
同友会これからの企画 (2021.3.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

3/3 18:00 第69期同友会大学第8講
同友会ホール
AB

テーマ;北海道観光と地域づくり
講　師;一般社団法人倶知安観光協会　前会長　本田　哲 氏

3/5 16:30
札幌支部経営厚生労働委員会
公開学習会【第4弾】

Zoom
テーマ;ダイバーシティ化がもたらす効果
報告者;㈱ゆい　部長　鹿内　清和 氏

3/8 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9弾）第1回

Zoom
テーマ;SHIRETOKO！SUSTAINABLE
　　　知床地域ブランディングと北のリゾートへの道のり
報告者;㈱知床グランドホテル　専務取締役　桑島　敏彦 氏

3/8 15:30
札幌支部経営厚生労働委員会
働き方改革への企業対応
同一労働同一賃金セミナー

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205ABまたは
Zoom

テーマ;企業で対応するために知識と理解を深めよう！
判例解説;山田敬純法律事務所　弁護士　山田　敬純 氏

3/8 16:00 第17期経営指針研究会　総括報告会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室102

.

3/9 13:30
全道共育委員会
初めて部下をもつ人のためのセミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;本当のリーダーに求められる条件とは
経営者報告;㈱秀岳荘　代表取締役社長　小野　浩二 氏
テーマ;これから求められる管理職とは？
社員報告;㈱秀岳荘　常務取締役　田中　常義 氏

3/10 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;プロとして働くとは
報告者;北海道情報大学　経営情報学部教授　福澤　康弘 氏

3/10 18:00 HoPE3月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ;新たな世界で生き残る企業に必要な
   　　　　　　　　　　　 情報アップデート講座
  　   　第1回テーマ「ジェンダー平等とは何か？」
報告者;札幌市男女共同参画センター
　　　　　　　　　    事業係長　菅原　亜都子 氏

3/11 19:00
第23回北地区会Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom
テーマ;二代目が同友会にハマるまで
ホスト;㈱ワコーバイオケミカル
　　　　　　　　　代表取締役　佐々木　和秀 氏

3/11 18:00 第69期同友会大学第9講
同友会ホール
AB

テーマ;北海道の風土と文学
講　師;北翔大学教育文化学部　客員教授　森　一生 氏

3/12 18:30 女性経営者部会3月例会
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;「終活」を考える
　　　遺言・尊厳死宣言 エンディングノート
報告者;ラベンダー法律事務所　弁護士　田端　綾子 氏
　　　泰伸データウェアハウス㈱　代表取締役会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　三紀子 氏
　　　司法書士事務所First　司法書士　番井　菊世 氏

3/15 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
3月例会

ながぬまホワイ
トベースまたは
Zoom

テーマ;ながぬまホワイトベース開設の経緯
報告者;合同会社マスケン　代表社員　増田　健司 氏
　　　一般社団法人ながぬま　理事　坂本　一志 氏

3/15 19:00 江別地区会3月例会
市民交流施設
ぷらっとまたは
Zoom

テーマ;組織図を見直し強靭な企業を作る
講　師;㈱リューツー　専務取締役　川原　晋仁 氏

3/17 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9弾）第2回

Zoom
テーマ;大型トラック1600台の仕事、
　　　　　　　　　夏のロックフェスが消えた
報告者;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏

3/17 18:30 中央西地区会3月例会 Zoom
テーマ;経営者は役者になりきれ!!
映像出演・解説;富良野GROUP　久保　隆徳 氏

3/17 18:30 東地区会3月例会 Zoom

テーマ;今こそ社員共育！
　　　～社員と共に生の体験談を聞こう～
パネラー;東テク北海道㈱　代表取締役社長　藤嶋　正 氏
　　　　東テク北海道㈱　人事採用担当　小林　雄介 氏
コーディネーター;一般社団法人マインドデザイン協会
　　　　　　　　　　　　　　理事長　菅野　ゆかり 氏

裏面もご覧ください



3/17 18:30 後継者ゼミナール起望峰3月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室102
またはZoom

テーマ;成長期からコロナ禍まで その時々の社長の役割
報告者;北斗徽章(株)　代表取締役社長　奈良　伸一 氏

3/17 18:30 豊平・清田地区会3月例会 Zoom
テーマ;入会しました！我社のことを語ります
報告者;井村屋㈱北海道営業所　所長　渡邊　尚哉 氏
　　ストーリーフォト　代表　鬼原　敦子 氏

3/17 18:00 第69期同友会大学第10講
同友会ホール
AB

テーマ;地球環境とエネルギー問題
講　師;酪農学園大学農食環境学群　教授　押谷　一 氏

3/19 18:00 中央南地区会3月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室202
またはZoom

テーマ;バラエティビジネス笑百科
　　　～経営者として知っておきたい豆知識～

3/19 18:30 農業経営部会2021年度総会 Zoom
テーマ;「感動農業」～変化を求められる10年ビジョン～
講　師;農業生産法人グリンリーフ㈱
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　澤浦　彰治 氏

3/19 18:30 北地区会3月例会
同友会ホールB
またはZoom

テーマ;身体操作と経営力!!
講　師;㈱ブッティ・オン・ライン
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　村田　良蔵 氏

3/22 18:30
第18期経営指針研究会
オリエンテーション

デ・アウネさっ
ぽろ会議室また
は同友会ホール
AB

内容;経営指針、経営理念、10年ビジョン、
　　経営方針、経営計画

3/23 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9弾）第3回

Zoom

テーマ;世界初のボイラーで
　　　地球にやさしい環境づくりを目指す
報告者;㈱エルコム　代表取締役　相馬　督 氏
　　　 ㈱エルコム　常務取締役　相馬　嵩央 氏

3/23 16:30 西・手稲地区会3月例会
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;専門家が教える秘密の裏技
報告者;㈲ケアアシスト　統括部長　谷口　亮太 氏
　　　㈱三玄設備　代表取締役　森　剛 氏
　　　㈱セーコー　代表取締役　三井　尚子 氏
　　　佐藤寿志税理士事務所　税理士　佐藤　寿志 氏

3/23 18:30 中央東地区会3月例会
グランド居酒屋
富士またはオン
ラインでの視聴

テーマ;あなたならどういうかい？ENGLISH！！
講　師;MIRAI connects㈱
　　　　　　代表取締役/CEO　東　早栄子 氏

3/24 18:30
経営指針の学び報告例会
白石・厚別地区会3月例会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;経営指針を学び会社をまるごと変革！
報告者;㈱climb　取締役社長　佐々木　亮太郎 氏

3/25 18:00 第69期同友会大学第11講
同友会ホール
AB

テーマ;地球の起源と生命の誕生
講　師;北海道大学大学院理学研究院　教授　倉本　圭 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



 
札幌支部コロナ禍突破連続企画(3/8、3/17、3/23) 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（3/8）  □第 2回（3/17）  □第 3回（3/23）                                  

※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) 

「SHIRETOKO！SUSTAINABLE  
知床地域ブランディングと北のリゾートへの道のり」 

【報告者】（株）知床グランドホテル 専務取締役 桑島 敏彦 氏（オホーツク支部） 
  ＜概要＞世界遺産の知床で、知床グランドホテル、北こぶし知床を経営している老舗ホテル。コロナ禍で観光

客が減少する中、どのような戦略で現状を打破しようとしているのか。  
●と き：３月８日（月）13:00～14:00 
●ところ：Zoom配信      ●参加費：無料 

 
 

 

 
 「大型トラック 1600 台の仕事、夏のロックフェスが消えた」 

【報告者】（株）工藤商事  代表取締役 工藤 英人 氏（白石・厚別地区会） 

  ＜概要＞2000年 4月設立。05年代表取締役に就任。運送事業をメインに 08年からライジングサンロック 
フェスティバルの運搬を開始。建築資材や園芸関連の運搬なども担う。札幌支部では19年から経営 
指針委員会の委員長を務める。 

 
●と き：３月１７日（水）13:00～14:00  
●ところ：Zoom配信      ●参加費：無料 

 
 

 

 
 「世界初のボイラーで地球にやさしい環境づくりを目指す」 
【報告者】 （株）エルコム 代表取締役 相馬 督 氏  （北地区会） 

常務取締役 相馬 嵩央 氏 

  ＜概要＞1991年設立。北海道初となるコインパーキングの設置を手掛けたほか、ゴミ処理、圧縮装置をはじ
me              め各種環境機器の開発や販売を行っている。自社工場を持たずに自由な発想で高度な設計技術 

力を発揮し、グローバルに「ものづくり」を発信している。 
 
●と き：3月２3日（火）13:00～14:00  
●ところ：Zoom配信      ●参加費：無料 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

2021年 2月 18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 9 弾） 

 

第
２
回 
第
３
回 



企業で対応するために知識と理解を深めよう！ 

 働き方改革への企業対応 

同一労働同一賃金セミナーのご案内 

2021 年 2 月 12 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 

「働き方改革」の関連法は、2019 年 4 月より順次施行されており、中小企業は 2021 年 4 月から「同一

労働同一賃金」について適用が開始されます。今回のセミナーでは、山田敬純弁護士に昨年最高裁で下さ

れた 5 判決を解説して頂き、各企業で対応するための知識と理解を深めます。解説の後、質疑応答の時間

をご用意します。（Zoom の方は随時チャットにて質問を受け付けます。）ぜひご参加ください。 

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 同一労働同一賃金セミナー（2021/3/8） 申込締切：2021年 3月 5日(金)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。 

【判例解説】 

山田敬純法律事務所 弁護士 山田 敬純 氏 

〈プロフィール〉  2006 年 司法試験合格 

2007 年 北海道大学法学部卒業 

2012 年 山田敬純法律事務所開設 

○一般企業法務（企業活動に関わる法律業務全般）は幅広く様々な法的サービ

スが存在する分野ですが、クライアント企業の状況を十分に把握し、迅速かつ的確な

法的サービスを提供します。 

■日 時：2021 年3 月8 日（月）１５:３０～１７:３０ 
■場 所：デ・アウネさっぽろ 205AB（定員 30名）または Zoom 

（東区北 6 条東 4 丁目 1-7 2 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 

 



お問い合わせは事務局小西まで  ☎011-702-3000  ▼FAX：011-702-9573 

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 オープンキャンパス 

   

 

 

 
2020 年春予定しておりました「17 期次世代の星の会」は世界的な新型コロナウィルス感染拡大により開催を見送る

こととなってしまいました。来年度の再スタートに向け、今年度はオープンキャンパスとして 3 つの講座を公開開催いたし

ます。17 期に申込予定だった方、次星会に興味のある方、過去に参加経験のある方の参加をお待ちいたしておりま

す。また、経営者や上司の方のオブザーバー参加も歓迎いたします。 

基本テーマ 「自ら考え 人に伝え 自ら行動する人」 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白石・厚別地区会 次世代の星の会 オープンキャンパス 申込書 

  
氏 名 役職又は部署 年齢 

   

   

   

 
貴社名 申込者             オブザーバー参加⇒  有  ・無  

 
 

 日程 テーマ・講師 

終 

了 

２０２０年 

11/11
（水） 

～勝手に売れる伝え方～ 

（株）リューツー   専務取締役  川原 晋仁氏           

終 

了 

２０２１年 

２/10 
（水） 

～出来ないを出来るに～ 

下村速配（有）  代表取締役   小林 宏幸氏           

第
３
回 

２０２１年 

３/10 
（水） 

～プロとして働くとは～ 

北海道情報大学経営情報学部教授  福澤 康弘氏           

2020 年 10 月 15 日 

白石・厚別地区会長   佐々木ひとみ 

次世代の星の会 代表世話人 若山英史 

電話 011-702-3000 

●会場：同友会ホール AB（東区北６条東 4 丁目 1-7 デアウネさっぽろ 13 階） 

●時間：18:30～21:00    ●会費：1,000 円（Zoom の方は後日請求させて頂きます） 

●参加対象：経営者が推薦する社員。年齢、役職は問いません。 ●会場入場定員；30 名 

（将来を担う幹部社員や、更なる飛躍を期待する中堅社員） 

●各講グループ討論を行います。 ※マスクの着用をお願いいたします。   

●原則会場での参加としますが、Zoom で参観希望の方は事務局へお問い合わせ下さい。 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 
 

 

長沼町が空き家を活用してテレワーク事業を行い、交流人口を増やすと共に、地域で仕事を
興す取り組みに挑戦しようと立ち上げた「ながぬまホワイトベース」。共に長沼町へ移住し、奮

闘するお二人から開設の経緯と今後について語っていただきます。 

と き：３月１５日（月）１８：３０～２０：００ 

会場：ながぬまホワイトベース（長沼町本町北 1 丁目 1 番地 1） 

         または ZOOM    
会費：無料（ミーティング ID は申込の方へ当日までにご連絡します） 
 

コロナ感染拡大予防のため、会場参加は 10 名限定と 

させていただきます。会場ではマスクの着用にご協力下さい。 
 

 会場への Google マップはコチラ→→  

 
千歳･恵庭･北広島･長沼地区会３月例会（３/１５）出欠回答 【締切 3/10】   

 

□ 出席します（□ 会場 □ ZOOM）     □ 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(担当：松田) 

【テーマ】  

ながぬまホワイトベース開設の経緯 

【タイムスケジュール】 
 

18:30 開会挨拶 

18:35 お二人から報告 

19:35 質疑応答 

20:00 閉会挨拶 

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３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 ： 長 沼 エ リ ア 
TEL:011-702-3000/FAX:011-702-9573 

当日の参加者対象に 

ふるさと納税抽選会

を行います 

お楽しみに！ 

三重県出身、大学進学を機に憧れの北海道へ移
住。卒業後、JA ながぬまの職員として 15 年間勤
務後独立。総務省の「ふるさとテレワーク推進事
業」に採択され、ながぬまホワイトベースを設立、
運営を開始。 

【報告者】 

合同会社マスケン 

代表社員 増田健司 氏 

【報告者】 

一般社団法人ながぬま 

理事 坂本一志 氏 

札幌市出身、2017 年から長沼町地域おこし協力
隊としてグリーンツーリズムに携わり、2019 年
に独立。現在は一般社団法人ながぬまの理事を務
めながら、ホワイトベース内で民泊施設「プライ
ベートロッジぶんぶく」を経営。 



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               

 
一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

江別地区会 3月例会（共育委員会とのコラボ） 
 

組織図を見直し強靭な企業を作る 

とき：3/15(月) 19：00～21：00 

ところ： 市民交流施設ぷらっと 

（江別市東野幌本町 6-43 JR野幌駅南口前） 
 

※入場定員は 16名です、Zoom参加にご協力下さい。 

※資料と Zoom案内は近くなりましたらお送りします。 

コロナ渦の中、様々な企業が変化

を求められています。社会情勢に

合わせ自社にどのような人材が必

要か、またどのようなポストが必

要かを考え、改めて自社の組織図

を考え直し、今後１００年続く強

靭な企業づくりの基礎を作り上げ

ましょう。 

問合せ：北海道中小企業家同友会事務局/鈴木 ℡011-702-3000  FAX011-702-9573 

江別地区会 3月例会(3/15)出欠回答 

□出席 →(□会場 ・ □Zoom)       □欠席 

 

株式会社リューツー  専務取締役 

    川原  晋仁 氏 

川原晋仁氏 プロフィール 
永続事業コンサルタント 
100 年の歴史を誇る外資系製薬会社 3 社をヘッドハンティング
されながら、セールスマーケティングを習得・実践。13 年間の間
に、世界 NO１を一度、売上０から二年で日本 No１を二度達成す
る。世界的企業で使われている手法と、実際に中小企業で経営を
行っている経験を生かし、業種業態規模に関わらず結果が出る手
法を伝えている。 
 

2021年 2月 15日 江別地区会  会長 柏村 章夫   

札幌支部共育委員会  委員長 村野 篤 

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

※ご回答は 3/11(木)18：00までにMyDoyuまたは FAX(011-702-9573)でお願い致します 

Zoomは 
どなたでも
参加可 



 
中央⻄地区会 3 ⽉例会(3/17)出⽋回答   

□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) 

●グループワーク時はカメラ・マイクをオンにしてください。 

映像をご覧いただきますので PC やタブレットでの参加をお勧めします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 2 月 12 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：鈴木暁彦、能澤和博、松木要、小原木聖 

中 央 西 地 区 会 
３ 月 例 会 

ビデオ会議システム Zoom 
でご参加ください 

開催 

日時 例 会 18:30 ～ 20:30 3/17(水) 

ゲスト欄：一緒に学びたい経営者の方とぜひご参加ください！ 

★3 ⽉ 4 ⽇(⽊)までにお申込みください 

参加費 1,000 円 

※請求書を送付します 

私達はいま、社員や関係先と力を合わせて      
激しい環境変化に立ち向かわなければなりません。 

そのためには経営者自身のコミュニケーション力、  
相手を理解しようとする想像力が求められています。 

今回は人間関係に大きな影響を与える        
「ステータス（立場）」という概念から、       
相手とより良い関係を築くにはどうするか     
自分自身の姿を客観的に見つめ直す参加型例会です。 

例会 

会場 
参加費 

倉本聰氏の哲学を継承する富良野GROUPの
協力をいただき企画しています 

【映像出演・解説】 

富良野 GROUP 

久保 隆徳 氏 

－経営者に求められる 
コミュニケーションの本質を学ぶ－ 

富良野 GROUP を中心とした舞台の他、TV ドラマ・CM など多方面

で活躍中。北海道医療大学、富良野高校の民間非常勤講師を務

め、年間 80 本以上のワークショップや研修を実施。 

《主な実績》サントリー企業研修・富良野市職員新人研修など 

《主な出演作》〈TV〉「北の国から」「優しい時間」「拝啓、父上様」

「やすらぎの郷」〈舞台〉「走る」「マロース」「歸國」「今日、悲別で」

「１２人の怒れる男」〈CM〉「イオン北海道」「野口観光」など 



東地区会３月例会（3/17）出欠回答用紙〔回答期限：3/11〕

□出席します □欠席します

会社名： 役職： 氏名：

■日 時：３月１７日（水）18:30～20:30
■会 場： 各自のパソコン、スマホ、タブレット等から参加

（WEB会議アプリ「Zoom」を使用）

■参加費： 無料
※Zoomを初めてご利用される方はMyDoyuに「Zoom会議参加ガイド」を添付して

おります。そちらをご参照ください。

※ご参加いただける方には、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。

〈予定スケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶
18：35 講話

（同友会の社員共育とは）

18：45 パネルディスカッション
19：25 休憩
19：30 グループ討論
20：15 グループ発表
20：25 閉会挨拶
20：30 閉会

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３月例会（Ｚｏｏｍ開催）のご案内
2021年2月17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

【テーマ】今こそ社員共育！
～社員と共に生の体験談を聞こう～

東地区会3月例会は「社員共育」をテーマにした例会を開催します。

今回は地区会幹事でもある、東テク北海道の藤嶋正社長と社員の小林

雄介さん（人事採用担当）をパネラーに経営者目線、社員目線で共育

について生の声をパネルディスカッションでお届けします。

その後に、グループ討論で自社に落とし込んで考えを深める機会に

していただきたと思います。ぜひ社員の方と一緒にご参加ください。

＜パネラー＞

東テク北海道株式会社 代表取締役社長 藤嶋 正 さん

東テク北海道株式会社 人事採用担当 小林 雄介 さん

◆1970年設立。暖冷房機器の販売及びメンテナンス業。社員数122名。

＜コーディネーター＞

一般社団法人マインドデザイン協会 理事長 菅野 ゆかり さん

◆2014年設立。コミュニティ事業、研修事業、人材育成事業。

※お問い合わせ先（事務局担当：中村）

TEL：011-702-3000 FAX：011-702-9573

役職： 氏名：＜※社員の方＞



2021年 2月 24日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 

札幌支部後継者ゼミナール起望峰 代表 田中 康道 

事務局 TEL 011-702-3000 

会員の皆様におかれましては、お忙しいことと存じます。「後継者ゼミナール起望峰」の 3月例会を下記の通り開

催いたします。是非ともお知り合いの後継者の皆さまをお誘いの上、ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------後継者ゼミナール起望峰 3 月例会（3/17)  回答締切：3 月 16 日（火）------------ 

□出席します(□会場で参加 □Zooｍで参加) □ 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 土田 

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！ 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

「後継者ゼミナール起望峰」3月例会のご案内 

◆日  時 ： 3 月17 日（水) １８：３０～２０：00 

◆会  場 ：デ・アウネさっぽろビル 102会議室(東区北 6条東 4丁目 1-7) 

◆参加費 ： 無料 
◆懇親会 ： なし 

 

北斗徽章(株) 

代表取締役社長 奈良 伸一 氏 

≪報告者プロフィール≫  
ハウスメーカー、トマムリゾートでの仕事を経て

1999 年、父親が経営する北斗徽章に入社。 
2012 年に代表取締役に就任し、現在に至る。 
同友会内では地区会活動にも積極的に取り組ん
でおり、現在は豊平・清田地区会の副会長を務
める。 
 

〈会社概要〉 
設 立 ： 1985 年 1 月 

資 本 金 ： 1000 万円 

従業員数 ： 5 名 

所 在 地 ： 札幌市豊平区 

事業内容 ： トロフィ､楯､カップ､特注記

念品､販売促進品 
 

成長期からコロナ禍まで 

その時々の社長の役割 
テーマ 

3月例会の報告者には、起望峰卒業生である北斗徽章(株)の奈良社長にお越しいただきま

す。起望峰の過去の活動や、ご自身の社長としての取り組みについて語っていただきま

す。皆様是非ご参加ください。 

報告者 



 

 

 

中央南地区会 3 月例会のご案内 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

2021年 2月 24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 江野 英嗣 

  

  

 

知らなかった、気付かなかったでは済まされないことが私たちの周りにはたく

さん潜んでいます。ちょっとした知識を得ておくことは経営者としてのリスク

管理にも繋がります。2020 年度締めとなる 3 月例会は、中央南の仲間と集い合

えないこれまでのうっ憤を晴らすべく、参加者がグループに分かれて、話し合

い、意見を出し合いながら考えるグループ対抗形式です。大いに楽しんで知識

を深めてください。レッツゴ―！3 月例会へ！！ 

 

中央南地区会 3 月例会 3/19（金）  ※回答締切：3/18(木) 
 

      例会に   □ 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：土田) 
 
 

と き：3/19（金） 18：00～20：00 
第一部：グループ対抗問題合戦 

      第二部：参加者 1分プチ告白タイム 

ところ：デ・アウネさっぽろビル 202会議室 

参加費：無料 
 

※会場参加は先着順で 7 名限定となっております。 

 会場参加をご予定されている方はお早めに申込みください！！！ 



 

 

   

今回は、中央東地区会の（株）ブッティ・オン・ライン 代表取締役の村田良蔵氏を講

師にお迎えし、「身体操作と経営力」について学びます。 

身体操作（意識の拡張）を体験し、在宅ワークなどで固まった股関節などもほぐしま

す。不調のない身体で、クオリティの高いサービスを提供していきましょう！！ 

なるべく動きやすい服装でご参加ください！！ 
    

 

（株）ブッティ・オン・ライン  代表取締役  村田 良蔵 氏 
                                               （中央東地区会）  

日  時  ： ３/１９（金）18：30 ～ 20：30  
会  場  ： Zoom または 

同友会事務所 ホールＢ   

（札幌市東区北 6条東 4-1-7 デ・アウネさっぽろビル 13階）  

参加無料 

３/１９ 北地区会３月例会 出欠回答用紙 ＜締切：3/17（水）＞ 

□出席します。（□会場参加 ・ □Zoom 参加） 

【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 

□欠席します。 

・防疫対策を徹底します。 
・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。 

 

＜プロフィール＞ 
スポーツ柔術日本連盟 会長。ブラジリアン柔術黒帯世界チャンピオン兼オーバーリミット札幌代表。全

米アライアンス認定インストラクターの資格を発行することが出来る「RYS200」を取得。顧客の不調や悩み
を解決するプロフェッショナルで、パーソナルトレーナーとしても活躍。ピラティスインストラクター。 
腰痛改善のために始めたヨガに魅了され、多くの人にもっとヨガを知ってもらいたいという思いから、

2014年にヨガスタジオをオープン。翌年 2015年には札幌では初のブラジリアン柔術専門アカデミー「Over 
Limit札幌」を札幌の中心部にオープン。多数のメディアで取り上げられている。 

定員：１0名 

■例会前半は、ストレッチなどの簡単なエクササイズを行いますので、動きやすい服装、

体を動かすことのできるスペースでご参加下さい。 

■例会後半は、村田氏の経営実践から学びます。 

北地区会 3 月例会
 

＜企業概要＞ 

■事業内容：ヨガスタジオ運営・ブラジリアン柔術アカデミー運営 

■設立：2013年        

■従業員：10名 

【講 師】 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部  
２０２１年２月 22日 

北地区会 会長 小野 浩二 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

企業名：                              役職：                     氏名：                             

2021年 3月 1日 
（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

西・手稲地区会 会長 加藤 景 
TEL：011-702-3000 

 

3/23(火) 16:30～18:00  

会 場 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

 
 

参加無料 

３月例会  

日 時 

※３月１９日（金）までにご回答ください。

日 （

土

西・手稲地区会 3月例会 （3/23）  ＜出欠回答＞ 

 
□出席します（□Ｚoom参加・□会場参加） ・ □欠席します 

西・手稲地区会  

【報告者】  

専門家が教える秘密の  

■（株）セーコー  代表取締役  三井 尚子 氏 

 

■佐藤寿志税理士事務所  佐藤 寿志 氏   

『優遇税制を使った財産形成 ～ふるさと納税の裏技おしえます～』 

・ 他では聞けない“裏技”がゲットできます！ 

・ 仲間を知り、ネットワークを拡げ、共に学びましょう！ 

 

■（有）ケアアシスト  統括部長  谷口 亮太 氏 

≪お問合せ≫TEL ：011-702-3000（担当：村井） 

E-mail：y-murai@hokkaido.doyu.jp 

■（株）三玄設備  代表取締役  森 剛 氏 

『小さな製造工場～Tシャツプリントから医療用品まで～多品種・ 

小ロット・アナログ・手作り感満載・・・生き残れるか』 

 

『終活の必要性 ～遺品・生前整理～』 
 

『安心・快適な水まわり～水道屋の裏話～』 

同友会事務所 ホールA （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。） 
 

事業内容：有料職業紹介事業・介護保険事業・障害福祉事業・児童福祉事業、遺品・生前整理 

事業内容：管工事業、建築工事業ほか 

事業内容：サイン看板設計・製作・施工・スクリーン印刷・介護用品開発・製造 

事業内容：税理士業務 

裏 技 



日時：３月２４日(水) 18：30～20：00 

会場：同友会ホール AB（定員 30 名）または Zoom 
   （東区北 6 条東 4 丁目 1-7 デ・アウネさっぽろビル 13 階） 

参加費：無料     回答締切：3 月２2 日(月) 18:00 

 

 

【報告者】株式会社 climb（クライム） 

取締役社長 佐々木 亮太郎 氏 

 

17期経営指針研究会修了生 

業務用冷凍ケーキ製造卸・OEMケーキ製造卸業 

接客業を経験した後、父が創業・経営する「夢工房」に 2008年に入社。 

入社後は菓子職人を経て、2020年 8月に取締役社長に就任。 

スタッフ全員と今後の方向性を話し合い、「climb」へ社名変更。 

 

白石・厚別地区会 3 月例会 

経営指針の学び報告例会 
2021 年 3 月 3 日 

（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 

□ 出席 ⇒【 □ 会場（定員 30 名） □ Zoom 】 

□ 欠席 

白石・厚別地区会 3 月例会（3/24） 回答締切：3 月 22 日 18:00 

会社名               お役職            氏名             

▼FAX 011-702-9573（担当：小西） 

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 17 期が終了し、

札幌支部１割超の会員が修了生となっています。同友会運動の根幹とも言われる経営指針とはどんな内容なの

か、何が得られるのか。コロナ禍で 1年間学んだ受講生の生の体験を聞き、グループ討論で学びを深めます。 

経営指針を学び 

会社をまるごと変革！ 

会社名               お役職            氏名             

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！ 

※お申込み頂いた方には当日までに資料と Zoom のアドレスをお送りいたします。 
※有料とはなりますが、お車の方はデ・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。 
※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。 
※会場参加の方はマスク着用、手指の消毒にご協力お願いいたします。 


