
同友会これからの企画 (2019.10.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

10/1 18:00 起望峰・無二の会 合同10月例会 札幌第一ホテル
 テーマ;事業承継の進め方～事業承継に向けた５ステップ～

報告者;弁護士法人札幌英和法律事務所
 　　　弁護士　田中　康道 氏

10/2 7:00 西・手稲地区会  親睦ゴルフ大会
北広島ゴルフ倶
楽部

.

10/2 7:00
白石・厚別地区会
紅葉のもとでゴルフコンペ

滝のカントリー
クラブ

.

10/2 18:30
東地区会第12期 学びすとｅ倶楽部
第5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
 講　師;カサシマ建設㈱　代表取締役　笠島　 守 氏

10/2 18:00 HoPE10月例会 北海道大学FMI
テーマ;地方金融の危機・再構築
講　師;はまなす財団理事⻑
　　　北海道大学名誉教授　濱田  康行 氏

10/3 12:00 10月中央北地区会Lunch
Stampede's
Cafe & Dining
Bar

.

10/8 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

.

10/8 13:30
国際ビジネス研究会
中国経済視察研修

大連・瀋陽 申し込みは締め切りました。

10/9 18:00
白石・厚別地区会
第16期 次世代の星の会　第6回例会

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;【伝える】勝手に売れる伝え方
講　師;㈱リューツー　常務取締役　川原　晋仁 氏

10/14 9:30 中央東地区会10月一泊例会
苫小牧、厚真、
千歳

 テーマ;秋本番！北海道やや南部トリップ

10/15 9:15 女性経営者部会10月移動例会

㈱太田ファー
ム、米澤煉瓦
㈱、㈲八広葬儀
社、㈱町村農場

テーマ;溢れる好奇心を充たしに出かけよう
　　～移動例会は仲間を知る絶好の機会です！～

10/16 18:30
白石・厚別地区会
実践！情報セキュリティ勉強会
（第7回）

白石区民セン
ター

.

10/16 19:00 中央北地区会10月体験例会
パラマウンドグ
ロース

テーマ;健全な経営は健全な身体から！
　　　身体と対話していますか？～
講　師;㈱パラマウンドグロース　代表取締役　榎本　洋 氏

10/16 14:00
第９期経営者大学 パートⅡ
「経営学」コース 第1講

かでる2.7
テーマ;中小企業のマーケティング戦略
講　師;小樽商科大学大学院商学研究科
　　　教授・副学長　近藤　公彦 氏

10/18 18:30 江別地区会10月例会 野幌公民館

テーマ;あなたは大丈夫？？
　　　押さえるべき経営のポイント総点検！！
報告者;㈲スターダスト・マネジメント

 　　　代表取締役　坂口　雅文 氏

10/21 17:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
10月例会

ベルクラシック
リアン　平安閣

テーマ;SDGs体感ゲームワークショップ
　　　～誰ひとり取り残さないために～
講　師;2030SDGs
　　　公認ファシリテーター　高橋　優介 氏

10/21 18:30 白石・厚別地区会10月例会 ラウンドワン
テーマ;レッツ！ボウリング！
　　　さわやかな汗をかき、親睦を深めましょう

10/21 18:30 東地区会10月例会
札幌総合卸セン
ター 共同会館

テーマ;地元企業の発展へと繋がる地域連携の在り方
報告者;新道東町内会　会長　井上　秀勝 氏
　　　社会福祉法人さっぽろひかり福祉会
　　　　　　　　常務理事　小畑　友希 氏

裏面もご覧ください



10/23 18:30 中央西地区会10月例会 豊水会館

 テーマ;経営指針が組織をつくる！
 報告者;㈱ライフマップ　代表取締役　大西　克幸 氏

 　　　㈱C・P・S　代表取締役　小田　晃広 氏
 コーディネーター;㈱たいわや　代表取締役　中村　文昭 氏

10/23 18:30 南地区会10月例会
すみかわ地区セ
ンター

テーマ;サルでも分かる！インボイス
 講　師;山美幹生税理士事務所　所長　山美 幹生 氏

10/24 9:30
無二の会10月移動例会
（10月24日～25日）

秋田県各地 テーマ;東北の歴史と文化にふれあう旅

10/24 18:30 中央南地区会10月例会
札幌ビューホテ
ル 大通公園

 テーマ;経営理念の先にある！社長が変わるその瞬間
 報告者;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏

10/24 14:00
第９期経営者大学 パートⅡ
「経営学」コース 第2講

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;札幌ラーメン物語～菊水の経営と地域づくりから～
講　師;㈱菊水　代表取締役社長  杉野　邦彦 氏

10/25 7:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
秋の交流ゴルフ大会

札幌ゴルフ倶楽
部

.

10/25 18:30 北地区会10月例会 札幌エルプラザ
 テーマ;創業50年 その先への挑戦

 講　師;㈱アレフ 常務取締役　庄司 開作 氏

10/28 15:00 農業経営部会10月移動例会 中央農業試験場 テーマ;農業技術の最先端、見て体験しよう！

10/29 18:30 豊平・清田地区会１０月例会
白石区民セン
ター

テーマ;サイバー空間に潜む脅威と被害の防止

10/29 14:00
第９期経営者大学 パートⅡ
「経営学」コース 第3講

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;エゾシカから、地域の未来を考える
　　　～日本初のエゾシカビジネス奮戦記～
講　師;北泉開発㈱　代表取締役　曽我部 元親 氏

10/30 18:30 西・手稲地区会10月例会 ちえりあ
テーマ;今さら人に聞けない？！軽減税率
報告者;税理士法人TAP　代表社員　内田 勇介 氏

10/31 15:00
経営厚生労働委員会
札幌支部事業承継セミナー

札幌総合卸セン
ター共同会館

 テーマ;地域社会と雇用を支えるＭ＆Ａ
 講　師;北海道事業引継ぎ支援センター

 　　　統括責任者補佐　新宮　隆太 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/（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



         

中央東地区会 10 月一泊例会 

中央東地区会 10 月例会は、昨年に引き続き一泊例会を
開催いたします。今回は苫小牧・厚真方面へ向かいます。 
アクティビティではゴーカートとパークゴルフを楽しみ、
その他にも厚真神社で 1 年前の震災の経験を学んでまい
ります。皆様是非ともご予定くださいませ。 

 

2019 年 9 月 13 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 

宿泊先：天然温泉樽前の湯 ドーミーイン苫小牧 
(苫小牧市錦町 2-1-22) 
※お部屋はダブルルーム(一室一名素泊まり)です。 

※館内に喫煙ブースがございます。 

※客室にシャワーはありますが、バスタブはありません。 

注 意： 

※２日間、参加者の皆様には原則バスで一緒に行動していただきます。 
※途中参加、途中離脱の方はご自身で交通手段の手配をお願いします。 

※当日の緊急連絡先として、参加者全員の電話番号を共有いたします。 
※締切後のキャンセルはキャンセル料を頂きますのでご了承ください。 

お申込いただいた皆様に、 

追って詳細をご連絡いたします！ 

当日スケジュール(予定)： 

1 日目(10 月 14 日) 

9:30 テレビ塔下集合、出発 

11:00 千歳着、アクティビティ開始 

    (新千歳モーターランド・ 

ゴーカート体験) 

12:00 同会場で昼食 

13:30 出発、厚真町へ 

14:30 厚真神社着、見学 

16:00 出発、苫小牧へ 

17:00 宿着、チェックイン 

18:00 夕食(市内で、会場未定) 

20:00 終了、二次会へ 

参加費： 多少変動する可能性がございます 

すべて参加…25,000 円程度 

1 日目のみ(宿泊あり)…22,000 円程度  

1 日目のみ(宿泊なし)…10,000 円程度 

2 日目のみ･･･3,500 円程度 
※すべて参加される方は 1 日目夜の食事代が別途かかります。 
ご注意ください。 

中央東地区会 10 月一泊例会 参加申込書  締切 10/1 

□出席 

□すべて参加 □1 日目のみ(宿泊有) □1 日目のみ(宿泊無) □2 日目のみ 

こちらもご回答ください→  □バス利用有  □バス利用無  

宿泊される方→ □禁煙室  □喫煙室(7 部屋限定)  □どちらでも  

□欠席   

企業名              役職            氏名                  

当日緊急連絡先                    ※必ず連絡のつく番号をご記入ください。 

  
  

 
  

  

 

mail:h-konishi@hokkaido.doyu.jp 中央東地区会担当：小西 

 
FAX 011-702-9573 

2 日目(10 月 15 日) 

 9:30 ホテル出発 

 10:00 アクティビティ開始 

(はまなすクラブ・ 

パークゴルフ場) 

 12:00 移動 

12:30 昼食(苫小牧近郊) 

13:30 出発 

15:00 テレビ塔下着、解散 

苫小牧、厚真、千歳 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2019 年 9 月 6 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 

(株)C・P・S 代表取締役 小田 晃広 氏 
＜プロフィール＞ 
業務内容はビル・店舗・住居の 
清掃業務。イスソファー・ 
カーペット・エアコン・ 
給排水管洗浄などの清掃が得意。 
2001 年に起業、2007 年に法人化。 
2010 年に同友会に入会、 
千恵広長地区に所属し、 
2018 年中央西に転籍。経営指針は 2012 年第 9 期受
講。自らの役割を考える良いきっかけとなる。何のた
めに経営しているのか？この問いの答えに 7 年かか
り、ようやく答えを見つける。現在、理念経営実践中。 

(株)ライフマップ 代表取締役 大西 克幸 氏 
＜プロフィール＞ 
2010 年同友会入会。未知の会 13 期 
世話人、未知の会経営研究会会長 4 年。 
13 期経営指針の卒業で、14 期サポーター。 
15 期 16 期は委員として在籍中。 
経営指針作成の大切さを実感している。 

1994 年に創業し、携帯ショップ、飲食 
店を経て 2004 年から保険事業に参入。 
現在生命保険 22 社損害保険 15 社の総合代理店。1500 名を
超すお客様に、運用、貯金、年金、死亡、医療、節税、相
続、火災保険、傷害保険、賠償責任保険と多岐に渡り、提
案している。  

中央西地区会 10 月例会は、株式会社ライフマップの大西克幸代表取締役、株式会社 C・P・S の小田晃
広代表取締役、コーディネーターとして株式会社たいわやの中村文昭代表取締役にご登場いただきま
す。社員が主体性を発揮する自律的な組織にするためにはどうしたら良いのか。経営指針（経営理念、
１０年ビジョン、経営方針、経営計画）にその答えがあるかもしれません。ぜひご予定ください。 

【スケジュール】 
18:30 開会  
 開会あいさつ   
18:35 パネルディスカッション 
19:15 ペアワーク、 

グループワーク 
20:05 発表 
20:15 次回案内、中締め 
20:30 懇親会 開会 
22:00 懇親会 閉会  
※変更になる場合があります 

日 時： 10 月 23 日(水) 18:30～22:00 

会 場： 豊水会館(中央区南 8 条西 2 丁目) 
参加費：  

＜例 会＞ 500 円（会場費） 
＜懇親会＞ 4,000 円（飲食費） 

懇親会会場: 韓国料理専門店こちゅ(中央区南 4 条西 4 丁目 1) 
※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 

 

コーディネーター 

(株)たいわや 代表取締役 中村 文昭 氏 
＜プロフィール＞ 
2016 年同友会入会、第 13 期経営指針研究会を修了する。（当時は株式会社ネクストビジネス） 
その後、経営指針サポーターとして 14 期～16 期生をサポートする。経営指針研究会修了後、 
自社の経営指針を一から見直し、2019 年３月に組織開発コンサルタント会社、株式会社たいわやを 
設立。経営理念は「対話の力で未来を創る」、ビジョンは「ＡＩ後社会に適応する働き方の実現」。 
今年度より経営指針委員会副委員長。 

北海道同友会 50 周年特別企画
として、ゲストの方、9 月以降
に中央西地区会に入会された
方は例会・懇親会無料でご参加
いただけます! 

----------------中央西地区会 10 月例会（10/23)   回答締切：10 月 16 日（水）---------------- 

□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 

パネラー 

中央西地区会 10 月例会のご案内 



2019年 9月 20日 
(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 亀田・熊谷・財部・鄭) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------中央南地区会 10 月例会（10/24)   回答締切：10 月 21 日（月）---------------- 

□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 

日 時 ： 10 月 24 日（木） 18:30～21:30 
会 場 ： 札幌ビューホテル 大通公園（札幌市中央区大通西 8丁目） 

参 加 費 ： 6,000 円（例会のみの方は 500円） 

ゲストの方は無料でご参加いただけます！是非ともお誘いあわせのうえご参加くださいませ。 

中央南地区会１０月例会は、株式会社工藤商事の工藤英人社長(札幌支部経営指針

委員会委員長、白石・厚別地区会会員)にお話いただきます。工藤社長は札幌支部第

１０期経営指針研究会に参加し、経営指針を作成。多くの葛藤や苦労を伴いながら、

ひたむきに経営指針の実践を続けることで会社の基盤を築き上げてきました。 

自社の危機に直面したとき、あなたは勇気を持って行動できますか？ 

本例会では、経営指針研究会で『経営者としての自己変革』に気づいた工藤社長

の報告からを学んでまいります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

中央南地区会 10 月例会のご案内 

話題提供： 

株式会社 工藤商事  

代表取締役  

工藤 英人 氏 

 

【企業概要】 

◆設立：2000 年 4 月  

◆資本金：470 万円  

◆従業員数：25 名 

 (正社員 21名、パート 4名) 

◆所在地：栗山町 

◆事業内容：運送業 

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  き：１０月１６日（水）19:00～20:30 例会 

ところ：パラマウントグロース 

（札幌市中央区北 3 西 26-2-15 第 23 松井ビル 電話：011-213-9535） 

参加費：500 円 

懇親会：21:00～22:30  参加費：5,000 円 

会 場：居酒屋まぐろとさば 

（札幌市中央区南３条西７丁目 3－2 F-DRESS7BLD3 階 狸小路 7 丁目 アーケード内）

※申込締切 10/14（月）までに事務局へお申込ください。 

※体験がありますので、動きやすい服装でご参加いただくことを推奨します 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

中央北地区会１０月体験例会のご案内 
2019 年 9 月 26 日 

中央北地区会 

  会長 二俣 博信 

 

10 月例会は、運動不足の皆さんのために、会員のパラマウントグロースさんを訪問し、ベス

トボディ札幌大会で優勝経験もある榎本社長から簡単なトレーニング指導もしてもらいます。仕

事とともに健康な体づくりを考える機会にしていただけたらと存じます。 
 

 
【テーマ】 

健全な経営は健全な身体から！ 

～身体と対話していますか？～ 

【訪問先】（株）パラマウントグロース  

代表取締役 榎本 洋 氏 
【会社概要】 

2018 年設立。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。  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

中央北地区会１０月例会（10/16） 出欠回答 

□出席します（懇親会 □出席 □欠席） □欠席します  

企業名 お名前  

担当事務局：菅、小西(011-702-3411)  ▼FAX：011-702-9573  



FAX 返信先（011）702-9573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

℡(011)702-3000(担当：大宮) 

    札幌支部東地区会 10 月例会（10/21）出欠回答  （申込締切 10/16（水）） 
 

□ 出席します → □例会(18:30~) □懇親会(21:00~) 
 

□ 欠席します 

大阪池田小学校児童殺傷事件（2001 年 6 月）直後の 8 月、精神障害者施設「社会福祉法人さっぽろひかり福祉会」の建

設に地域住民から反対の声が上がりましたが、地元新道東町内会役員が反対住民を説得し、2003 年 4 月に開設となりました。 

町内会を中心として「さっぽろひかり福祉後援会」が発足するなど、16年間様々な取り組みを通して地域連携を深め、現在、パン

や大福の売上は 1 億円超、障害者雇用数は 40 名となっています。その後、昨年 9 月の胆振東部地震の際は、町内会とひかり福

祉会が連携して炊き出しを行うなど、様々な活動を共同して行っています。地域連携について、町内会長と法人事業所のそれぞれ

の立場から報告します。 

日 時：10 月21 日 (月) 18：30～20：30 

場 所：札幌総合卸センター共同会館 207 号室 (東区北６条東 3 丁目) 

参加費：1,000 円(会場費、事務経費他)        申込締切：10/16 

＜タイムスケジュール＞ 

18時 30分 開会 

18時 35分 報告 

19時 15分 休憩 

19時 25分  

東地区会からのおしらせ 

19時 30分 グループ討論 

20時 10分 グループ発表 

20時 30分 閉会 

終了後、懇親会 

懇親会＆新会員交流会を開催します！＜21：00～＞ 

・場所：魚や一丁 札幌駅店（北区北 6 条西 1 丁目 JR 高架下） 

・会費：4,000 円（飲食代として）※締切日以降のキャンセルは料金を頂きます。 

★2018 年 4 月以降にご入会の方は懇親会費 無料です！★ 

1944 年名寄市生まれ。1967 年名寄市で酒店経営。1973 年札幌市東区（株）武居（衣料品）店長、1978 年コンシュー
マーズマートニシムラ（スーパー）店長。1989 年パルム協同組合設立理事長。1990 年より（株）パルムいのうえ代表取締役。
地域においては、2003 年より北栄連合町内会副会長。2005 年より新道東町内会会長。 

1972 年大阪府生まれ。神戸にて看護師として勤務後、北海道医療大学にて社会福祉を学び社会福祉士・精神保健福祉士
取得。札幌市内精神科病院ソーシャルワーカーを経て、2003 年社会福祉法人さっぽろひかり福祉会開設時より勤務し、2017
年より常務理事・統括事業管理者。全国きょうされん北海道支部事務局長。北海道医療大学後援会理事。札幌東徳洲会病
院倫理委員。 

企業名           役職        氏名             

★ゲスト★企業名          役職      氏名           

2019 年 10 月 1 日 

東地区会 

会長 谷越 律夫 

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 10 月例会 



 

（一社）北海道中小企業家同友会  札幌支部 

西・手稲地区会 １０月例会 
 

2 0 1 9 年 1 0 月 2 日 

会 長   西 田   宙 文 

いまさら人には聞けない？！ 

軽減税率のルールと線引き 

西・手稲地区会の 10月例会は「軽減税率」について学びます。10月から消費税率が 10％に上がるの

と同時に導入された軽減税率。軽減の対象になる品目の境目もあいまいなもので、正しい理解がなけれ

ば日常の業務にも差し支えが出てきてしまいます。導入からちょうど１か月たったこのタイミングで軽減

税率について情報交換をしましょう。会員の皆様はもちろん、社員の方の参加もお待ちしております！ 

 
【報告者】 

税理士法人 TAP  代表社員  内田 勇介 氏 

≪報告者プロフィール≫ 

東京都調布市出身、慶應義塾大学文学部卒。東京の大手監査法人にて上場会社の会

計監査業務に従事した後、２００８年に奥様の出身地である北海道に移住。十勝本

別町の税理士事務所で会計税務実務を経験。２０１３年に税理士法人を設立し代表

社員に就任。 

 

  

【会場】 

【参加費】 

【日時】 １０月30 日 （水） 

18：30～20：30 
 
生涯学習センター ちえりあ 
（札幌市西区宮の沢 1条１−１−１０） 

１500円（会場費・事務経費として） 

例会終了後に懇親会を開催いたしま

す！併せてご予定ください！ 

いただきコッコちゃん 

【会場】 

（札幌市西区発寒 6条 9丁目1−10 

ペルル宮の沢１F） 

【会費】 

3500円 

10/30  西・手稲地区会 10 月例会出欠回答用紙（締切：10/25） 

□例会に参加します⇒□懇親会も参加 

□例会欠席します 

※車でお越しの方は西友宮の沢店と共用の駐車場を

ご利用ください。 

【企業名】                        【役職】                【氏名】 

▼FAX：011-702-9573 ※お問い合わせは 011-702-3000 

 （担当：高橋）まで。 

（同友会とかち支部 会員） 



 

本年 10 月から、ついに消費税が 10%に増税されました。増税に伴う軽減税率を公平・公正に適応

するため、現在の請求書保存方式ではなく、適格請求書等保存方式いわゆる「インボイス制度」が

この先採用されることが決定しています。 

インボイスを導入するにはどうすれば良いか？そもそも自分の会社に必要な制度なの？様々な疑問

を同友会の専門家に聞いて解決しましょう！曖昧なままに放っておくと、いざという時に苦労するの

はあなたです！ 

 

日 時：10 月23 日 (水) 18：30～20：00 

会 場： すみかわ地区センター（南区澄川４条４丁目４−４０） 

参加費：★同友会にまだ入会していない方は 無料 です！★ 

＜例会＞500 円（会場費等として） ＜懇親会＞3,500 円（飲食費として） 

懇親会会場：タコ焼き×鉄板焼き Bar Ta KOHAKU ※新会員さんのお店です！ 

（澄川４条２丁目２番１８号佐藤ビル１Ｆ） 

締 切：10 月 21 日 12：00 まで 締切日以降はキャンセル料が発生します 

南地区会 10月例会出欠回答（10/23） 

□ 出席します（□例会 □懇親会）   □ 欠席します 
 

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：大宮 ℡011-702-3000） 

 2019 年 10 月 3 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 011-702-3000 FAX 011-702-9573 

南地区会 10月例会 
 

＜スケジュール＞ 

18:30 開会、挨拶 

18:35 講演（60 分） 

19:35 質疑応答 

20:00 閉会 

20:30 懇親会 

【報告者】  山美幹生税理士事務所 所長 山美 幹生 氏 

昭和 34 年 2 月 5 日生まれ、平成 16 年 8 月事務所開設。税務会計指導、決算業務、財務分析、黒字

化支援、経営指導、事業承継対策、相続税対策などを、100 社を超える顧客先企業へ提供している。 



！ 

 
北地区会 10 ⽉例会(10/25)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) 

対 象／まだ会員ではない経営者の方 

特 典／紹介者と一緒に例会・懇親会に参加すると…参加費が無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※締切以降のキャンセルは全額申し受けます。 

 ご了承ください。 

参加費 4,000 円 

びっくりドンキーでおなじみの(株)アレフより庄司常務をお迎えします。 
創業者を⽗に持つご⾃⾝のお話や、新事業・新商品開発のアイディアはどのように⽣まれるのか、
これからの戦略など余すことなくお話いただきます。 

懇親会 

会場 

2019 年 9 月 13 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 

TEL 011-702-3000 

北地区会会長 佐々木 和秀 

担当幹事：小野、大和、坪、原 

例会 

会場 

【講師】 

 株式会社アレフ 常務取締役 庄司 開作 氏 

北地区会 10 月例会 

参加費 1,000 円 
(会場費、事務経費として) 

★10 ⽉ 18 ⽇(⾦)までにご回答ください 

香香厨房 パセオ店 
(北区北 6 条西 2 パセオイースト 1F(JR 高架下) 

 ℡011-213-5571) 

ワンゲストキャンペーン実施中！お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

札幌エルプラザ 4 階 大研修室 
(北区北 8 条西 3 丁目) 

＜講師略歴＞1977 年岩手県盛岡市生まれ、1995 年株式会社アレフ入社。 

2009 年よりえこりん村株式会社代表取締役、株式会社アレフ取締役。 

開催 

日時 

例    会 18:30 ～ 20:30 
懇 親 会 20:45 ～ 22:15 10/25(金) 

＜会社概要＞1976 年設立、ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」やイタリアンレストラン 

「ペペサーレ」など全国 339 店舗を展開。資本金 1 億円、従業員 3,632 名。 



 
 
 
 
 

 
2019 年 9月 17 日 

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 会長 佐々木ひとみ 

℡（011）702-3000 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
           

      ◆日 時：10 月２1 日（月） 1８:00集合 １８:30スタート     

      ◆場 所：ラウンドワン 札幌すすきの店 
           （札幌市中央区南５条西３丁目６−１ ℡520-1022） 
 
        ◆懇親会：グランド居酒屋富士    ℡511-7131 
            （札幌市中央区南５条西４丁目 富士会館ビル） 
 

      ◆会 費：6,000 円 （※ボウリングプレー代、靴代、賞品代、懇親会費） 

                 ※ 懇親会のみ参加の場合 3,500 円 

               （2,500円ボウリング・靴・賞品代、3,500円懇親会費お店の領収書） 

 

 

 

 

 
 

            

※ 申込締切 10/16（水）まで  
 

 

－－－－－－－－－－ 白石・厚別地区会 10 月例会（10/21） 出欠回答 －－－－－－－－－－ 

 
                  

レッツ! ボウリング！ 

さわやかな汗をかき、親睦を深めましょう 
 

久しぶりの方も・新会員さんも・ゲストの方も一緒に・・・ 

＜当日 の流れ＞  

18：00   会場集合 

18：30   ボウリング大会(2ゲーム) 
19：30   終了後移動 

19：50  懇親会・結果発表 
22：00  終了  

 
 

(一社)北海道中小企業家同友会 

札幌支部 白石・厚別地区会 

10 月例会のご案内 

□ 参加します 

□ボウリング 

   □懇親会 

□ 欠席します 

企業名             

お役職             

お名前             

▼FAX：011-702-9573 

協賛品は数

量を問いま

せん。多けれ

ば多いほど

大歓迎！！ 

お申込み

はお早め

に！ 



 

 
 

 

  

2 0 1 9 年 ９ 月 1 0 日 

会 長   手 塚   玄 

〖 開催協力 〗 
北海道警察  サイバーセキュリティ対策本部 

〖開催日時〗 

10月29日 （火）  18：30～20：30 

豊平・清田地区 10 月例会では、北海道警察のサイバーセキュリティ対策本部の方にお越しいただき、ネッ

トで身近にある脅威とすぐにできる対策例を講演いただきます。また、実際に PCにマルウェアが感染したと

きの挙動について、加害者側 PC、被害者側 PCの画面を見られるデモンストレーションも実施いたします。 

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております！ 

 10/29   豊平・清田地区会 10 月例会 出欠回答（〆10/25） 

〖開催場所〗 

白石区民センター 視聴覚室 
（札幌市白石区南郷通１南８−１） 

※駐車場は白石区複合庁舎の立体駐車場を 

ご利用ください 

〖参加費〗 

1000円（会場費・事務経費として） 

 

〖タイムスケジュール〗 

 
18：30  開会挨拶（手塚会長より） 

 

18：35  講演・デモンストレーション 
（北海道警察 サイバーセキュリティ対策本部） 

 

20：05  グループディスカッション 

 

20：20  まとめ・連絡事項など 

 

20：30  閉会 

□出席          □欠席 

【企業名】                      【役職】               【氏名】                     

≪お問い合わせ先≫ 

Tel ：011-702-3000(担当 高橋まで) 

Mail：k-takahashi@hokkaido.doyu.jp 

FAX返送先：011-702-9573 



 
 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

最近、メディアでもよく取り上げられるようになった SDGs。「2030年までに
世界中の 17 の問題にゴールを設定して解決しよう」と打ち出している目標で、
2015年 9月に国連で採択されました。その基本コンセプトは、「誰一人取り残さ
ない」。 
今回行うカードゲーム「2030 SDGs」は、NYの国連本部でも行われた実績の

あるワークショップです。「なぜ SDGsが私たちの世界に必要なのか」そして「そ
れがあることによってどんな変化や可能性があるのか」を体験的に理解します。来
年の東京オリンピック、2025年の大阪万博も SDGs に準拠して行われます。大
企業を中心に SDGs への対応が求められていますが、中小企業も決して他人事で
はありません。持続可能な社会を実現するための行動について考えてまいります。 

【テーマ】 ＳＤＧｓ体感ゲームワークショップ 

～誰ひとり取り残さないために～ 
 
講師； 

２０３０ＳＤＧｓ 公認ファシリテーター 高橋 優介 氏 

と き：１０月２１日（月）１７：００～２０：３０ 

会場：ベルクラシック リアン 平安閣（千歳市錦町 4丁目 9番地） 

会費：6,000円（懇親会費、事務経費ほか） 

    ※カードゲームと実践講座のみ参加の方は 500円 

 

 

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１０月例会のご案内 
 

 
千歳･恵庭･北広島･長沼地区会１０月例会（１０/２１）出欠回答 【締切 10/17】 

締切以降のキャンセルは全額申し受けます。 ご了承ください。 

 
□ 出席します →（□ 第 1部+第 2部 □ 第 1部のみ） ／  □ 欠席します 

 
会社名                          役職                     氏名                   

 

  

会社名                    お役職                  氏名                
 

返信先：FAX 011-702-9573(担当：松田) 

 
（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 
担 当 ： 千 歳 エ リ ア 
TEL:011-702-3411/FAX:011-702-9573 

【第 1 部】 
17:00 カードゲーム 2030SDGs体験 
18:00 中小企業のための SDGｓ実践講座 

【第 2 部】 

19:00 懇親会 

ワンゲストキャンペーン実施中！お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

対象： 

まだ会員ではない

企業で 11/22
までの入会が約
束されている方 
 

特典； 
例会・懇親会の 

参加無料！ 

必見！ 
ワンゲスト 

実施中 

 

 

入会確定のゲストは当日参加無料 この機会にお誘いをお願い致します！ 



会社名：           役職          氏名                

ゲストの参加もお待ちしています！ 

会社名：           役職          氏名               

 

江別地区会 10 月例会(10/18) 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部江別地区会 10月例会 

あなたは大丈夫？？ 
押さえるべき経営のポイント総点検！！ 

江別地区会 10 月例会は、中小企業経営者のあらゆる課題解決のサポート

に取り組む(有)スターダスト・マネジメントの坂口 雅文社長(豊平・清田

地区会員)をお招きします。中小企業診断士・ファイナンシャルプランナ

ーでもある坂口社長から、一見肩書からは難しそうな診断士や FP のこと

等をお話頂き、より身近に感じてもらいつつ自社の状況を点検します。ど

んな規模の事業者でも必聴の例会です！自社の点検の機会としてぜひご

予定下さい！ゲストの参加も歓迎です。特に小規模事業者の方はぜひお誘

いあわせの上、ご参加ください。 

※出欠のご回答は 10/16(水)18：00までに MyDoyuまたは FAX(011-702-9573)までお願い致します。 

□出席(□例会・□懇親会) ・ □欠席 
※出席されるところにチェックをお願いします！ 

 

お問い合わせ：北海道中小企業家同友会事務局 

担当/松田・鈴木 ℡:011-702-3000 

 FAX 返信先:011-702-9573 

 会長 柏村 章夫 
委員長 前田 昭二 

【報告者】 

(有)スターダスト・マネジメント 

     代表取締役 坂口 雅文 氏 
     (同友会札幌支部豊平・清田地区会会員) 
≪プロフィール≫ 
2002 年創業、事業承継前後の時期に当たる企業を中心に経営支援 
サービスを行っている。中長期的に中小企業が経営していく戦略を 
構築する支援を大事にし、企業の土台作りを経営者と共に行っている。 
中小企業診断士ではあるが、公的な仕事をす時間を抑え、中小企業の 
非常勤役員のような立ち位置で中長期的に経営支援サービスを行っている。 
 
と き：10/18（金）18：30～20：30 
ところ：野幌公民館研修室３号・4 号(江別市野幌町 13-6) 
参加費：1,000 円（会場代等として） 
 
※終了後、懇親会を開催致します！ 
ところ：ちゃがちゃが (江別市野幌町 57-15) 
会 費：4,000円 

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

≪タイムスケジュール≫ 
 

18：30 開会・報告 

19：50 グループ討論 

20：30 閉会 


