同友会これからの企画
月日

開始

12/15 19:00

裏面もご覧ください
会合

第17回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

会場

Zoom

(2020.12.1現在）

概要

テーマ;聞かせてください～皆さんのこと
ホスト;㈱ノースウイング 代表取締役 小林

敬章 氏

12/16 19:00 農業経営部会12月オンライン例会

同友会ホールA テーマ;十勝オーガニックベイビー物語
またはZoom
～農家がチャレンジするブランド経営～

札幌支部 コロナ禍突破連続企画
12/18 13:00 コロナ禍を生き抜く経営戦略！
（第6弾）第2回

Zoom

テーマ;コロナでも攻める！
報告者;㈱宇佐美商会 代表取締役

宇佐美

隆氏

12/21 18:30

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
12月例会

Zoom

テーマ;大望年会！ZOOMによる
新たなコミュニケーションを体験しよう。

12/23 20:00

第18回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom

テーマ;働き方改革の本質と自社変化
ホスト;シオンテクノス㈱ 取締役部長

会合参加申し込み書
日時

村野

充氏

★同友会会員の方は、下記「連絡先℡」は省略可です。

会合名

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

（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部

農業経営部会

2020 年 11 月 2 日
（一社）北海道中小企業家同友会
札幌支部農業経営部会 部会長 雉子谷 忠

12 月オンライン例会のご案内

十勝オーガニックベイビー物語
～農家がチャレンジするブランド経営～
(株)折笠農場/(有)ベルセゾンファーム

〜

代表取締役

折笠

健

氏

（とかち支部）

講師プロフィール】1968 年、北海道幕別町生まれで、十勝の開拓農業者の
4 代目。奇跡のリンゴで有名な木村さんの取り組みに共感し、自然栽培を中
心とする有機農業を開始。安定した経営のために慣行栽培で十分な収益を
得ることを大原則としつつ、経営余力の範囲で馬鈴薯・大豆・トマト・マス
タードシードなどの有機農産物を生産。大学に協力して育種や北海道農業
に適した品種選定をするなど、農業に関連する様々な領域に深い知見を有
している。

始まりは、娘が生まれたときでした。私は食料を生産しているけれども、娘に安心で安全な食べ
物を与えられないのが本当に悔しかった。それから有機栽培農産物を作りはじめ、今では 20ha
以上の農地で生産しています。日本国内で有機農産物は少しづつ増えていますが、有機調味料に
ついては海外産のものばかりで、とても悔しく恥ずかしく思っていました。そこで、私は決心を
して 2020 年 2 月に有機 JAS 認証加工食品工場を建設。これから加工食品の製造販売を開始する
にあたり、デザイナーとともにブランド構築の取り組みを進めています。
国産の有機 JAS 認証食品をもっと増やし、最終的にはベビーフードを創ることを目標とし、オー
ガニックベイビーが日本各地で成長していく未来を、私は夢見ています。そんな私の取り組みを
応援してください。
※本例会は同友会とかち支部から中継で行う例会となります。
当日タイムスケジュール
19：00
19：05
20：15
20：30

農業経営部会 12 月例会（12/16）
□ZOOM で参加します
会社名
▼お問合わせは同友会事務局まで

出欠回答

□会場で参加します
役職

TEL：011-702-3000

部会長挨拶
例会開始
質疑応答
例会終了（予定）

（申込締切 12/15）

□欠席します
氏名

▼FAX：011-702-9573

＝＝札幌支部 コロナ禍突破連続企画＝＝

コロナ禍を生き抜く
経営戦略！（第 6 弾）

2020 年 11 月 16 日
（一社）北海道中小企業家同友会
札幌支部
TEL 011-702-3000
支部長 宇佐美 隆

コロナ禍をどのように突破するか。会員企業の知恵と、リアルな実践から学びます！

「コロナで変わる採用戦略」
【報告者】
第
１
回

リージョンズ（株）代表取締役 高岡 幸生

氏（中央西地区会）

＜概要＞地方への転職を支援したいという思いから 2008 年に設立。地域密着型転職・キャリア支援サ
ービス、転職支援サイト「リージョナルキャリア」の運営を手がけている。経営理念は「全社員の物
心両面の幸福を追求するとともに人と企業の永続的な成長に貢献する」

●と き：１２月９日（水）13:00～14:00
●ところ：Zoom にて配信

●参加費：無料

「コロナでも攻める！」
【報告者】（株）宇佐美商会 代表取締役
第
２
回

宇佐美 隆

氏（中央西地区会）

＜概要＞1962 年設立。鋼構造物を対象とした表面処理、塗装および金属溶射を中心に、工場部門
と工事部門の 2 部門体制でその地域的特性である積雪寒冷地に対応した防錆事業を展開
している。同友会札幌支部では 2015 年より幹事長、2016 年からは支部長を務めている。

●と き：１２月１８日（金）13:00～14:00
●ところ：Zoom にて配信

●参加費：無料

札幌支部コロナ禍突破連続企画(12/9、12/18) 参加申込書

参加します（Zoom)
→ □第 1 回（12/9）

※下記にチェックをお願いします。

□第 2 回（12/18）

※お申込みいただいた方に、Zoom の招待メールをお送りいたします。

会社名

お役職

氏名

▼FAX 返信先 011-702-9573

(担当：中村)

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月例会のご案内
（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
本
村
信
人
担
当
：
千
歳
エ
リ
ア
TEL:011-702-3000/FAX:011-702-9573

【テーマ】

大望年会！ZOOM による
新たなコミュニケーションを体験しよう
冬を迎え、新型コロナウィルスの感染者が急増しています。全道各地でクラスターなどが発
生し、楽観できない情勢となっています。そこで、今年度の地区会望年会は、会員各自それぞ
れの環境、またはお近くの会員同士４名以内のグループにて WEB 参加していただきます。
参加者の皆さんには、WEB の機能を最大限に活かした設えにて、WEB の新たな可能性を感
じていただきます。

と き：

【タイムスケジュール】

１２月２１日（月）１８：３０～２０：３０

会場：各自の環境で

18:00 ZOOM オープン
18:30 開会、会長挨拶
18:35 乾杯
歓談タイム
20:30 閉会

ZOOM 個人参加 または

グループで ZOOM 参加（1 グループは 4 名以内）
会費：実費（飲食は各自でお手配ください）

コロナ感染拡大予防のため、
グループでご参加の場合はマスクの着用や
手指の消毒などにご協力下さい。
体調がすぐれない方の対面参加はお控え下さい。

千歳･恵庭･北広島･長沼地区会１２月例会（１２/２１）出欠回答
□ 参加します

会社名

【締切 12/17】

□ 欠席します

役職

氏名

役職

氏名

＜ゲスト＞
会社名

返信先：FAX

011-702-9573(担当：松田)

