
 

2020 年 

2 月の例会 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部



同友会これからの企画 (2020.2.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

2/3 17:00 中央西地区会交遊会
手打ち蕎麦たい
せつ

テーマ;誰でもできます！共同作業で蕎麦打ち体験！

2/4 19:00
第1期・第2期Eternal meeting
合同新年会

ラ　コパン .

2/5 12:00 2月中央北地区会Lunch
Stampede’s
Café

.

2/5 18:30
東地区会第12期 学びすとｅ倶楽部
第8回例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室

 テーマ;マナーについて考える
 講　師;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

2/7 13:30
共同求人委員会
内定者フォローアップ研修会

かでる2.7
テーマ;～社会人基礎力向上！～
　　　・報連相って？
　　　・会社プレゼン～自社理解を先輩と一緒に深めよう～

2/7 14:00 第68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

2/8 9:30 第68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
白石・厚別地区会2月例会
（次世代の星の会第9回例会）

デ・アウネさっ
ぽろ会議室

 テーマ;幹部と共に学び・体験する
 　　　～チーム力を高める体を動かしたゲーム～

 報告者;㈱健美創　代表取締役社長　菊地　孝明 氏

2/12 18:00 HoPE2月例会
北海道総合研究
プラザ セミナー
室

テーマ;大学生による「デモーラ北海道」の取り組み
  　　～中小企業へ30年間の発展的持続構想を提案！～
講　師;提案した大学生＋㈱北翔  代表取締役 清水　誓幸 氏

2/13 18:00 第68期同友会大学第6講 同友会事務局
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

2/17 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
2月例会

和洋ダイニング
ゆきあかり

  テーマ;ＲＰＡで実現！～社員が輝く会社作り～
報告者;RPACommunity

 　　　コミュニティプロデューサー　松岡　光隆 氏
　　　RPACommunity　Λ（らむだ） 氏

2/17 18:30 中央北地区会経営基礎講座（第2回） 同友会事務局
テーマ;よい会社とそうでない会社の決算書の違い

 講　師;㈱シンクシステムズ　会長　小椋　俊秀 氏

2/18 18:30 江別地区会2月例会 野幌公民館

 テーマ;わが社の過去・現在、そして未来へ！
 　　　～自社を見直し、ビジョンを語ろう～

 報告者;雉子谷食品㈱　取締役　雉子谷　忠 氏
 報告者;クリーンハウス㈱　部長　貴下　樹洋 氏

2/18 18:30
白石・厚別地区会
実践！情報セキュリティ勉強会
（第10回）

デ・アウネさっ
ぽろ会議室

.

2/18 18:30 中央東地区会2月例会
ホテルノースシ
ティ

 テーマ;北海道が引き寄せた「木の城」復活と伝統工法　
 講　師;㈱木の城たいせつ一級建築士事務所

 　　　代表取締役社長　吉村　直巳 氏

2/19 18:30
新会員オリエンテーション＆
Eternal meeting

札幌第一ホテル .

2/20 18:30 中央西地区会2月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室

テーマ;え、私でも出来ちゃった！CG体験例会
  報告者;佐々曲堀㈱　代表取締役　佐々木　嘉久 氏

2/20 18:30 豊平・清田地区会2月例会
つけしゃぶ さと
う本店

テーマ;イヤイヤが減って、職場が輝く
　　　みんなが「最高！」って言える職場がいいよね
講　師;㈱リペアサービス  代表取締役　富田　訓司 氏
　　　須藤建設㈱　取締役札幌支店長　須藤　隆 氏

2/20 18:30
共同求人委員会＆経営指針委員会
実践セミナー

かでる2.7
テーマ;危機を乗り越えた人を生かす経営実践
報告者;㈱サンフォート　代表取締役　山城　真一 氏
　　　　　　　　（徳島同友会代表理事・中同協副会長）

裏面もご覧ください



2/20 18:00 第68期同友会大学第7講 同友会事務局
テーマ;中小企業憲章と中小企業振興基本条例
講　師;北海道中小企業家同友会　代表理事   守　 和彦 氏

2/21 13:30
障がい者問題委員会
オープン施設見学例会
【定員に達した為、締切りました】

こころのリカバ
リー総合支援セ
ンター

テーマ;精神障がい者の職場雇用のために
　　　～精神科医から聞く！～
講　師;公益財団法人北海道精神保健推進協会
　　　こころのリカバリー総合支援センター
　　　理事長　阿部　幸弘 氏

2/25 14:00
経営厚生労働委員会
民法改正セミナー

同友会事務局

 テーマ;今の契約書は大丈夫！？知って得する民法改正！！
  講　師;のぞみ・ひかり法律事務所　弁護士　古山　忠 氏
　　　弁護士法人札幌英和法律事務所
　　　　　　　　　　　　　　 　弁護士　田中　康道 氏

2/25 18:30 中央南地区会2月例会
コンチネンタル
ビル

 テーマ1;心から感謝される仕事を目標に。
  講　師;北海葬祭㈱　代表取締役会長　松井　髙志 氏
テーマ2;破れかぶれの人生を歩く、明日はどっちだ。
講　師;北電力設備工事㈱　専務取締役　伏木　康 氏

2/25 18:30 東地区会2月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室

テーマ;経営指針フォーラム
　　　～聞いてみよう！経営指針研究会 生の声～
パネラー;クレアル工業㈱　代表取締役　柳下　真人 氏
　　　　㈱ホクエイ　代表取締役　佐々木　隆二 氏
　　　　クオリ㈱　代表取締役　井村　正太郎 氏
コーディネーター;㈱ケルプ研究所
　　　　　　　　　　代表取締役　福士　宗光 氏

2/26 18:00 西・手稲地区会2月例会 西区民センター

テーマ;戦わない市場をつくる！
　　　～ブルーオーシャン戦略とは～
話題提供者;安藤行政事務所
　　　　　　   　 　　代表取締役所長　安藤　壽建 氏
実践報告者;幡本印刷㈱　代表取締役社長　加藤　景 氏

2/26 18:00 農業経営部会2月例会 同友会事務局
 テーマ;農業女子が語る農業！日常・これから！！

  報告者;リンクス　代表　内山　佳奈 氏 
 報告者;リンクス　倉田　真奈美 氏

2/27 18:30 女性経営者部会2月例会 かでる2.7

 テーマ;車イス建築士の目線から見えるもの
 　　　あなたの「思い込み」が大きく変わる

  報告者;ユニバーサルデザイン㈲環工房
 　　　代表取締役　牧野　准子 氏

2/27 18:30 中央北地区会2月例会 同友会事務局 .

2/27 18:00 第68期同友会大学第8講 同友会事務局
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

2/28 15:00

共育委員会
入社一年目フォローアップ研修会
（社外同期プロジェクトLacラボ.
　第6講）

デ・アウネさっ
ぽろ会議室

テーマ;プレゼンの基礎知識と実践！
　　　～自分を正しく伝える～
講　師;マイコーチングオフィス　代表　中村　舞 氏

2/28 18:30 起望峰2月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室

テーマ;元「帝国データバンク」社員が教える信用調査
報告者;㈱三立バックボーンオフィス
          取締役統括部長　小鍛冶　寛 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



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 

2019 年 12 月 26 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 

 
2 月例会は、木の城たいせつ 一級建築士事務所代表取締役社長の吉

村直巳氏にご講演頂きます。木の城たいせつでは 2007 年に経営破た

んしてしまったがその後復活し、今では特殊な機械加工技術の「神社工

法」を活かした神社仏閣再建プロジェクトをてがけられています。 

2018 年中央東地区チャリティオークションと募金を寄付した「厚真神

社」の改修工事を「木の城たいせつ」で建設予定。 

大変貴重な機会ですので是非ともご予定ください。 

多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

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/増田 TEL：011-702-3000 

Mail：y-masuda@hokkaido.doyu.jp（増田） FAX 返信先:011-702-9573 

□出席(□講演・懇親会両方 □講演のみ □懇親会のみ)  ・ □欠席 

 

参加申込書(2/18) 中央東地区会 2 月例会 締切 2/10 

 

講師プロフィール  

名 前  吉村直巳  
所 属  株式会社木の城たいせつ 一級建築士事務所  
       代表取締役社長 
生年月日  1982年 3月 24日（37才）  
学歴   
清風高校  
Hawaii Pacific University Accounting major grad  
最終学歴  
  Keio Business School (MBA) 修士  
            平成 22年卒 専門分野   経営学  
業務履歴  
2005年～2006年  株式会社 創建 広報部   
2006年～2008年  

ウェルネットインターナショナル Thought Equity 日本支社  

石原慎太郎選挙事務所出向  

2008年～2010年  株式会社 創建 東京支店 広報部  
2010年～現在    木の城たいせつ 一級建築士事務所   
研究歴   
2008年  Keio Business School   

         消費者行動論 住宅購入者の消費動向 

  

当日スケジュール(予定) 

18：00～ 受付       20：00～ 懇親会 

18：30～ 例会開始   21：30  終了 

18：45～ 講演  

mailto:y-masuda@hokkaido.doyu.jp


2020年 1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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------中央西地区会 2月例会（2/20)   回答締切：2 月 14 日（金）-------------- 

□出席します（□例会のみ出席 □例会・懇親会出席 □PC持参） □欠席します 

会社名                   役職        氏名          

会社名                   役職        氏名          

 

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： 2 / 20（木）  
18:30～20:30 

ところ：デ・アウネさっぽろビル 2F会議室 205AB 

(札幌市東区北 6条東 4丁目 1番地 7) 

参加費：500 円（会場費ほか） 

＜懇親会＞ 21：00～ 

ところ：いっしん IZAKAYA 其の弐 北 2 条店 

(札幌市中央区北２条西４丁目 北海道ビルヂング地下 1Ｆ) 

参加費：4,000 円（飲食費として） 

＜報告者プロフィール＞ 

佐々曲堀代表取締役 

兼モーションキャプチャアドバイザー。 

大学時代からモーションキャプチャに携わり 15年。 

モーションキャプチャスタジオ、ゲーム会社 

アニメ会社を渡り、数々の映像案件に参加。 

(主な参加案件は、プリキュアシリーズ等） 

最近は、お手軽にモーションキャプチャを体験出来る 

ソフトやキャプチャデータの編集方法を模索中。 

佐々曲堀株式会社 

代表取締役 

佐々木 嘉久 氏 

報告者 

めっちゃ楽しく CG を学ぼう！マウスだけで出来るよ！！自社の PR に使えるかも？ 

Windows のノート PC を持ってくると実際に制作体験できる！是非持ってきてね。 



 

2020 年 2 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 越智、小泉、伏木） 

 

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

～コンセプト～ 
経営者の生き様から学ぶ。 

経営者は決断の時、何を想い、どのように決断したのか。 
 

 

コンチネンタルビル４F 

中央区南 1条西 11丁目 1番地 
 

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 
2/25（火） 

参加費 1,500円（弁当・会場費など） 

出席/欠席の回答、キャンセル締切は2/21(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 2月例会（2/25）参加申込 

同友会事務局担当者：内田  ▼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！ 

                                     

 

テーマ 1 

中央南地区会 2 月例会のご案内 

報告者 

心から感謝される仕事を目標に。 

北電力設備工事株式会社 

専務取締役   伏木 康 氏 

同友会歴 45 年企業、1960 年 2 月設立。2006 年 7 月より参加。 

2016～2017 年度地区会長。昭和 37 年生まれ。従業員 70 名。 
電気工事、通信工事、ロードヒーティング。 

 

会 場 

報告者 

同友会歴 43 年企業、1937 年 2 月設立。2007 年 11 月より参加。 

地区会長２期目。昭和 32 年生まれ。葬祭業・慶弔生花。 
北海斎場・ていね北海斎場・札幌中央斎場を運営。 

                                       
 
 

テーマ 2 破れかぶれの人生を歩く、明日はどっちだ。 
 

北海葬祭株式会社 

代表取締役会長  松井 髙志 氏 



と  き：２月２７日（木）18:30～21:00 

ところ：デ・アウネさっぽろビル 2 階 203 号室 

（札幌市東区北６条東４丁目１番地７ ） 

参加費：500 円  

懇親会：参加費 4,000 円 会場：島人の宝（札幌市東区北７条東３-1） 

 

中央北地区会２月例会のご案内 

～日々の決断と実践が未来の会社をつくる～ 
2020年 1月 15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 

担当：大野頌・松尾光雄 

 

2月例会では、工藤商事の工藤英人社長にお話いただきます。工藤社長は以前に経営の失敗

を経験。その後、サラリーマンとして働く中、経営の意欲は尽きず独立します。中古トラック

一台でのスタートでした。同友会に入会後、理想の会社づくりを求めて経営指針研究会で経営

指針を成文化。「社員の豊かさ、幸せ」を経営理念に掲げ、多くの葛藤や苦労を乗り越えなが

ら、実践を積み重ねながら会社の基盤を築き上げてきました。 

運賃アップや、評価基準制度の導入など、社員の育成、収益改善のために取り組まれてきた

工藤社長の経営実践から学んでまいります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 
 

 

【報告者】（株）工藤商事 代表取締役 工藤 英人 氏 

(札幌支部経営指針委員会委員長、白石・厚別地区会会員) 

【会社概要】 

◆設立：2000年 4月、資本金：470万円、従業員数：25名  

◆所在地：栗山町 ◆事業内容：運送業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

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

中央北地区会 2月例会（2/27） 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(011-702-3000)  ▼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２月例会（２/25）出欠回答  （申込締切 2/19（水）） 
 

□ 出席します   □ 欠席します 

経営指針成文化と実践運動の札幌支部における中心的活動のひとつが経営指針研究会。現在１6 期が活動中です。 

同友会運動の根幹とも言われる活動ですが、実際どんなことをしているのか、一年間の受講で何が変わるのか。16 期研究

会に東地区会から参加されている 3 人の受講中の生の声をパネルディスカッションでお届けします。 

日 時：２月25 日 (火) 18：30～20：30 

場 所：卸センター会議室 102A ※新しいビルの１階です 

 (東区北６条東４丁目１番地７ デ・アウネさっぽろビル１階) 

 駐車場がまだ整備されていないため、近隣のパーキングをご使用下さい。 

参加費：500円(会場費、事務経費他)   申込締切：2月19日（水） 

＜タイムスケジュール＞ 

18:30 開会 

18:35 パネルディスカッション 

19:55  質疑応答 

20:15  まとめ 

20:30  閉会 

2020 年 1 月 15 日 

東地区会 

会長 谷越 律夫 

土木と建築の二本柱で安定した業績を上げる専門工事業。創業者。 

暖房周りの金物製造のトップシェア企業。M&A により新生銀行から出向。 

ギフト、北海道産直品のネット通販。2 代目経営者。 

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月例会 

札幌支部経営指針委員。研究会は８期修了。 

企業名           役職        氏名             

★ゲスト★企業名          役職      氏名           



 

 

 

 

 

2020年 1月吉日 

西・手稲地区会 会長  西田 宙文 

 西・手稲地区会 ２月例会は、ブルーオーシャン戦略について学びます。同業者間の競争が激化している中で、

ブルーオーシャン戦略を実践し新事業に挑戦を続ける幡本印刷（株）の加藤景氏の報告を通じて、企業経営の継続・

発展のためのヒントを探ります。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております！ 

【実践報告者】 

幡本印刷（株）   代表取締役社長  加藤 景 氏 

【話題提供者】 

安藤行政事務所 代表取締役所長  安藤 壽建 氏 

 

例会終了後に懇親会を開催いたします！ 

併せてご予定のほどよろしくお願いいたします！ 

 

※お問い合わせは事務局 高橋（011-702-3000）まで 

 

◆会場：炭火串焼 千鳥庵 

（西区琴似 1 条 5 丁目 1-25） 

◆会費：4,000 円（ご飲食代として） 

※申込締切を過ぎてのキャンセルは会費全額申

し受けることがあります。ご了承くださいませ。 

2/26 西・手稲地区会 ２月例会出欠回答用紙（〆2/20） 

□出席（懇親会：□出席  □欠席） □欠席 

【企業名】                       【役職】                【氏名】                              

【企業名】                       【役職】                【氏名】                              

ゲスト 



白石・厚別地区会 次星会との合同 2月例会(2/12)出欠回答 
 
  

    □ 出席します → □軽食希望  □懇親会希望      □ 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：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 

次世代の星の会で共に学ぶ2月例会ご案内 

 

2020 年 1 月 10 日  白石・厚別地区会会長 佐々木 ひとみ 

白石・厚別地区会が企画運営する「次世代の星の会」は会員企業の
幹部社員育成を目指して 2003年にスタート、今年で 16 期目を
迎えます。 
今年は「自ら考え 人に伝え 自ら行動する人」をテーマとし、組
織の中核を担う社員へと成長することを目指しています。2月例会

は共に学び、共に考える機会として、次星会 9 回例会を一緒に受
講し、グループディスカッションを行います。この機会に次星会に
と考えている社員さんと一緒に参加しませんか。 

■と き 2 月12 日(水)  18:00～21:00 

■ところ デ・アウネさっぽろ 2 階 205AB  (札幌市東区北 6 東 4-1-7) 

■参加費 500 円(会場費・事務経費) 軽食（おにぎりセット）希望の方は 1,500 円  

     終了後、懇親会を予定しております。希望の方は回答にチェックをお願いします。 

【報告者】 18：00～19：00 

「行動できる体づくり」  
(株)健美創（けんびそう） 

   代表取締役社長   菊地 孝明 氏 
 

【グループディスカッション】 19：10～20：10 
   
【ディスカッション報告とまとめ】 20：15～20：50 

 

 

 

 

 

第二部 懇親会 

老若男女問わず、交流しましょう！ 

 
//会社概要・講師プロフィール// 
 

創業 10 年でスポーツクラブやリラ
クゼーション施設など７事業、全国
24 店舗、海外１店舗を展開しており
ます。 

菊地氏は大学院で学ぶ傍ら夏冬オ
リンピック、パラリンピックのトレ
ーナーとして活動。ラジオのパーソ
ナリティーとしても活動中。 

 

 

▼お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

申込〆切；2/7（金） 

★2月 7日(金)までにご回答ください 

動きやすい服

装でお越しくだ
さい！ 



豊平・清田地区会２月例会は、いまや企業の社会的責任とも言える「働き方改革」
「働き方改革=残業減らす」は正解なのでしょうか?
働き方改革で目標にすべきは、社員一人一人が主体的に働ける職場なのではないでしょうか。
「働く人改革」で、イキイキ輝く職場に変える！「主体性を育む職場作り」を目指した取組みを報告します。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております！

２ 月 ２ ０ 日 ( 木 )

18 ： 30～ 20 ： 00

1500円

※お問い合わせは事務局高橋
（011-702-3000）まで。

2/20 豊平・清田地区会２月例会出欠回答用紙（〆2/12）

□参加（懇親会□参加□欠席） □欠席

▼FAX：011-702-9573

（会場費、事務経費として）

（株）リペアサービス 代表取締役 富田 訓司 氏

須藤建設（株） 取締役札幌支店長 須藤 隆 氏
【報告者】

（中央区南５条西５丁目 LC参番館 ２F）

※申込締切を過ぎての懇親会キャ

ンセルは会費全額を申し受けます。
予めご了承くださいませ。

中央東地区会
会員さんのお店です！

【企業名】 【役職】 【氏名】

≪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！≫

会 場： 例会会場に同じ

懇親会費：3500円

時 間：20：00～22：00

つけしゃぶ さとう 本店



「Mitz（みっつ）」のネーミングで活動。
ITコミュニティのプロデューサーとして
複数のITコミュニティを運営。
全国約4,000名のRPACommunityの発
起人であり、WEBメディアではライター
としてRPA関連記事も執筆。

製造業の会社に勤務し、RPAを活用して
業務効率化を推進している。
北海道にもっともっとRPAを広めることで
地元へ貢献したいと強く思って活動中。

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　会長　内山  亘理
共催：ＲＰＡCommunity苫小牧・千歳

令和２年２月例会

ＲＰＡで実現！
 ～社員が輝く会社作り～

2020

2/17月
18：30-20：30（18：00開場）
会　場　ゆきあかり　２階ホール
　　　　　　（千歳市幸町2丁目3-2 TEL0123-26-5061）

参加費　5,500円 （講演会のみ1,000円）

定　員　45名

□　参加します　（ □　講演会のみ ）
□　欠席します

【企業名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【役職・氏名】

申し込み締め切り／２月１３日（木）
MyDoyuまたはFAXにて申し込みください FAX送信先011-702-9573

２月例会では、パソコン上の事務作業をロボットが行う
「ＲＰＡ」について、実例をあげて解説します。
繰り返しの定型作業はロボットに任せて、人間本来の能力を
活かした、社員が幸せになる会社作りを考えます。

報告者：

松岡 光隆 氏
RPACommunity 主催
コミュニティプロデューサー

報告者：

Λ（らむだ） 氏
RPAの勉強会&LT会
RPACommunity札幌
RPACommunity苫小牧・千歳
                                                主催

講演会終了後、同会場にて懇親会を実施します。
コース料理と飲み放題をお楽しみください。
2月14日以降のキャンセルについては参加費全額申し受けます

※お問い合わせは同友会事務局松田（TEL011-702-3000）まで

和洋ダイニング

←講演会のみ参加される方はチェック願います



 
 

 

 

 

 

 

                            

  

 
 

 
 
 

2 0 2 0 年 1 月 2 1 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  柏 村  章 夫 
TEL:011-702-3000/FAX:011-702-9573 

江別地区会２月例会は、地区会員二名による報告例会です。会社の強みや弱み、今後の事業展開など 

お話を聞き、グループ討論では自社を見直し、ビジョンを考える機会にして参ります。 

「会合で良く顔を合わせるけど、どんな仕事をしているのだろう……」という声をよく聞きます。お互

いを良く知合い、学び合い、援け合う例会です、ぜひご参加下さい。また同友会にお誘いしたいゲスト

の参加も大歓迎です！ 

と き：２月１８日（火）１８：３０～２０：３０ 

会場：野幌公民館 2号室（江別市野幌町１３−６） 

会費：500円（会場代、事務経費ほか） 

     ※ 終了後懇親会を行います（ALES 4,000円） 

 

江別地区会 2 月例会（2／18）出欠回答 【締切 2/14】   
 

□ 出席します⇒（懇親会→ □ 出席   □ 欠席）    □ 欠席します 

 
会社名                          役職                     氏名                   

＜ゲスト＞ 

会社名                          役職                     氏名                   

 返信先：FAX 011-702-9573 

【タイムスケジュール】 
 

18:30 開会、会長挨拶 

18:35 報告 

19:15 グループ討論 

20:15 質問への回答 

20:30 閉会 

報告者； 

雉子谷食品（株） 

取締役 雉子谷 忠 氏 
業務内容： 

米穀雑穀集荷販売、肥料農薬農業資材販売 

報告者；

クリーンハウス（株） 

部長  貴下 樹洋 氏 

業務内容：  

温浴宿泊・介護・飲食・保育サービス事業 

 

【テーマ】  

   わが社の過去・現在、そして未来へ！ 

～自社を見直し、ビジョンを語ろう～ 

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２月例会のご案内 
 



2020年1月17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。今回は同友

会をうまく活用している、先輩経営者からその秘訣をお聞きします！ 

 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１９日（水）  

       18：30～20：00 【懇親会】20：00～ 

▼と こ ろ ： 札幌第一ホテル（中央区南7西1） 

▼参 加 費 ： 5,000円（懇親会費用として） 

★2019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＆Eternal meeting（2/19）参加申込書 

企業名    

お役職 お名前 

★2000社の経営者に相談できる会！ 

 （株）オルファン             朝倉 護  さん 
 

★地区会を楽しむ方法！ 

 （株）こがね北海道焼肉プライム 佐藤 直樹 さん 

【報告者】 



 

マクドナルドのフランチャイジーとして順調に成長してきたサンフォートは、

2014～2016 年次々と大きな困難が降りかかり、売り上げの 4 割が落ち込

む苦境に陥りました。経営理念のもと、共に育ち合うことや、ファンがいっぱいの

店舗づくり、徳島の発展や地域貢献を重視してきました。現在は「労使見解」

を社内で共有し、危機的状況を乗り越え V 字回復を果たしました。同友会

の学びを自社のみならず地域にも伝播させた山城氏の軌跡から、「人を生か

す経営」実践のヒントを学びます。 

【企業概要】】1990 年創業。資本金

1000 万円、年商 25 億 5000 万円。

従業員 37 名（男性：27 名、女性：

10 名）、パート・アルバイト 650 名 事

業内容はハンバーガーレストラン（マクドナ

ルドの経営）現在13店舗。 

山城氏は、高知生まれ、大阪の大学卒

業後マクドナルド本社に入社、34 歳での

れん分け制度を活用し独立、1998 年

同友会入会。 

危機を乗り越えた 

人を生かす経営実践 

共同求人＆経営指針 実践セミナー 

と き：2 月 20 日（木）18：30～21：00 

ところ：かでる 2・7  820 研修室（8 階） 
（札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 電話 011-204-5100） 

 

会 費：1,000 円 

（Jobway参加企業と第16 期経営指針研究生は無料） 
 

労
使
見
解
を 

グ
ロ
ー
バ
ル 

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に 

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 

-----------------共 同 求 人 ＆ 経 営 指 針 実 践 セ ミ ナ ー （2.20） 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 （📞011-702-3000） 

 

2019 年 12 月 13 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 

札幌支部共同求人委員会 

札幌支部経営指針委員会 

報告者 

株式会社サンフォート 
代表取締役 

山 城  真 一 氏 
(徳島同友会代表理事・ 

中同協副会長) 危
機
の
共
有 



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 

民法改正セミナーのご案内 
（同じ建物内ですが会場が変更になりました） 

 
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

経営厚生労働委員長  河瀬 恭弘 
事務局：011-702-3000 

 
 

  
 

2020年4月、120年ぶりに行われる民法改正を機に、あらためて民法について勉強するチャンスで

す！！同友会の気鋭の弁護士二人が、消滅時効、法定利率、売買・請負、保証、定型約款など

中小企業の経営に直接影響するテーマを中心にどこよりも分かりやすく解説します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

民 法 改 正 セミナー(2/25）  参 加 申 込 書   
  

貴社名                             氏名                   役職                

氏名                   役職               

▼ご返信は FAX：011-702-9573 まで  TEL：011-702-3000 

 

のぞみ・ひかり法律事務所 弁護士 古山 忠 氏 
中央大学法学部卒業、平成10年弁護士登録、佐々木泉顕法律事務所入所。 

平成15年8月ひかり法律事務所開設 

 

弁護士法人札幌英和法律事務所 弁護士 田中 康道 氏  
中央大学法学部法律学科卒業、平成19年弁護士登録。平成22年より現事務所に所属 

講師  

■日 時：２月２５日（火）１４:００～１６:００ 

■場 所：デ・アウネさっぽろビル 101 展示室  
(北 6 条東 4 丁目 1－17 デ・アウネさっぽろビル１階) 

※お車の方は、共同会館や周辺駐車場をご利用ください 

 

■参加費：1,000 円（会場費ほか）      出欠回答：2 月 20 日（木）締切 
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