
同友会これからの企画 (2021.6.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

6/2 18:00 第69期同友会大学第21講 Zoom
テーマ;決算書の読み方
講　師;RITA税理士法人　税理士　山美　幹生 氏

6/4 16:30
札幌支部経営厚生労働委員会
6月公開学習会

Zoom
テーマ;あなたの知らない世界（ニッポンの未来）
報告者;㈱Pay it Forward　代表取締役　佐藤　文昭 氏

6/9 18:30 後継者ゼミナール起望峰６月例会 Zoom
テーマ;敏腕社長から受け継ぐ、3代目の挑戦
報告者;㈱道研設備　取締役業務部長　杉本　宗大 氏

6/9 18:30 HoPE6月例会
北海道総合研究
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3回テーマ;ダイバーシティを活かせるリーダーと
　　　　悩むリーダーの差はなぜ埋まらないのか？
報告者;京都大学総合博物館　研究部情報発信系
　　　　　　　　　　　　　准教授　塩瀬　隆之 氏

6/10 18:00 第69期同友会大学第22講 Zoom
テーマ;経営分析のABC
講　師;RITA税理士法人　税理士　山美　幹生 氏

6/18 18:00 第69期同友会大学第23講 Zoom
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

6/21 18:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
6月例会

Zoom
テーマ;ジョージ農園の概要とHIROKA JAMの取り組み(仮)
報告者;㈱esaki　代表取締役　江崎　佑 氏

6/21 18:30 豊平・清田地区会6月例会
同友会ホールB
またはZoom

テーマ;新会員踏ん張る　仕事の現状と今後の見通し
報告者;㈲酒井農場　代表取締役　酒井　利夫 氏
　　　㈱創発システム　取締役　米坂　将英 氏

6/21 19:00 江別地区会6月例会 Zoom

テーマ;コロナ禍で挑戦すべき補助金申請と
　　　　　　　　　　　　　　事業計画書作成のコツ
講　師;合同会社クレイジーコンサルティング
　　　　　　　　　  　　　代表社員　酒井　勇貴 氏

6/22 18:30 中央西地区会6月例会 Zoom

テーマ;コロナに打ち克つヒントを掴め！
　　　オンライン訪問例会PartⅡ
報告者;㈱スイートハーツ　代表取締役　南保　圭佐 氏
　　　㈱北海道建設新聞社　代表取締役会長　松木　剛 氏

6/23 18:30 東地区会6月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;我が社のSDGsを探そう！
　　　～具体的に何を、いつやるか。
　　　　　　　　　　いまやっていることは？～
報告者;社会福祉法人 さっぽろひかり福祉会
　　　常務理事　統括事業管理者　小畑　友希 氏

6/24 16:30 西・手稲地区会6月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室204
またはZoom

テーマ;中小企業憲章とは何か？なぜ学ぶのか？
　　　～政策委員会の役割とその運動～
報告者;㈱リポートサービス北海道
　　　代表取締役　西田　宙文 氏

6/24 18:00
白石・厚別地区会×共育委員会
合同6月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205ABまたは
Zoom

テーマ;組織図を見直すと未来が見える
報告者;㈱リューツー　専務取締役　川原　晋仁 氏

裏面もご覧ください

1



6/24 18:00 第69期同友会大学公開講座パートⅢ Zoom

テーマ;激変の時代を乗り越える同友会型企業
　　　～コロナ禍は何を問いかけたか？～
講　師;エイベックス㈱　代表取締役会長
　　　　　　　愛知同友会　相談役理事　加藤　明彦 氏

6/25 18:30 北地区会6月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;新型コロナウイルスや自然災害から企業を守る！
　　　～経営を強化する「事業継続力強化計画」～
報告者;㈱A.I.P 小樽支店　副支店長　藤田　学 氏
　　　辻野建設工業㈱　代表取締役　辻野　浩 氏

6/27 12:40 農業経営部会6月例会
けんぶちVIVA
マルシェ、アル
パカ牧場など

テーマ;苦労の末成功した北海道産スーパーフードのキヌア
講　師;㈱けんぶちVIVAマルシェ
　　　　　　　　　　代表取締役　高橋　朋一 氏

6/28 18:00 中央南地区会6月例会 Zoom
テーマ;新会員企業PR例会
報告者;HITOTO Lab　代表　澤田　美和子 氏
　　　竹林中小企業診断士事務所　代表　竹林　博樹 氏

6/30 13:30
全道共育委員会
接客好感度アップセミナー

Zoom

テーマ;好＆高感度アップをめざそう
　　　～お客様は何に感動しているか？～
報告者;㈱どんぐり　販売チーフ　今城　夕美子 氏
　　　㈱ウヤマ　店長　庄司　雄一 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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農業経営でブロッコリーやトウモロコシ、ブルーベリーなどを生産する中、奥様とジャム製
造を行いイベントやふるさと返礼品としてＨＩＲＯＫＡ JAM のネーミングで売り上げを伸

ばしています。新規就農に至った経緯やこれまでの取り組み、農場理念や１０年ビジョン作成
から見えてきた今後の展開などをお話し頂きます。 

ブランド化、6次化について考えるきっかけにしてもらえればと思います。 

と き：６月２１日（月）１８：３０～２０：００ 

会場：ZOOM（ZOOM 参加の ID は申込の方に当日までにお送りいたします） 

会費：無料 

      

 
千歳･恵庭･北広島･長沼地区会６月例会（６/２１）出欠回答 【締切 6/17】   

 
 

□ 出席します      □ 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】  

ジョージ農園の概要と HIROKA JAMの取り組み 
～この田舎で豊かに暮らし、その価値を都会に届けよう～ 

 
 
 
 

報告者；株式会社 esaki 

代表取締役 江崎 佑 氏 
 

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６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 
T E L: 01 1- 70 2- 30 00 /F AX :0 11 -7 02 - 95 73 
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合同会社
クレイジーコンサルティング

講師・経営コンサルタント

主催 （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）

お申込み・お問合せ 同上 札幌支部事務局（担当 鈴木） 電話 011-702-3000

酒井 勇貴 氏

酒井氏プロフィール▶経営学修士（MBA) 中小企業診断士 東洋大学大学院経営学研究科講師。老舗産業資材
メーカーにて研究開発業務に従事。その後、独立系ベンチャーキャピタルグループにて家電ベンチャーのEC事業
の立ち上げを行う。自社創業後、新規事業・営業支援の他、IT・IoT導入や人材育成・目標管理制度の導入などの
生産性向上支援にも支援領域を拡大。「メーカー技術者・ベンチャーキャピタル・ベンチャー経営陣」という3つ
の経験および幅広い産業分野に関する知見を武器にした業績向上支援を得意とする。補助金関係や経営マネージ
メントのYouTubeでも多数発信中。

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 江別地区会 令和3年6月例会（オープン例会）

（本社東京都江東区）

代表社員

YouTubeでも
好評配信中

コロナに打ち克つ！新しい経営情報シリーズ第１弾

6.21
(月曜日)

19:00～20:30

江別地区会 会長
柏村章夫

AmbitiousFarm（株）
代表取締役

コーディネーター
江別地区会政策委員長

小西 穣

（株）アグリ＆コミュ
ニティサポート総合研

究所 代表取締役

『江別・北海道の経済に貢献します！』

Zoom開催・無料
全国から参加可能

私たち北海道中小企業家同友会は全国47,000社の仲間で構成する経
済団体の一員であり、北海道内だけで6,000社が所属しています。江
別地区会は30代～70代までの幅広い経営者が所属し、平均年齢は54歳
と比較的若く・元気のあるメンバーです（※全国平均61歳）。北海道
江別市を活動の中心としていますが、今回のような例会はオンライン
を活用し全道・全国からも参加が可能です。

今年度はコロナ禍でも懸命に経営されているベンチャー企業や中小
企業・自営業者の皆さまに、閉塞感を打ち破って頂くための情報発信
を私たち若さ溢れる幹事一同が、頑張って参り
ます！この機会にオープン例会や弊会へどうぞ
ご参加下さい！

お申込み用Googleフォーム▶
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中央⻄地区会 6 ⽉例会(6/22)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) 

●交流・質問タイムを設けますので 

カメラ・マイクをご準備ください。 

   

コロナに打ち克つヒントを掴め! 

オンライン訪問例会 PartⅢ

気がるに会いに行けない今、 
中央西地区会は昨年に引き続き、 

オンラインで会員訪問例会を企画しました。 

企業に訪問した気分で、ここでしか聞けない 

業界や自社の取組みを聞いてまいります。 

もちろん交流タイムもありますよ。 

ビデオ会議システム Zoom にて 
※お申込みいただいた方に 

Zoom の ID をお送りします。 

中央西地区会 6 月例会 

2021 年 5 月 26 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 若月 裕之

℡(011)702-3000 

洋菓子製造販売、 
洋菓子店「スイートハーツナンポ」経営 

★6 ⽉ 15 ⽇(⽕)までにお申込みください 

6 月例会担当幹事：松木剛、加藤真紀、金城錦花、小松洋輔 

（株）北海道建設新聞社 
代表取締役会長 

松木 剛 氏 
北海道建設新聞､北海道建設年鑑､
北海道建設名簿等の発行 

参加費：500 円 
※4～6 月の会合参加費を合算し 

請求書を送付します。 

（株）スイートハーツ 
代表取締役 

南保 圭佐 氏 

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！ 
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■日 時： 6月23日（水） 18:30～20:30
■会 場： 同友会事務局13FホールA・B（定員30名）

※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。6月18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の操作に不安がある方は事務局にご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染の状況で、開催方式が変更になる場合がございます。

〈予定スケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶
18：35 小畑氏報告
19：15 休憩
19：20 グループ

ディスカッション
20：05 発表
20：30 閉会

報告者：社会福祉法人 さっぽろひかり福祉会
おばた ゆき

常務理事
統括事業管理者 小畑 友希 氏

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6月例会のご案内
2021年5月19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：我が社のSDGｓを探そう！
～具体的に何を、いつやるか。いまやっていることは？～

東地区会では、2020年11月例会でSDGsについて学びました。参加者で各社の取り組みについて意見
交換を行い、身近なことがSDGｓにつながっていると感じました。
そこで今回は、道内の福祉事業所がパン製造の腕前を競う「とかち野酵母deチャレンジドパンコンテス

ト」において地域密着、資源循環を実施し2連覇を果たした「さっぽろひかり福祉会」の小畑常務理事よ
り、SDGsに絡めて報告いただきます。是非ご参加いただき、自社の経営に生かして頂ければ幸いです。

東地区会6月例会（6/23）出欠回答用紙 〔回答期限：6/18〕

□ 出 席 （ □会場参加 ・ □Zoom参加 ） □ 欠 席

会社名： 役職： 氏名：

【プロフィール】
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。

※お問い合わせ先（事務局：中村）
TEL：011-702-3000 FAX：011-702-95736



一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部

西・手稲地区会 6月例会

木々の緑が日ごとに色を深めていく昨今、会員の皆様におかれましては益々ご清祥のことと拝

察いたします。

さて、西・手稲地区会6月例会の開催をお知らせ致します。

2010年6月に閣議決定された、「中小企業憲章」。同友会会員の中でもご存じない方が多く、

なかなか自社、自分自身に直結しないのではないでしょうか。しかし、勉強していくうちに「ハマ

る」（個人差あり）。 即効性はないかもしれませんが、噛みしめて行くうちに何かが見えてくる不

思議なモノです。

今回はそんな中小企業憲章をテーマに、同友会札幌支部の政策委員長を務める西田氏にお話

しいただきます。

西・手稲地区会6月例会(6/2４)出欠回答 回答締切日：6/２１

□出席します （□ 会場参加 ・ □ Zoom参加）

□欠席します

企業名 役職 氏名 .
お知り合いの方もぜひお誘いください！

企業名 役職 氏名 .

担当事務局：神谷(011-702-3000) ▼FAX：011-702-9573

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、Zoom配信のみで実施する場合がございます。

2021年5月２６日
(一社)北海道中小企業家同友会
西・手稲地区会 会長 加藤 景

TEL:011-702-3000 / FAX:011-702-9573

中小企業憲章とは何か？ なぜ学ぶのか？

～政策委員会の役割とその運動～

報 告 者 ： 西 田 宙 文 氏
㈱リポートサービス北海道 代表取締役

（同友会札幌支部 政策委員会 委員長）

日 時

参 加 費

会 場

ID PW

6/24(木)  16:30～18:00

無料

デ・アウネさっぽろ２階 ２０４ ＆ Zoom

ミーティングID、パスワードは、回答締切日までに参加登録いただいた
皆様へメールでご案内します。
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 白石・厚別地区会 C グループ例会(6/24)申込書  ※締切 6/22 
 

□出 席 （□会場参加  □ZOOM参加）   □欠 席  
 
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：小西) 

＜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 2 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活かし、業種業態規模に関

わらず結果が出る手法を伝えている。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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！ 

 

2021年5月21日 

白石・厚別地区会 会長 若山 英史（担当Cグループ）  

共育委員会 委員長 村野 篤   

TEL 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×共育委員会 コラボ例会 
 

新型コロナの終わりも見えない中、「カーボンオフセット」や「SDGｓ」にも対応しないといけない。そんなあなたへ、

アフターコロナに対応した組織を構築するための新しいビジネスデザインの勉強法をお話します。学び理解を深め

るためにグループディスカッションも行います。ぜひコロナ禍でお困りの方もお誘い合わせの上、ご参加ください。 

 

＜テーマ＞ 

「組織図を見直すと未来が見える」 

■日時：６月２４日(木) 1８：00～２０：００ 
 

■場所：デ・アウネさっぽろビル２05AB（先着30名）または Zoom 
    （東区北6条東4丁目1-7 ２階） 
    ※申込者にZoomの招待リンクをお送りいたします 

※入場前に体温を測らせていただきます。37.5℃以上の方はZoomでの参加をお願いします。 

※コロナ感染状況によって、内容を一部変更する可能性がございます。ご了承ください。 

■参加費：1,000円（会場費等として、後日請求）     ■回答締切：６月２２日（火） 

 

＜報告者＞ 

（株）リューツー 専務取締役 川原 晋仁 氏 
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