
同友会これからの企画 (2021.2.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

2/2 18:30
札幌支部「人を生かす経営」連続企画
第1回

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;強い企業づくりを目指して
報告者;㈱ティーピーパック　代表取締役　池川　和人 氏

2/5 16:30
札幌支部経営厚生労働委員会
公開学習会【第3弾】

Zoom
テーマ;事業承継　はじめの一歩
報告者;㈱レストレイション　代表取締役　目黒　久美子 氏

2/5 18:30 後継者ゼミナール起望峰2月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室204

テーマ;業績低迷の中、カリスマ社長から引き継ぐ
　　　2代目のこれから
報告者;㈱ブランディア　営業部 係長　鈴木　 雄太 氏

2/5 18:00
第69期同友会大学公開講座パートⅠ
（オンライン講演）

デ・アウネさっ
ぽろ会議室102
またはZoom

テーマ;転換期の日本経済
　　　～コロナ大不況と中小企業～
講　師;京都大学　名誉教授　岡田　知弘 氏

2/9 13:00
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8弾）第1回

Zoom
テーマ;感染蔓延地域での事業継続
　　　～介護事業所からの報告～
報告者;社会福祉法人勤医協福祉会　理事長 太田　眞智子 氏

2/9 18:30
第21回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom
テーマ;コロナ　ビフォーアフター、そしてフューチャー
ホスト;㈱ケーアイジャパン　代表取締役　齋藤　雄一 氏

2/9 18:30
札幌支部「人を生かす経営」連続企画
第2回

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;働く環境づくりこそ 社員と話し合って
経営者報告;アイ・ティ・エス㈱
　　　　　代表取締役社長　河瀬　恭弘 氏
就業規則作成のポイント;
　　　　　社会保険労務士法人熊谷・八重﨑事務所
　　　　　社会保険労務士　八重﨑　聖子 氏

2/9 13:00 第69期同友会大学第5講
デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;中小企業は地域に根ざして生きる
講　師;環境開発工業㈱　営業部長　渡辺　隆志 氏

2/10 18:30 女性経営者部会2月例会 Zoom

テーマ;工務店の社長への道のりとこれからの経営ビジョン
報告者;㈱アシスト企画
　　　㈱アシストホーム
　　　㈱アシスト理研　取締役社長　柳　ゆかり 氏

2/10 18:30
白石・厚別地区会
次世代の星の会　オープンキャンパス

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;出来ないを出来るに
報告者;下村速配㈲　代表取締役　小林　宏幸 氏

2/10 18:00 HoPE2月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ;猿払村と北海道科学大学の地域連携の取り組み
報告テーマ①;北科大の地域連携事業
　　　　　　～猿払との事例を中心として～
報告者①;北海道科学大学 工学部・電気電子工学科教授
　　　　北方地域社会研究所所長　木村　尚仁 氏

報告テーマ;猿払村がこれまで取り組んで来た
　　　　　遠隔連携事例について
報告者②;猿払村地域交流課長・地域包括支援センター長
　　 　　　　　　　　　　　　　　山田　正俊 氏

2/12 16:00
札幌支部組織・企画委員会
経営者のための話し方講座（第2弾）

同友会ホールA
テーマ;心を揺さぶる話し方とは⁈～実践編～
講　師;はやしの企画　Hayashi`s Planning
　　　　　　　　　　　代表　林　正治 氏

2/12 16:30 西・手稲地区会2月例会
同友会ホールB
またはZoom

 テーマ;No Nomal時代に変わる
　　　「働き方・組織」の本質とは
報告者;㈱リポートサービス北海道
　　　代表取締役　西田　宙文 氏

裏面もご覧ください
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2/15 13:00
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8弾）第2回

Zoom
テーマ;コロナだからこそ濃密な人間関係をつくる！
報告者;㈱フィーリスト　代表取締役　吉野　俊文 氏

2/15 17:00
豊平・清田地区会
フードビジネスアソシエーション
2月合同例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室205

報告1;居酒屋から寿司宅配に大転換
　　　～コロナを生き残る飲食店の戦略～
　　　㈱SARUNOMAうぉんたな　社長　松森　拓 氏
報告2;補助金の活用
　　　合同会社はま田　社長　濱田　強 氏

2/15 18:00 南地区会2月例会 Zoom テーマ;コロナ禍を乗り切るオンライン交流会

2/16 18:30
札幌支部「人を生かす経営」連続企画
第3回

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テ ー マ;障がい者雇用が社風をはぐくむ
報告者;㈱リペアサービス　代表取締役　富田　訓司 氏

2/17 15:30
札幌支部経営厚生労働委員会
企業変革のための長期戦略！
健康経営セミナー

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;企業成長への一歩～健康投資で社内強化～
【第1部】「健康経営優良法人認定制度」について
報告者;経済産業省 北海道経済産業局　地域経済部
　　　健康・サービス産業課　ヘルスケア産業係長
　　　　　　　　　　　大津　崇輔 氏
【第2部】実践企業報告
　　　　「健康経営優良法人2020」認定企業
報告者;㈱玄米酵素　所長　澤井　徹 氏

2/17 16:00
札幌支部組織・企画委員会
経営者のための話し方講座（第2弾）

デ・アウネさっ
ぽろ会議室204

テーマ;心を揺さぶる話し方とは⁈～実践編～
講　師;はやしの企画　Hayashi`s Planning
　　　　　　　　　　　代表　林　正治 氏

2/17 18:00 中央南地区会2月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室202
またはZoom

テーマ;私の履歴書
報告者;㈱ハイブリッジ・ジャパン
　　　　　　　　　　　　代表取締役　高橋　秀一 氏
　　　㈱ドラゴンアロー　代表取締役　渡部　龍哉 氏

2/18 18:30 中央西地区会2月公募例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室205

テーマ;レバンガ北海道
　　　強さに左右されないクラブづくりの秘訣
報告者;㈱レバンガ北海道　代表取締役　横田　陽 氏

2/18 18:00 第69期同友会大学第6講
同友会ホール
AB

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

2/19 18:00 北地区会2月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;中小企業で業界シェア9割！
　　　そのヒミツをのぞいてみよう！
報告者;㈱レアックス　代表取締役社長　成田　昌幸 氏

2/22 18:30
札幌支部経営指針委員会
経営指針 実践セミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;激動の中 進化し続けるEVENTOSの挑戦
報告者;㈱EVENTOS　代表取締役　川中　英章 氏

2/24 13:00
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8弾）第3回

Zoom
テーマ;目利きの社員こそ命
　　　～創業100年、肉卸業の販売戦略～
報告者;丸大大金畜産㈱　代表取締役社長　大金　弘武 氏

2/24 18:30 東地区会2月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;経営者こそ夢を描け！
　　　～ぼくたち（わたしたち）の１０年ビジョン～
報告者;㈱テンズホーム　代表取締役　角　航兵 氏

2/24 18:30
白石・厚別地区会2月例会
元気ですか～！！
2021年新年例会！！

デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;久しぶりに顔合わせしましょう！＾＾
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2/24 18:30 江別地区会2月例会 Zoom

テーマ;BCP（事業継続計画）と 防災計画に活かす地質学
　　　～地域の成り立ち、性質・特徴を理解し
　　　　　　　　　　　　　　　　　自然災害に備える～
講　師;北海道総合地質学研究センター　野幌地質研究室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮下　純夫 氏

2/25 18:30 農業経営部会2月例会 ZOOM テーマ;ZOOM懇親会　農経ver

2/25 18:00 第69期同友会大学第7講
同友会ホール
AB

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

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
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札幌支部 人を生かす経営連続企画 参加申込書【申込〆；各開催日 2 日前】  

第 1回 2/2 第 2 回 2/9 第 3 回 2/16 

会場・Zooｍ 会場・Zooｍ 会場・Zooｍ 
 

会社名                       お役職               氏名               

メールアドレス                           

参加希望に
○をつけて
下さい 

▼FAX 返信先 011-702-9573 

自社の総合力を伸ばそう 

 

報 告 者 

時 間：全講 18：30～20：30 

会 場：Zoom または 同友会ホール(定員 30 名) 
(札幌市東区北 6 条東 4 丁目 1-7 デ・アウネさっぽろ 13 階) 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 支部長 宇佐美 隆    2021 年 1 月 8 日  TEL：011-702-3000 

参
加
無
料 

 

 

 

 

 

 

【第 1 回】人を生かす経営 【第 2 回】労働環境(就業規則) 

2 月 22 日(月) 

テーマ：激動の中進化し続ける EVENTOS の挑戦 

(株)EVENTOS 代表取締役 川中 英章 氏 

《経営者報告》 

【第 4 回】経営指針 実践セミナー 

（株）リペアサービス 

代表取締役 富田 訓司 氏 

《就業規則作成のポイント》 

※お申込みは実践セミナー案内よりお願いします 

【第 3 回】障がい者雇用 

2 月 16 日(火) 

テーマ：障がい者雇用が社風をはぐくむ 

業務内容：賃貸入居者向け 24 時間サービス 

Zoom 参加の場合、ご記入のアドレスに 

資料をお送りします。必ずご記入ください。 

※グループ討論および質疑応答のため 

マイク・カメラのご用意をお願いします。 

2 月 2 日(火) 

テーマ：強い企業づくりを目指して 

（株）ティーピーパック 

代表取締役 池川 和人 氏 

業務内容：包装資材、商品企画、パッケージ 

デザイン、包装関連機器の販売 

2 月 9 日(火) 

テーマ：働く環境づくりこそ 

社員と話し合って 

アイ・ティ・エス(株) 
代表取締役社長 河瀬 恭弘 氏 

業務内容：OA 機器販売、 

コンピュータシステム販売等 

業務内容：就業規則作成・見直し、 

社会保険・労務保険関係手続等 

社会保険労務士法人熊谷・八重﨑事務所 

社会保険労務士 八重﨑 聖子 氏 

 
コロナ禍の中、社員の⾃主性と創造性が発揮される全社⼀丸となった会社づくりが求められています。

同友会では 1975 年に確⽴し、労使の信頼関係こそ企業発展の原動⼒であるとする「労使⾒解」が、 
先達から脈々と引き継がれています。今回は同友会が⽬指す「⼈を⽣かす経営」の 3 分野の視点から 
学び、経営者としてのあるべき姿勢と強靭な経営体質づくりを考えます。 

「人を生かす経営」連続企画のご案内 
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札幌支部会員の皆様へ 

2020.10.20 
札幌支部経営厚生労働委員会 

委員長 佐藤文昭 

札幌支部経営厚生労働委員会 公開学習会予定表 

 

本委員会は今年度、①支部会員の皆様が経営・厚生・労働について学べる機会をつくる、②委員会の存在と活

動内容を知ってもらう、以上２点の目的で委員会内学習会を公開いたします。 

日程、テーマは以下の表の通りです。皆様のご参加お待ちしております。 

日程 テーマ・報告者 概要 

2月 5日(金) 

16:30～17:30 

 

Zoomのみ 

参加費無料 

【テーマ】 

「事業承継 はじめの一歩」 

 

【報告者】 

(株)レストレイション 代表取締役 

目黒久美子氏 （副委員長） 

事業承継はどうして必要なのか、どのよう

にするのか。多様な選択肢がある中、適

切な選択ができるよう、まずは「自社の現

状（B/S）を知る」ことから始めましょう！ 

3月 5日(金) 

16:30～17:30 

 

Zoomのみ 

参加費無料 

【テーマ】 

「ダイバーシティ化がもたらす効果」 

 

【報告者】 

(株)ゆい  部長     

鹿内清和氏 （委員） 

一番大切なのは「会社にとってプラスに

なる人材が入ること」。様々な経験を持つ

人が入り、ダイバーシティ化することで会

社全体がどのように変わるのか。事例をも

とにお話します。 

※参加方法は Zoomのみとさせていただきます。ご了承下さい。 

※ご興味のある方はMyDoyu よりお申込みください。お申込みされた方に事前に ZoomURL等をお送りいたしま

す。 
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札幌支部コロナ禍突破連続企画(2/9、2/15、2/24) 参加申込書  

         参加します（Zoom) ※下記にチェックをお願いします。 
   → □第 1回（2/9）  □第 2回（2/15）  □第 3回（2/24）                                  

※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) 

「感染蔓
まん

延
えん

地域での事業継続～介護事業所からの報告～」 

【報告者】（福）勤医協福祉会 理事長 太田 眞智子 氏（白石・厚別地区会） 
  ＜概要＞1980年北海道勤労者医療協会看護師として入職。以降、介護事業の別法人化に携わり、

2020年（福）勤医協福祉会として統合する。介護施設、在宅介護事業などを中心に道央圏で
135事業を展開。年商 63億、職員約 1300人。同友会大学第 60期卒業生。  

●と き：２月９日（火）13:00～14:00 
●ところ：Zoom配信      ●参加費：無料 

 
 

 

 
 「コロナだからこそ濃密な人間関係をつくる！」 

【報告者】（株）フィーリスト  代表取締役 吉野 俊文 氏（中央北地区会） 

  ＜概要＞札幌、首都圏を中心にWeb システム開発をメインに行っている。コロナ禍だからこそ社員とのコミュニケ 
ーションを密にして、5年前に 19名でスタートした社員数は現在 91名に。その秘訣に迫る！ 

 
●と き：２月１５日（月）13:00～14:00  
●ところ：Zoom配信      ●参加費：無料 

 
 

 

  「目利きの社員こそ命～創業 100 年、肉卸業の販売戦略～」 

【報告者】 丸大大金畜産（株）代表取締役社長 大金 弘武 氏（中央西地区会） 

  ＜概要＞札幌の老舗肉加工卸業。目利きの社員が仕入れた全国各地の肉をスーパーやホテル等に販売して 
いる。社員数 80名、資本金 3800万円。 

 
●と き：２月２４日（水）13:00～14:00  
●ところ：Zoom配信      ●参加費：無料 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

2021年 1月 21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！ 

第
１
回 

＝＝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 8 弾） 

 

第
２
回 
第
３
回 
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 【経営者のための話し方講座 第２弾】 
「心を揺さぶる話し方とは⁈」 
 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 
組織・企画委員会主催 

代表 林 正治 氏（東地区会会員） 

＜講師プロフィール＞  
1959年 2月、宮城県生まれの 61歳。神奈川大学
卒業後、総合アパレルの株式会社ワールドに入社。
33年間アパレルの営業・店舗開発として出店イベ
ントの提案、契約締結業務に携わり、2016年１月
に北海道へ移住。2018年１月に、はやしの企画 
Hayashi's Planning を立ち上げ、営業のコンサル
ティング・セミナー講師、現在に至る。趣味はボク
シング、スノボ、散歩、お料理 
 
 

2021年 1月 13日 
      （一社）北海道中小企業家同友会札幌支部  

組織・企画委員長 久保 毅仁 
℡ 011-702-3000 

経営者のための話し方講座第２弾 参加申込書（2/12、2/17）   

と き：２月１２日（金） 
    16時～19時 

ところ：デ・アウネビル 13Fホール A 
         （定員：先着 10名） 

参加費：5,000円 

 
 
 

会社名              役職       氏名         
 

FAX（011）702-9573  担当 事務局 米木・中村 

講師 

経営者・幹部社員の皆さまは会合での挨拶、社内の朝礼など人前で話をする機会が多いかと思います。 
本セミナーでは、参加者に実際にスピーチをしていただき、講師と検証しながら自身の話し方と 
向き合う企画です。 
コロナ禍において人と会う機会が少なくなっていますが、今こそ「心を揺さぶるような話し方」を磨きなお
してみませんか。今回は会場のみでの開催となります。 

はやしの企画 
Hayashi`s Planning 

と き：２月１７日（水） 
    16時～19時 

ところ：デ・アウネビル 2F204号室 
         （定員：先着 10名） 

参加費：5,000円 

□2/１２希望します      □2/１７希望します 

＜予定スケジュール＞ 

◇参加者・講師自己紹介 

◇講師講義 

◇参加者 90秒間スピーチ 

◇ビデオ検証 

◇演説動画視聴 

※先着 10名、今回は会場のみ！定員になり次第締め切ります。   

～実践編～ 
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2 0 2 １ 年 1 月 ２ １ 日 

西・手稲地区会 会長 加藤 景   

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

新型コロナウイルスの感染拡大により、企業はリモートワークが広がる中で人材マネジメント

のあり方、テクノロジーによる組織開発を考える必要に迫られています。 

従来の組織論やリーダーシップの常識が通用しなくなりつつある今、立ちはだかる“マネジメ

ント不全危機”にどう対応すべきか。時代が大きく変わる中での働き方や組織の存在意義な

ど、企業における組織と個について考えます。 是非ともご参加下さい。 

 
【報告者】 

日 時 ： 2/12（金 ）  
         16：30 ～ 18：00 

参加無料 

2/12  西・手稲地区会 2月例会 出欠回答用紙 （締切：2/10） 

□出席します。    ・     □欠席します。 

 
【企業名】                       【役職】                【氏名】                      

FAX返送先：011-702-9573 ≪お問合せ先≫ 
TEL ：011-702-3000（担当：村井） 
E-mail：y-murai@hokkaido.doyu.jp 

（株）リポートサービス北海道   代表取締役   西田 宙文 氏 
■業務内容：既存建物修営繕工事、改修工事・樹脂製排水溝製造販売 

■社 員 数： １２人      ■ＨＰ：http://www.report-service.com 

◆全道政策委員会 副委員長、札幌支部政策員会 委員長、西・手稲地区会 幹事。 

西・手稲地区会２月例会  

【プログラム】 

１６:３０  開会・会長挨拶 

１６:３５  西田氏 報告（50分） 

１７:２５  グループ討論（20分） 
【報告の感想・質問】 

１７:４５  質疑・応答（10分） 

１８:００   終了 

 

 

 

 

会 場： 同友会事務所 ホール B （札幌市東区北 6条東 3丁目 デ・アウネさっぽろビル 13階） 

または  Ｚｏｏｍ （Ｚｏｏｍミーティング情報は後日お知らせします。） 

■発熱・風邪症状等があり、体調のすぐれない方はご入場をお控え下さい。  
■社会情勢の変化により、会場参加の定員数の変更または、Zoomでの参加のみに参加方法が変更になる場

合がございます。予めご了承下さい。 

定員：20名 
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 2021年、南地区会の例会は「オンライン交流会」からスタートです。 
新型コロナウイルスの感染状況が落ち着かない中、皆さまと集まることが難

しい状況になっております。そこで今回は「コロナ禍を乗り切るオンライン交流
会」と銘打った例会を企画しました。 
現在、同友会の例会などで使われている「Zoom」を使って、昨年新しく

南地区会に入会した会員のご紹介をしつつ、皆さまとオンラインで親睦を深
めたいと思います。 
お酒やおつまみなどを各自でご用意していただき、ビールで乾杯しながらコ

ロナ禍での皆さまとの情報交換が出来たらと思います。新しい時代のコミュニ
ケーションをこの機会に是非体験してみませんか︖ 

Zoom の使い方がよくわからない︕という方は事務局までご連絡ください。 

と き︓２月１５日（月）18︓00～19︓00 

会場︓ZOOM ※各自の PC・スマホなどからご参加ください。 

会費︓実費（飲食は各自でお手配ください） 
※準備の都合がございます。2月 10日（水）までに回答をお寄せください。 
※参加される方には事前に事務局よりミーティング ID をお送りします。 
※Zoomの操作に不安がある方は事務局にご連絡ください。 

 
南地区会２月例会（２/１５）出欠回答 【締切 2/10】   

 
 

□ 出席します          □ 欠席します 
 
 
 

会社名                              役職                 氏名                   
 返信先︓FAX 011-702-9573(担当︓中村) 

【タイムスケジュール】 
 

18:00 開会、会長挨拶 

18:05 新会員紹介 

18:10 乾杯 

歓談タイム 

19:00 閉会 
      

２０２１年１月 13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
事務局電話︓011-702-3000 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 

南地区会２月例会のご案内 
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 企業変革のための長期戦略！ 

健康経営セミナーのご案内 

2021 年 1 月 25 日 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

経営厚生労働委員長  佐藤 文昭 

企業成長への一歩～健康投資で社内強化～ 

今回のセミナーでは、同友会 3 つの目的のひとつ「よい会社づくり」に繋がる「健康経営」を学びます。企業理念に基づいた従

業員への健康投資は活力向上や生産性向上へ繋がります。第 1 部は「健康経営」の意図、認定制度の目的を北海道経

済産業局大津氏にお話頂きます。第 2 部では、健康経営優良法人認定を受け、企業の健康経営をサポートしている(株)

玄米酵素の澤井氏に、自社の取り組みや認定を受けた企業の変化を実践報告して頂きます。 

貴社名                             役職                 氏名                    

▼ご返信は FAX：011-702-9573 まで（担当 小西）  TEL：011-702-3000 

参加申込書 健康経営セミナー（2021/2/17） 申込締切：2021 年 2 月 16 日(火)18:00 

 

□ 会場で参加（定員 30名）  □ Zoomで参加 

※お申込み頂いた方には当日までに Zoom のアドレスをお送りいたします。 

※当日会場にお越しになる方はマスクの着用や手指の消毒等、感染対策にご協力ください。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって内容・定員等を変更することがございます。ご了承下さい。 

【第 1 部】 「健康経営優良法人認定制度」について 

報告者：経済産業省 北海道経済産業局 
地域経済部 健康・サービス産業課 ヘルスケア産業係長 大津 崇輔 氏 
健康・サービス産業課では、ヘルスケア産業などの健康関連産業の振興を図るための政

策の企画立案・総合調整などに関する業務を行っています。 

【第 2 部】 実践企業報告 「健康経営優良法人 2020」認定企業 

報告者：(株)玄米酵素 所長 澤井 徹 氏 

自治体や企業を対象にした健康経営サポートに力を入れており、専門社員が食・動・心につ

いて具体的に支援させていただいております。 

■日 時：2021 年2 月17 日（水）１５:３０～１７:３０ 

■場 所：デ・アウネさっぽろ 101（定員 30 名）または Zoom 
（東区北 6 条東 4 丁目 1-7 1 階） 
※お車でお越しの方はデ・アウネさっぽろ駐車場または近隣の駐車場をご利用ください。 

■参加費：無料 
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中央⻄地区会 2 ⽉例会(2/18)出⽋回答  

□出席します（□会場で参加  □Zoom で参加） 

□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) 

●Zoom 参加の方もグループ討論を行いますので、 

カメラ・マイクをご準備ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設⽴ 10 周年を迎えたプロバスケットボール・Ｂ1 リーグ「レバンガ北海道」。強さに左右されない魅⼒あるクラブになる
ための取組、そして新型コロナウイルス状況下での経営の舵取りについて報告いただきます。 

2021 年 1 月 19 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 

中央西地区会会長 若月 裕之 

担当幹事：藤枝臣春、石塚真彰、小松洋輔 

【報告者】株式会社レバンガ北海道 

 代表取締役 横田 陽 氏(中央西地区会会員) 

中 央 西 地 区 会 
２ 月 公 募 例 会 

例会 

会場 

デ・アウネさっぽろ 205 会議室またはビデオ会議システム Zoom 
(東区北 6 条東 4 丁目 1-7 デ・アウネさっぽろビル２階) 

レバンガ北海道 

強さに左右されないクラブづくりの秘訣 

＜報告者略歴＞釧路市出身 43 歳。2007 年北海道初のプロバスケットボールチーム「レ

ラカムイ北海道」の運営会社に入社。執行役員などを経て 2014 年「レバンガ北海道」

入社。2015 年事業統括部長などを経て、2016 年代表取締役 CEO に就任。就任後、クラ

ブ初の単年度黒字化を達成してから４期連続増収。平均来場者数は B リーグで４位。

2018 年 e スポーツチーム「レバンガ☆SAPPORO」を設立、シャドウバースプロリーグ 

初年度に日本一になった。2019 年北海道 e スポーツ協会を立ち上げ理事に就任。 

開催 

日時 

例    会 18:30 ～ 20:30 
2/18(木) 

一緒に学びたい経営者の方とぜひご参加ください！ 

★２⽉ 4 ⽇(⽊)までにお申込みください 

参加費 参加費 無料 

【会場では下記事項にご協⼒ください】 
・30 名(会場定員の半数)に限ります。 
・マスクの着⽤、⼊室前に⼿指のアルコール 
消毒にご協⼒ください。 

・会場内は適宜換気いたします。 
・当⽇体調の優れない⽅は Zoom での参加 
を検討くださいますようお願い申し上げます。 

※本例会は昨年地区会員を対象に実施したアンケートの結果 

関心の高い「経営体験談」「営業活動・マーケティング」の項目を踏まえ企画したものです 
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北地区会２月例会  (2/19) 【出欠回答】 
 

□ 出席します（□Zooｍ参加 ・ □会場参加） ・  □ 欠席します 
  

会社名                    お役職                  氏名                   

▼FAX 返信先 011-702-9573(担当：村井) 

定員 30名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 1 月 27 日 
一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部  

北地区会会長 小野 浩二 
TEL：011-702-3000 

 

会 場 

日 時  18:00～１９:３0 
 

2/19(金) 

★2 月 18 日(木)までにご回答ください 

 

■1988 年設立 ■資本金 5,000 万円 ■従業員 36名 

＜業務内容＞ 

地質情報の見える化 

○ダム・橋梁等における地質調査および計測サービス 

調査機器の研究開発 

○検層装置の自社開発 

▶世界初の円
錐鏡を使用
したボア ホ

ールカメラ 

 
【報告者】 

株式会社レアックス  
代表取締役社長  

成田 昌幸 氏 

 

ボアホールカメラで国内シェア 9割を誇る(株)レアックス。高い
技術力を応用し JICA事業でボリビアの井戸整備に関わり、ロシア
など海外展開を視野に入れています。また、SDGｓなど先進的な

取り組みも積極的に進めています。 
中小企業ながら業界 No.1企業である同社のあゆみとこれから

の戦略に迫ります。 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部  

参加無料 

■発熱・風邪症状等があり、体調のすぐれない方はご入場をお控え下さい。  
■社会情勢の変化により、会場参加の定員数の変更または、Zoom での参加のみに参加方法が変更になる場

合がございます。予めご了承下さい。 

Zoom  

同友会事務所 ホール AＢ   

（札幌市東区北 6条東 4-1-7 デ・アウネさっぽろビル 13階）  

・防疫対策（入場時の検温、手指の消毒、マスクの着用、会場の換気）を徹底します。 

・会場収容率に余裕をもたせ、社会的距離を徹底し３密を避けます。 

 

 

「社会とお客様のニーズを的確に捉え、最新テクノ

ロジー（剃刀）と地球科学（斧）の融合により、ニーズ

に的確にお答えし、満足できる技術サービス・製品

を提供します」 

＜レアックス経営理念＞ 
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激動の中 
進化し続ける

EVENTOS の挑戦 
 

経営指針 実践セミナー（オンライン） 

と き：2 月 22 日（月） 18：30～21：00 

ところ：Zoom 又は 同友会ホール  ※講師は広島からリモートで報告 
（札幌市東区北 6 条東 4 丁目 デアウネさっぽろ 13 階） 

 

会 費：無 料    ※ZoomID/パスワード、資料等は近くなりましたら 

メールにてお送りいたします。 

 

EVENTOS は 2020 年 11 月「地域未来牽

引企業」（経済産業省）に選ばれ、地域経済

への影響力、見込める成長性と共に、地域経済

の中心的な役割が認められました。 

北海道は今コロナ禍の大きな波に見舞われて

おり、こんな時だからこそ経営指針の成文化や実

践が求められています。今回は川中氏の実践から

「人を生かす経営」のヒントを学びます。 

【企業概要】各種ケータリングサービス・催事の企画・

立案・運営・飲食店（4 店舗）・ワインショップ（1

店舗）、産直市場（1 店舗）・広島近郊の農村

活性化 

◎従業員数 47 名（パート社員 23 名）   

◎設立 1986 年 ◎資本金 4 千万円 

食の安全・安心を広島の周辺産品による地産地消

に追い求め、食の豊かさ、美味しさをお客様に提供

している。 

    

タイムテーブル予定 
 

18：30 開会 
18：35 実践報告  
20：00 グループ討論 
20：40 グループ報告 
       まとめ 
21：00 閉会 

--------------経営指針実践セミナー（2/22）出欠回答----------------  締め切り 2021/2/15  

         

□出席します（ □Zoom  ・  □会場 ）           □ 欠席します 

 

会社名                      役職                氏名                . 

メールアドレス（ZoomID/パスワード、資料送付先）                                    . 

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

 

報告者 

2020 年 12 月 17 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 

委員長 工藤英人 

株式会社EVENTOS
イ ベ ン ト ス

 
代表取締役 

川 中  英 章 氏 
(広島同友会・中同協共同求人委員長) 

※川中氏は広島からリモートで報告 

【経営理念】 

新鮮でワクワクする「食の環境づくり」に貢献し、

「誇りと豊かさ」を育みます。 
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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月例会のご案内

◆日時：２月２４日（水）

2021年1月２０日
(一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部

東地区会会長 柳下 真人

企業名： お役職： お名前：

□欠 席

１８：３０～２0：3０

あなたの会社の10年後はどうなっている？

コロナ禍のいまだからこそ、経営者は未来を考え、夢を描くことが大切です。

今回は、札幌支部第15期経営指針研究会で学んだテンズホームの角 航兵さんに体験報告をしていただき、

Zoomを併用して開催いたします。

4月からは第18期の経営指針研究会がスタートします。経営指針を学びたいと思っている方必見の例会で

す。是非ご参加ください。

◆例会会場：同友会事務局１３F ホールA・B（定員３０名）

※住所：東区北６条東４丁目1-7 デ・アウネさっぽろビル13F

※Web会議アプリ「Zoom」を併用

◆参加費：無料
※準備の都合がございます。2月19日（金）までに出欠回答をお寄せください。
※Zoomでご参加の方には事前に事務局よりミーティングIDをお送りします。
※Zoom操作に不安がある方は事務局にご連絡ください。
※マスク着用・こまめなアルコール消毒をお願いいたします。

東地区会２月例会（2/24）出欠回答用紙<2/19締切>

□出 席 （ □会場で参加 ・ □Zoomで参加 ）

※お問い合わせ先 （事務局 中村）

TEL：011-702-3000 FAX:011-702-9573

テーマ：経営者こそ夢を描け！
～ぼくたち（わたしたち）の１０年ビジョン～

報告者：（株）テンズホーム

代表取締役 角 航兵 氏

〈予定スケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 角氏報告

19：25 休憩

19：35 グループ討論

20：15 グループ発表

20：30 閉会

〈プロフィール〉

白糠町出身、釧路高専卒業後、
住友不動産に現場監督として
入社。その後一社を経て2017
年に設立。不動産業一般・リ
フォーム・リノベーション事
業を行っている。
同友会には18年に入会。20年
からは地区会幹事を務める。
現在36歳。経営理念は「私た
ちは誠実に お建物がその役
割を終えるまで寄り添いま
す」
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企業名                                                 

お役職                        氏名                      

 

白石・厚別地区会２月例会 

元気ですか～！！2021 年新年例会！！ 

2021/2/2 

（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 

▼FAX：011-702-9573 

□出席します  ⇒   □会場で参加  □ZOOM で参加 

 

□欠席します 

白石・厚別地区会 2月例会（2/24） 申込締切：2/22(月)13:00 

白石・厚別地区会 2 月例会では、2019 年度・2020 年度にご入会頂

いた新会員の皆様と先輩会員の皆様の交流・繋がりつくりを目的

に、自社紹介やグループディスカッションを行います。 

ゲストの方も大歓迎！！！ぜひご参加下さい！！！ 

【第 2 部】グループディスカッション 

先輩会員の皆様に同友会への思いを 

語っていただきます！ 

【第 1 部】新会員自己紹介 

新会員の皆様に 

自社紹介・PR をしていただきます！ 

＾＾ 

※お車でお越しの方はデ・アウネさっぽろ駐車場または近隣の駐車場をご利用ください。 
※当日、収容人数の関係があるため、会場参加は新会員様（2019 年度・2020 年度）を
優先させていただきます。ご了承ください。 

※お申込み頂いた方には当日までに Zoom のアドレスをお送りいたします。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって内容・定員等を変更することがございます。ご了承下さい。 
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会社名：                      役職                   氏名               .                                         

 

資料・ZoomID 送付先が登録 mail と異なる場合；                                     .  

お問い合わせ：北海道中小企業家同友会事務局 担当/鈴木  

 FAX 返信先:011-702-9573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団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 2021 年 1月 26 日 

B C P （事業継続計画）と 防 災 計 画 に 活 か す 地 質 学  

   ～地域の成り立ち、性質・特徴を理解し自然災害に備える～ 

北海道総合地質学研究センター 野幌地質研究室 宮下 純夫氏 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――― 江別地区会 2 月例会 出欠回答(2/24)    申込〆 2/22 

□出席（Zoom 参加）       □欠席 

 

 ※Zoom の ID/パスワードは近くなりましたら送らせていただきます 

 ※Zoom に不安がある方は事務局へご一報ください。 

＜講演者のプロフィール＞ 

宮下純夫（みやした すみお） 

北海道総合地質学研究センターシニア研究員、同理事 

新潟大学名誉教授、元日本地質学会会長 

【略歴】 

1970 年 北海道大学理学部地質鉱物学科卒業、 

1979 年 同大学院博士課程修了 

1984 年 新潟大学理学部・自然科学研究科にて教育・研究に従事、北海道

や太平洋、インド洋、オマーンを中心とした世界各地の過去及び現在

の海洋地殻の研究に取り組む 

2018 年 故郷北海道へU ターン、江別市在住 

江別地区会 ２月例会（オンライン講演）       

近年、自然災害やウイルスの蔓延など不測の事態により多

くの企業では対策の課題が浮き彫りになり、事業者には BCP

及び防災計画の策定や見直しが求められています。 

今回は江別市在住の地質学者 宮下純夫氏を講師にお

招きし、江別市発行のハザードマップを用いて地域の成り立

ち、性質・特徴を理解しておくことの重要性を学び、BCP 及び

防災計画の策定や見直しに活かしていただきたいと思います。 

オンライン講話／無料 
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