
同友会これからの企画 (2019.6.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

6/5 12:00 中北Lunch
Stampede’s
Cafe ＆ Dining
Bar

.

6/5 18:30
第12期 学びすとｅ倶楽部
入学式・オリエンテーション

札幌総合卸セン
ター共同会館

.

6/6 18:00 「無二の会」第13回総会 札幌第一ホテル

 テーマ;知って得する、社長の“年金”ゼロ問題
　　　～あなたの年金、大損していませんか？～
講　師;社労士・行政書士はまぐち総合法務事務所

  　　　　所長　濱口　貴行 氏

6/6 18:00 第67期同友会大学第21講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;中小企業の組織マネジメント
講　師;小樽商科大学商学部 准教授  加藤  敬太 氏

6/12 18:30 中央西地区会交遊会
手打ち蕎麦たい
せつ

そば打ちで懇親を深めましょう！

6/12 18:00 HoPE6月例会
北海道総合研究
プラザ

テーマ;道産ワインの現状について
講　師;㈱ワインショップフジヰ  代表取締役  藤井　敏彦 氏
講　師;地方独立行政法人北海道⽴総合研究機構
  　　 食品加工研究センター 食品開発部発酵食品グループ
        　　　　　　　　　　 専門研究員　富永　一哉 氏

6/13 18:30 東地区会6月例会
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;少子高齢化時代に対応した取り組み
　　　～北海道トンボの挑戦～
報告者;北海道トンボ㈱　代表取締役社長　安田　和弘 氏

6/13 18:00 第67期同友会大学第22講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;決算書の読み方
講　師;山美幹生税理士事務所
 　　　　税理士　山美　幹生 氏

6/14 8:30 東地区会親睦ゴルフ大会
シェイクスピア
カントリークラ
ブ

.

6/14 15:00 中央南地区会6月見学例会
(株)アイチフー
ズフーズファク
トリー

テーマ;創造と挑戦
　　　～北海道の「食」文化を世界に伝える
　　　アイチフーズグループの現場～
報告者;㈱アイチフーズ　執行役員　森谷　有紀子 氏

6/14 15:30 千恵広長・白厚地区会　6月合同例会
サケのふるさと
千歳水族館

テーマ;日本でここだけ！　川の中まで水族館！
　　　～普段見ることのできない裏の裏まで見学～

 見学・講話;サケのふるさと 千歳水族館
　　　　　　　　　　　　館長　菊池　基弘 氏

6/17 18:30 中央北地区会経営基礎講座（第1回）
 札幌市民交流プ
ラザ

テーマ;決算書を『見る』
　　　～会計の構造と損益計算書、貸借対照表～
講　師;㈱シンクシステムズ　会長　小椋　俊秀 氏

6/18 14:00
「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

.

6/18 18:00 中央東地区会6月例会 Stampede's  テーマ;みんなでKEIBA!!

6/19 18:00 西・手稲地区会6月例会 西区民センター
テーマ;中小企業の「売上思考」が身につく
　　　～一番化戦略式アイディアの見つけ方～

 報告者;一番化戦略研究所㈱　代表  髙田　稔 氏

6/19 18:30 実践！情報セキュリティ勉強会
白石区民セン
ター

.

6/20 18:30
南地区会・未知の会19グループ
合同例会

グランド居酒屋
富士

.

6/20 18:30 中央西地区会6月例会 札幌第一ホテル
 テーマ;知って得する消費税！

  講　師;税理士法人吉田会計事務所　岡本　覚 氏
    　　 山美幹生税理士事務所　山美　太生 氏

裏面もご覧ください



6/20 18:00 第67期同友会大学第23講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;経営分析のＡＢＣ
講　師;山美幹生税理士事務所　税理士　山美　幹生 氏

6/22 10:30
白石・厚別地区会
第2回親睦パークゴルフ

八剣山パークゴ
ルフ場

.

6/24 19:00
江別地区会6月例会
「WEえべつ祭り意見交換会」

江別市勤労者研
修センター

.

6/25 18:00
中央北地区会6月例会
～新会員報告 遠友座談会

札幌総合卸セン
ター共同会館

 報告者;㈱パラマウントグロース　代表取締役　榎本　洋 氏
　　　㈱MASSIVE SAPPORO　取締役　榊原　大地 氏
　　　㈱アイテックサプライ　常務取締役　板倉　正明 氏

6/25 18:00
どなたでも参加できる “共育”パネル
ディスカッション
（同友会大学　同窓会）

かでる2・7

テーマ;わが社にとって同友会大学とは
　　　～共に育つ土壌づくりの原点を探る～
パネラー;㈱ベル食品　代表取締役会長　福山　恵太郎 氏
　　　　㈱サンコー　代表取締役会長　山田　修三 氏
　　　　㈱アイワード　常務取締役　吉田　正枝 氏
　　　　㈱ティーピーパック　総務部 課長　上村　貴宏 氏
コーディネーター;㈲機弘社　代表取締役　前田　昭二 氏

6/26 18:30 豊平・清田地区会6月例会 LUGAR
講　師;一般社団法人ISD個性心理学協会

 　　　マスターインストラクター　樋口  みゆき 氏

6/27 8:00 農業経営部会6月移動例会
訪問先：真狩・
壮瞥

見学先;ベジタブルワークス㈱
　　　レストランマッカリーナ
　　　㈲清水農園

6/27 14:00
経営厚生労働委員会
人を生かす経営を学ぶセミナー

札幌総合卸セン
ター共同会館

報告者;日の出運輸㈱　代表取締役社長　石見　秀樹 氏

6/27 18:30 後継者ゼミナール起望峰6月例会 同友会事務局
テーマ;既存事業か、新事業か～後継者の選択～
報告者;㈱アラヤ工業　取締役執行役員　新谷　暢敏 氏

6/27 18:00 第67期同友会大学第24講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;中小企業のマーケティング戦略
講　師;札幌学院大学経営学部　教授　河西　邦人 氏

6/28 7:45 白石・厚別地区会初夏のゴルフコンペ
滝のカントリー
クラブ

.

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/（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



会社名：           役職          氏名                

ゲスト 

会社名：           役職          氏名               

  

中央東地区会 6 月例会  

 中央東地区会 6 月例会は、競馬体験例会を開催いたします。 

競馬をただの賭け事と侮るなかれ。奥が深い競技なのです！当日は競馬解説員の方もお招きし(※参加者 20 名

以上の場合)、競馬を学びながら実際にレースを予想してまいります。参加者全員でワイワイ楽しみましょう！
懇親・交流がメインの例会となっておりますので、お気軽にご参加ください。多くの皆様のご参加を心よりお

待ちいたしております。 

会 費： 5,000 円  
(参加費、食事代込み) 

日 時：６月18 日(火)  
18:00 受付開始～22:00 
例会開始時刻は 18:30です 

参加申込書(6/18) 中央東地区会 6 月例会 締切6/11 

□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 

2019 年 5 月 24 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 

FAX 返信先:011-702-9573 

皆
で
一
緒
に 

楽
し
く
実
践
！ 

会 場：Stampede's Cafe & Dining Bar  
･･･スタンピーズ・カフェ＆ダイニングバー･･･ 

(中央区北４条西２丁目１−２ B1F キタコートレードビル) 
締切日以降のキャンセルは、キャンセル料を頂く場合があります。 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2019年 5月 10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 

2019 年 10 月に消費税率 10%への引き上げが実施される予定です。 食品(外
食・酒類を除く)は現行の 8%の税率を維持するなどの軽減税率、経過措置も設けら
れます。しかしながら、私たちの生活に最も身近な消費税について知ってますか？ 
備えあれば患いなし！改めて学びましょう！ 

 

と き 6月 20日（木） 

18：30～22：00 

ところ 札幌第一ホテル 
（中央区南７条西１丁目 12-7) 

参加費 

＜講 演＞18：30～20：30 

      500円（会場費ほか） 

＜懇親会＞20：40～22：00 

4,500円（飲食費として） 

【タイムスケジュール】 

18:30 開会・会長挨拶 

18:35 講師紹介 

18:40 報告： 消費税の仕組み 

19:10 テーブルディスカッション 

19:30 報告： 税制改正 

20:00 テーブルディスカッション 

20:25 中締め 

20:40 懇親会 

21:10 グループ発表 

22:00 閉会 

テーマ 

山美幹生税理士事務所 

山美 太生 
 

＜プロフィール＞ 

1984年生まれ 

信州大学人文学部社会心理学コース卒業 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社、税理士事務所等を経て 

2017年 山美幹生税理士事務所入社 

2018年 税理士登録 

取得税法科目：法人税、消費税、相続税 

業務内容：月次巡回監査、黒字化支援、 

相続対策、リスクマネジメント業務など 

税理士法人 吉田会計事務所 

岡本 覚 
 

＜プロフィール＞ 

1972年生まれ 

北海学園大学経済学部経済学科卒業 

不動産管理会社、税理士事務所等を経て 

2004年 吉田肇税務会計事務所入社 

2010年 税理士登録 

取得税法科目：所得税、相続税、固定資産税 

開業、法人化、事業承継、合併、事業譲渡、

相続など、マルチにスピーディな業務 

講 師 

----------------中央西地区会 6 月例会（6/20)   回答締切：6 月 14 日（金）---------------- 

□出席します（□例会のみ □懇親会出席）  □ 欠席します 

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 内田 



(一社)北海道中小企業家同友会 

札幌支部中央南地区会 

会長 松井 髙志 

担当(阿部･佐孝･竹中･森谷･小西) 

2019年 5月 14日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------中央南地区会 6 月例会（6／14)  回答締切：6 月 7 日（金）---------------- 

□出席します（        ）□欠席します 

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 内田 

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！ 

「 と 」

【タイムスケジュール】 

15:00 ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾋﾞﾙから

バス出発 

    （現地集合も可） 

15:30 開会・会長挨拶 

15:35 ﾌｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ見学 

16:30 懇親会場へ移動 

17:00 懇親会 

18:45 閉会 

□懇親会出席  □懇親会欠席 

□バス利用   □現地直行 

日 時： 6/ 14 （金） 15:00～18:45 

見学場所： 株式会社ｱｲﾁﾌｰｽﾞフーズファクトリー 

（札幌市西区発寒 12条 2丁目 8-35） 

参 加 費： 見 学 例 会 500 円（資料代ほか） 

懇 親 会  2,500 円（飲食費として） 

懇親会場： 喫茶シャンティ(北海道経済センター B１F) 
（札幌市中央区北 1条西 2丁目） 

（コンチネンタルビルから無料バスが 15:00に出発しますので、時間厳守でお願いします。 

 

報告者：株式会社アイチフーズ 執行役員 森谷 有紀子 氏 

 
「食」ビジネスの最前線！「食べること」を儲けにつなげる仕組みとは？ 今回は

「食」の製造から提供までの過程を、実際に目で見て感じ、耳で聞いて、香りを感じ、

舌で味わっていただきます。アイチフーズの「食」の提供とは、単に調理をすること

だけではありません。「人は今、何を食べたいか」を科学しニーズを叶えることで、

「またこれを食べたい」リピートサイクルを創造します。人のニーズを叶え方を知る

ことは、あなたのビジネス（儲けの仕組み）づくりにもきっと役に立ちます！ぜひ体

験に足をお運びください。 

＜アイチフーズグループ＞ 
【株式会社アイチフーズ】 
設 立：1981年 11月 27日 資 本 金：3,500万円 
従 業 員 数：約 220名（パート・アルバイト含む） 店 舗 数：31店舗（2018年 1月現在） 
事 業 内 容：『BENTOSS』『定食屋ジンベイ』の経営 BENTOSS・定食屋ジンベイの FC展開事業 

病院・介護施設への食材納入事業 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業：北日本フードサービス株式会社、株式会社ロハス、Aichifoods Singapore Pte Ltd. 



一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 中央北地区会6月例会 

中央北地区会９月例会は地区会恒例の『遠友座談会』を開催いたします。 

 遠友座談会は毎回、新たに中央北地区会に入られた皆様に、ご自身や自社の取り組みついてお話いただき、お互

いに懇親を深めることを目的として開催しています。今回も下記の3名の方がお話しされますので、皆様お誘い合わ

せの上、是非ご参加ください。 

（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 

 ▼ところ：  札幌総合卸センター共同会館 317号室 （札幌市東区北6東3） 

 ▼参加費：1,000円（懇親会参加の方は5,000円） 

※ 申込締切 6/21(金) までに事務局へお申込ください。それ以降はキャンセル料を頂戴いたしますのでご了承ください。 

▼と き： 

【懇親会】   19:30～21:00   

≪場所≫    Stampede's Cafe & Dining Bar (中央区北4条西4丁目 キタコートレードビルB1F） 

中央北地区会6月例会【遠友座談会】（6/25） 出欠回答 

□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 

 
▼FAX：011-702-9573 

（株）MASSIVE SAPPORO  取締役  榊原 大地 氏 ≪2019年4月入会≫ 

   【事業内容】無人ホテル及び民泊事業の運営と代行。シェアハウス、レンタカー、体験型 

           インバウンド事業。  

（株）パラマウントグロース  代表取締役  榎本 洋 氏 ≪2019年3月入会≫ 

   【事業内容】ボディメイク専門パーソナルジム スタイルジム円山運営   

（株）アイテックサプライ  常務取締役  板倉 正明 氏 ≪2019年4月移動≫ 

   【事業内容】印刷業（商業印刷・フルカラー印刷等）   



FAX 返信先（011）702-9573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営を取り巻く環境変化への対応は企業存続のカギとなるものです。少子高齢化という避けることのできない構造

的な変化に対して学生服を主力商品とする東地区会会員の北海道トンボ株式会社はどのように対応されているので

しょうか。 

少子化問題を 20年前から経営課題として捉える安田社長の経営実践報告から学びます。 

日 時：6 月13 日 (木) 18:30～20:30 
場 所：札幌総合卸センター共同会館 311号室 

(札幌市東区北６条東３丁目) 

参加費：500 円(会場費他) 

 

東地区会 6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) 

2019年 5月 16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 

札幌支部東地区会 6 月例会（6/13）出欠回答  （申込締切 6/10（月）18：00）     
 

□ 出席します     □ 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 

 

＜タイムスケジュール＞ 

18:30～ 開会 

開会あいさつ 

18:35～ 報告 安田社長 

19:35～ グループ討論 

20:15～ グループ発表 

20:25～ まとめ・閉会あいさつ 

20:30～ 閉会  

   

   

   

   

   

   

    

【報告者】  

北海道トンボ株式会社 代表取締役社長 安田和弘 氏 
会社概要/// スクールユニフォーム、スポーツウエア、企業向けユニフォーム、介護ウエア、 

ユニバーサルデザインウエアなどの企画、製造、販売。1964年設立、従業員 39名、全道 650校へ 

商品を納める。 

安田和弘氏///1985年（昭和 60年）テイコク株式会社（平成 18年 株式会社トンボへ社名変更）入社。 

2013年取締役販売本部長、2017年 8月北海道トンボ株式会社代表取締役就任。 

58歳 趣味 ゴルフ・農業・お酒 

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 

西 ・ 手 稲 地 区 会   6 月 例 会 

～中小企業の「売上思考」が身につく～ 

  日本国内以上に変化の激しい海外の事例および報告者自身が実際に目にした海外の

マーケットの状況を交え、変化する時代だからこそ必要とされる「一番化戦略式 アイデアの

見つけ方」について報告をしていただきます。皆様のご出席をお待ち申し上げております！ 

 

                  

代表      髙田   稔  氏 

【講師プロフィール】 

 英国 University of Hull MBA(マーケティング専攻)、立命館大学経済学部卒業 。自ら編み出

した成功体験を行動に移していただく実践的手法により、劇的な結果をもたらすとして 評

判を呼び、現在は、アイデアを出すための正しい考え方、考えるための原理原則、普遍的な

セオリーを身につけていただき、その上で実際の行動 をとり、新たな視点 観点でビジネス

を展開していただくための支援に焦点をあてる。  

【これまでの活動実績】 
  マセラティ、ロイタージャパン、ヒューレットパッカードなどの大手外資系での研修、お

よび中小企業でのコンサルティングや多数の大学での講演や講義を行う。 

  北海道では、北海道ガス、リンナイ、内田洋行、北空知信金、北海道イシダなどで 

研修を実施。また札幌商工会議所では2年連続で経営指導員向けの研修を実施。 

  次世代の人材育成のために旭川龍谷高校、旭川商業高校でも講演。2019年には札幌 

創世高校、札幌新陽高校における講演も実施予定。 
                 

★例会後には懇親会も企画しております。合わせてご予定ください！    
  懇親会        【と  き】20:30～22:00 
                 【ところ】花ごころ （西区琴似2条3丁目５ ホクオウビル２F）  

                 【参加費】4000円 

2 0 1 9 年 4 月 吉 日 

西・手稲地区会 会長 西田  宙文 

【と    き】 
 

  6/19（水） 
  18:00 
       ～20:15 
 

 

【ところ】 
    西区民センター 

  １F会議室 
  （西区琴似2条7丁目）  

  
 

【参加費】 

  1000円 
 （会場代、事務経費として） 

西手稲地区会 6月例会 出欠回答（〆6/12） 

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 
 

  【企業名】                                           【お役職】                                  【お名前】             
 

※お問い合わせは 011-702-3000（担当：高橋）      
    までご連絡ください                          

▼FAX  011-702-9573 

〖報告者〗一番化戦略研究所株式会社  



 

 南地区会 6 月例会は、未知の会 19 グループとの合同例会です。 

今回は、南地区会・未知の会混合のグループで、意見交換がものを言う、特別ゲーム企画を開催！ 

自社でのコミュニケーション、チームビルディングのヒントが見つかるかも！？ 

例会終了後は懇親会で、とことん交流を深めましょう！皆様のご参加をお待ちしております。 

2019 年 5 月 20 日 

南地区会 会長 岸 信行 

未知の会 19 グループ世話人 

伊藤 史弘、春木 崇 

南地区会・未知の会合同例会(6/20)出欠回答 締切:6/17 

□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                       

 ゲスト  

会社名                 役職            名前                       

 

FAX 011-702-9573  ℡ 011-702-3000 担当事務局：大宮  

日 時： 6 月20 日(木) 

【例会】18：30～19：30 

【懇親会】19：30～21：00 

会 場： グランド居酒屋富士(中央区南５条西４丁目 富士会館ビル) 

会 費： 4,500 円(飲食費、事務経費等として) ※例会のみの参加は 500 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。 
【二次会のご案内】21：30～ 会 費：3,000 円 

場 所：ELMANGO エルマンゴ（中央区南 7 条西 3 丁目青樹社ビル B1F） 

＜タイムテーブル＞ 

18：30～ 会長、世話人挨拶 

18：40～ ゲーム企画 

19：30～ 懇親会スタート 

21：00  閉会 



  
白石・厚別地区会 ＆ 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 

6 月合同例会(6/14)出欠回答  締切り 6/10 
 

    □参加します  ⇒ □ 見学・講話     □ 懇親会   □ 二次会    

         ◇交通手段・宿泊  ⇒  □ JR   □車   □宿泊希望 

    □参加できません 

会社名                    お役職                 氏名                   

▼FAX返信先 011-702-9573(担当：鈴木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ＆ 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 

6月合同例会のご案内 

2019/5/14 白石・厚別地区会           会長  佐々木 ひとみ  担当；B グループ 
   千歳・恵庭・北広島・長沼地区会   会長  内山 亘理 

日本でここだけ！ 川の中まで水族館！  
     ～普段見ることのできない裏の裏まで見学～ 

 

見学・講話；千歳水族館 館長 菊池 基弘さん 

 
平成６年のオープンか
らのあゆみ、魚の生態
観察や飼育の学術的
な位置づけ、経営的側
面、普段は見る事のな
い水質維持装置や飼
育に関する様々な機器
等、まさに水族館の裏
の裏までを見学し、館
長に話を伺います。 

6/14(金) 
見学・講話 15:30～17:00 → 1000 円(入場料・会場費) 

懇親会   17:30～19:00 → 3000 円 

サケのふるさと 千歳水族館 
千歳市花園２丁目３１２  TEL.0123-42-3001 
※会場までの交通は各自お手配ください。 
   

 

開

催 

概

要 

高さ５ｍ×幅１２ｍという巨大な水槽前の広場を貸し切り、懇親会を行います。幻想
的な雰囲気の中で、両地区会の会員同士の親睦を深めます。 

※19 時～二次会
もございます。 

※宿泊希望は☑を
入れて下さい。 

定員４０名 



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
手塚　玄

豊平・清田地区　６月例会　出欠回答【締切６月 14 日】

【６月例会】　　□参加します　・　□欠席します
会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊平・清田地区会 6 月例会のご案内

【会　場】LUGAR（ルガール )
　　　　 

　　　　

【参加費】５，０００円　※例会は懇親会がセットになっております。
札幌市中央区南 5 条西 2 丁目オークラビル７Ｆ

自分・家族・社員・お客様を知る今日から
すぐに使える！

▼FAX でお申込みください！　FAX. 011-702-9573▼

ご自分の個性がわかる「診断レポート」
を プレゼント します！

１９　　 月 日年

生れた時間 (24 時間表記 )生年月日 ( 西暦 ) ※分かれば氏　　名　役　職
会
員
ゲ
ス
ト
①

( ディア・プランニング代表 )

※必ず「生年月日」と、分かれば「生れた時間」
   をご記入の上、お申込ください！

★ご参加の方には…

家族、社員、友人…など、対人関係のストレスを抱えていませんか？
「個性心理学」は、自分と相手の個性を知り、それを認め受止めることで、多くのストレスを軽減できる
ストレスマネジメントのためのコミュニケーションツールです。
上手に活用することで、労使間・家庭内、お得意様とのスムーズなコミュニケーションが期待できます。
6 月例会では、「個性心理学」の基本を学び、今すぐ活用が可能です！
ゲスト参加は大歓迎！お知り合いの方もぜひ、お誘いください！

「個性心理学」を活用して、明るくストレスフリーの社内コミュニケーションを目指しましょう！

【日　時】６月 26 日 ( 水 ) 18:30 ～ 21:30　
【講　師】一般社団法人ISD個性心理学協会　マスターインストラクター　樋口 みゆき氏

１９　　 月 日年

１９　　 月 日年

１９　　 月 日年

～ストレスマネジメントのすすめ～
「個性心理学」活用術！

( コース料理・飲み放題付き )

※今回は、個人情報を取り扱う為、「My Doyu」での申込受付は致しません。FAX のみの申込受付となります。
　間違い FAX の無いようご注意の上、お申し込みをお願いします ※お問合せ先 / 事務局 TEL.011-702-3000 高橋 宛

ゲ
ス
ト
②
ゲ
ス
ト
③



 

と き 
6/24(月)19：00～20：30 
 

ところ 

江別市勤労者研修センター 
    （江別市緑町西 1丁目 103） 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部江別地区会 6月例会 

皆で育てて皆も育とう！ 

WEえべつ祭り意見交換会 

 今年も WE えべつ祭りを開催します！昨年から

「おしごとたいけんキッズパーク」と銘打ち、子ど

もたちに自社の仕事に触れてもらうことで広く市

民の皆様に地元の企業を知ってもらうイベントへ

と転換し、昨年の来場者は 1,000名を超えました。

つきましては、WE えべつ祭りを来場される方に

も、地区会員の皆様にも、よりよいものにするため

に意見交換会を開催致します！企業 PR はもちろ

んのこと、御社の経営に繋がるなにかが絶対にあり

ます。皆様の力をぜひお貸しください。 

2019年 5月 24日(金) 

江別地区会長  柏村 章夫 

WEえべつ祭り実行委員長 佐々木 一典 

◆出展者ならびに今後の出展に 

 興味のある企業の皆様、 

 江別を盛り上げたい企業の皆様、 

 ぜひご参加ください！ 
（会員企業であればどなたでもご参加できます。 

 出展経験等は問いません。） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

WE えべつ祭り意見交換会(6/24) 
 

 

□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                    

 

▼FAX 011－702-9573(担当：村上) 
   

 ご回答は 6 月 21 日(金)までに MyDoyu または FAX：011-702-9573(担当：村上)へお願い致します。 

TEL：011-702-3000 

来場者は 

1,000名越え！ 

当日は入場待ち

で行列ができるほ

ど賑わいました。 

子どもは 
地域の宝！ 


