経営厚生労働委員） 

〈スケジュール〉 

18：30    開会 

18：35～ 報告（55分） 

19：30～ 問題提起（5分） 

19：35～ グループ討議 

20：15～ グループ発表 

20：30   閉会・移動 

※20：45～22：30 

      懇親会 

 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。労働基準法を中心に、労働安全衛生法、

パートタイム労働法、労働契約法などの法律にまたがり、70年ぶりの労働法制の大改正とも言われ

ています。自社で講じるべき措置とは？ 

 安藤氏から年次有給休暇の取得義務化をはじめとする改正のポイントについて報告、続いて会員

企業から自社での事例を踏まえた問題提起を予定しています。その後はグループ討論で学びを深め

てまいりましょう。   



           

 南地区会 2 月例会は、東京江戸そばの会、そば打ちインストラクターの松森氏にそば打ちをレクチャーし
ていただきます。説明後は実際にチームに分かれてそばを打ち、味を競います。どのチームが一番美味しい
そばを打つことができるのか、必見です！南地区会今年度最後の例会、多くの皆様のご参加を心よりお待ち
いたしております！ 

2018 年 1 月 10 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２月例会(2/15)出欠回答 締切:2/8 
 

 

□出席します (□例会・懇親会 □例会のみ □懇親会のみ)  □欠席します 
   
 

会社名                 役職            名前                       
 

FAX 011-702-9573  
℡ 011-702-3411 担当事務局：小西 

日 時：２月１５日(金)  

受付開始・準備 18：00～18：30 

   例会        18：30～20：30   

懇親会     20：30～22：00 

会 場：札幌第一ホテル  

(札幌市中央区南 7条西１丁目 12-7) 

会 費： 例会費  ３,000 円(そば打ち体験費)  

懇親会費 5,000 円 
※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あります。 

※注意！ 
・各自エプロンをご持参ください。複数枚お持ちの方は多めにお持ちいただければ幸いです。 
・冒頭に説明の時間がございます。 
 遅れると作業工程が分からなくなってしまいますので、定刻までにお越しください。 



 一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

白 石 ・ 厚 別 地 区 会  ２ 月 例 会 

■日時：２月２７日(水)18：30～２１：３０(懇親会 20：00～21：30) 

■場所：新さっぽろアークシティホテル   

    （札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6-2  TEL 011-890-2525 ） 

■参加費：５，０００円（事務経費・懇親会費として）／例会のみ 1，0００円 

                   ※締切以降の懇親会のキャンセルは全額頂戴します。 

 胆振東部地震により発生したブラックアウト。PCが起動せず 

業務停止を余儀なくされ、情報も乏しく、情報源としてスマホが

威力を発揮したと思いきや、デマ情報が…情報の大切さが身に 

沁みた数日間だったのではないでしょうか？ 

 

このような事態に備えるために、「情報セキュリティは何をした

らいいの？」「パスワード管理は？」「情報セキュリティ製品っ

て必要？」「災害にどのように備えたらいいの？」「デマ情報を

見抜くには？」などの疑問に答えていただきます。  

合同会社オークニック   

             代表社員  笹川 伸之  氏   

講 

 

師 

《プロフィール》 
情報処理安全確保支援士、ITコー

ディネータ、ISMS審査員補、ITス

トラテジスト、システム監査技術

者、データベーススペシャリスト、

プロジェクトマネージャ、ネット

ワークスペシャリスト、エンベデッ

ドシステムスペシャリスト。 

オークニックは2008年設立、従業員2名。コンピュー

ターソフトウェアの開発。ＩＴコーディネート。情報

セキュリティコンサルティング。  

2008年入会、白石・厚別地区会幹事。 

 

2019年1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：Ｄグループ 

TEL 011-702-3000 FAX 011-702-9573 

情報セキュリティを学ぶ～超入門編～ 

白石・厚別地区会 2月例会(2/27)出欠回答 
 

  □ 出席します（□例会  □懇親会）     □ 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) ★２月２２日(金)までにご回答ください 

貴社のIT関係のご担当の方、お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

    社員を守る 
＜テーマ＞ 

デマ情報に 

惑わされない！ 



 

 

 

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  2 月 例 会 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 

会 長  内 山  亘 理 

 

□出 席します（懇親会：□出席 □欠席） □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：              

 

2/18 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 2 月例会出欠回答（〆2/14） 

 

F A X : 0 1 1 - 7 0 2 - 9 5 7 3   

〈報告者〉 
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 2月例会は、障がい

の当事者である増井 涼平氏・くもゆき みはる氏のお

二方を報告者として迎えます。 

発達障がいって何？障がいの人々を取り巻く昨今の

社会状況はどうなっているの？などを障がいの当事者

の視点からご報告していただきます。 

発達障がいについて理解を深め、障がい者雇用の足

掛かりとしましょう。 

皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

増井 涼平氏 

くもゆき みはる氏 

（障がいの当事者） 

【と き】2 月 18 日（月） 

 

 
 

      

 

18:30~20:00 
 

【ところ】北広島福祉会法人本部 ２F 会議室 

（北広島市朝日町 2 丁目 6-9） 

【会 費】500 円（事務経費として） 

 

※申込締切：2月 14日(木)までに ＭｙＤｏｙｕ または FAX にて事務局（担当：高橋）までお申込ください。 

 

★例会終了後、懇親会を開催いたします。合わせてご予定くださいませ。 

（会場につきましては決まり次第、またお知らせいたします） 

 

※この案内は障がい者問題委員会の皆様にも送付しております。 

 



2019 年 1 月 25 日 

(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 

 

会話で見出す 

自分と自社の強み 
 江別地区会 2 月例会は「会話で見出す自分と自社の強み」と題して、少人数のグループでじっくり

と経営と向き合う例会を開催致します。少人数で語り合うことで、今まで気づいていなかった自分と

自社の強みを発見できたり、自社をより「いい会社」にする気づきが得られるはず！新年度を控えた

このタイミングで改めて自分と自社を見直す機会にしてみませんか？ 

と き：2/22(金) 18：30～20：30 

ところ：野幌公民館研修室５号 

参加費：500 円(会場費等として) 

  【スケジュール】 

 

18：30  開会 

     話題提供 

 

19：00  グループ討論 

 

20：10  グループ発表 

 

20：30  閉会 

※2/20(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。 

 
 

       江別地区会 2 月例会(2/22)   締切：2/20 

□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 

 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

江別地区会 2月例会 



 停電時の対応、建物の損壊、従業員との連絡手段…。昨年9月に発生した胆振東部地震では、道内の多くの

企業で災害時対策の課題が浮き彫りとなりました。 

 災害時に事業を一刻も早く復旧するためにはどのような準備が必要なのでしょうか。具体的な災害事例を参考に、

ワークシートを使いながら自社のBCPを策定・見直ししてみましょう！ 

2019年1月7日 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

経営厚生労働委員会 委員長 河瀬恭弘 

TEL：011-702-3000 

 ◆と き：２月７日(木) 14：00～16：00 
 

 ◆ところ：かでる2・7 1060会議室（札幌市中央区北2条西7丁目） 

 ◆参加費：500円（会場代、資料代等として） 
 

 ◆報告者：北海道経済産業局 産業部 中小企業課 

        参事官 酒井 哲也 氏 

中小企業庁では、中小企業がＢＣＰ対策に取り組みやすくするため 

「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」や BCP の専門家派遣などを行っています。 

今回は北海道経産局でＢＣＰ対策を担当している酒井参事官より、今準備する

べき対策について学びます！ 

◆締切：2月4日 

≪当日のスケジュール≫ 
 

 14:00 開会、開会挨拶 
 

 14:05 講演（50分） 
 

 14:55 ワークシートの記入 

 

 15:15 グループ討論 
 

 16:00 閉会 

経営厚生労働委員会 ＢＣＰセミナー（2/7） 

企業名                           

 

お役職             お名前 
 

お役職             お名前 

BCP は災害や事故など不測の事態を想定して、もしも発生したときに重要業務が中断しないよう、また万一事業活

動が中断した場合でも、目標復旧時間内に重要な機能を再開できるようにあらかじめ策定しておく行動計画のことで

す。防災計画とは異なり、災害時の自社事業の継続が目的です。 

BCP（事業継続計画）とは？ 



 経営指針実践セミナー 

と き：2 月 13 日（水）18：30～21：00 

ところ：札幌エルプラザ 4F 大研修室 
（札幌市北区北８条西３丁目 電話 011-728-1222） 

            ※ 近隣のパーキングをご利用ください。 
 

会 費：無 料 
 

タイムテーブル 

18：10 開場 
18：30 開会 
18：35 実践報告 
19：45 グループ討論 
20：35 グループ報告 
21：00 閉会 

------------------------経営指針 実践セミナー（2019.02.13）出 欠 回 答------------------------ 

           □出席します       □ 欠席します 

 

会社名                              役職                氏名               . 

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

 

2019 年 1 月 11 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 

札幌支部経営指針委員会 

東洋産業(株)経営理念 

報告者 

東洋産業株式会社 
代表取締役 

玄地 学 氏 

玄地氏は大手企業で営業を経験し、父親が経営するケミカル産業㈱に入社。

そんなとき業界のライバル会社だった東洋産業㈱が経営者の死をきっかけに経営

悪化、仲介者の薦めから M＆A で経営再建を託されます。 

会社は清掃資機材を扱っている会社とは思えない事務所の汚さ、ずさんな在

庫管理、計画性のない社員の行動・・・と想像以上に深刻な状況でした。しかし、

社員と話をする中で『自分たちだって良い会社にしたい、いい仕事をしていきたい』

と思っていることを知り、会社再建への道を確信。業界の 10 年後も見据え、「卸

売業から“総合衛生プロデュース業”として地域社会に貢献する企業を目指す」新

たな方向性を社員と共に打ち出します。現在は「衣・食・住」に関わる衛生管理の

プロとして、自社ブランドを開発。「経営指針の全社的実践」を目指して毎年経営

指針書の更新と経営指針発表会に取り組んでいます。 

玄地氏の報告より、社員と共に作る経営指針とその実践、10 年後を見据えた

外部環境に負けない企業づくりなど幅広く学んで参ります。 

(宮城同友会副代表理事・ 
中同協経営労働委員会副委員長) 

【講師略歴】1966 年 9 月 19 日生まれ 
山形県出身 52 歳。2012 年に東洋産
業㈱、ケミカル産業㈱ 代表取締役に就
任。2005 年に宮城同友会入会、2013

年より中同協経営労働委員会副委員
長、2014 年より宮城同友会副代表理
事に就任。2016 年に発行となった「経営
指針成文化と実践の手引き」改編のプロ
ジェクトリーダーを担う。 
【 企 業 概 要 】 創 業:1985 年  資 本
金:1,800 万円 年商:２億 6000 万円 
社員数:8 名 事業内容:総合衛生プロ
デュース業 

経営指針づくりは 
社員と共に 
～成文化からその先へ～ 

新しくなった「経営指針
成文化と実践の手引き」  



「働きやすい環境を目指す、
「働きやすい環境を目指す、
「働きやすい環境を目指す、ITITIT企業の挑戦！

企業の挑戦！
企業の挑戦！   

～社員の目線で考えるワーク・ライフ・バランスの実例～

～社員の目線で考えるワーク・ライフ・バランスの実例～

～社員の目線で考えるワーク・ライフ・バランスの実例～   

⼀般社団法⼈北海道中⼩企業家同友会 札幌⽀部 
経営厚⽣労働委員会 × IT経営部会  

札幌市でソフトウェア開発等を⼿掛ける同社は、2009

年より札幌市によるワーク・ライフ・バランス企業の認証

を受けるなど、働きやすい環境づくりに取り組んできまし

た。その中で、社員の声を受けてテレワーク（場所・時

間にとらわれない働き⽅）の社内制度を整備し、⻑時

間労働対策、メンタルヘルス対策と、着実に取り組みを

拡げています。⼈⼿不⾜が叫ばれる昨今において「⻑く

働き続けられる職場」を⽬指す同社の取り組みと事例

をお話しいただきます。 

■報告者■ 

株式会社流研 

専務取締役 川村 要 氏 

■会社概要■ 

1977年創業。資本⾦3000万円。社員数61名。 

本社︓札幌市中央区北1条東2丁⽬ 

■⽇時︓2⽉14⽇（⽊） 11:30〜13:30 
■場所︓札幌第⼀ホテル（札幌市中央区南7条⻄1丁⽬12-7） 

■参加費︓2,000円（ランチ代・会場費として） 
※ホテルに有料駐⾞場がございますが、満⾞の場合は近隣の駐⾞場をご利⽤ください。  
※当⽇キャンセルの場合は、参加費全額を申し受けます。 

ランチセミナー 

【スケジュール】 
11:30〜 セミナー 
12:30〜 ランチ 
13:10〜 質疑応答 
       情報交換 
13:30  閉会 
  

経営厚⽣労働委員会×IT経営部会 ランチセミナー（2/14） 出⽋回答 

       □参加します      □⽋席します 
 

会社名                       ⽒名                 . 

▼FAX返信先 011-702-9573 同友会事務局（担当︓菊池・⼤宮） 

⼀般社団法⼈北海道中⼩企業家同友会 札幌⽀部 
経営厚⽣労働委員⻑ 河瀬 恭弘  

IT経営部会⻑ ⽯塚 真彰 



2019年1月15日 

（一社）北海道中小企業家同友会 

札幌支部 組織・企画委員会 

委員長 中川 伸行 

ＴＥＬ：011-702-3000／ＦＡＸ：011-702-9573 

新会員の皆様、同友会にご入会いただき誠にありがとうございます！ 

 

 さて、皆様は「同友会に入会したけど、どこから参加すれば良いの？」、「会合の案内が多すぎ

て何に参加すれば良いかわからない…」、「同友会の仕組みが良くわからない…」などの疑問を

お持ちではないでしょうか。 

 組織・企画委員会では新会員の疑問にお答えするオリエンテーションを開催しています。 

 

まずはオリエンテーションに参加して、同友会活用の一歩を踏み出しましょう！ 

▼と  き ： ２月１４日（木）  

         １３：００～1５：００ 

▼と こ ろ ： 札幌総合卸センター共同会館317号室 
（東区北6東3） 

★2018年1⽉以降にご⼊会の⽅にお送りしています。 

★同友会へのご⼊会を検討中の⽅も是⾮ご参加ください！ 

新会員オリエンテーション Guide to the Doyu（2/14）参加申込書 

企業名    

お役職 お名前 




