
同友会これからの企画 (2021.7.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

7/1 18:00 第69期同友会大学第25講 Zoom
テーマ;組織とリーダーシップ
講　師;小樽商科大学大学院　商学研究科
　　　　　　　　　　　　　　教授　西村　友幸 氏

7/2 16:30
札幌支部経営厚生労働委員会
7月公開学習会

Zoom
テーマ;ゲーム理論を通じて様々な変化に備えるビジネス戦略
報告者;㈱シオンテクノス　常務取締役　村野　充 氏

7/7 18:00 第69期同友会大学第26講 Zoom
テーマ;「学習権宣言」の今日的意義
講　師;北海道大学大学院　教育学研究院
　　　　　　　　　　　　　　教授　宮﨑　隆志 氏

7/8 8:30 西・手稲地区会  親睦ゴルフ大会
ツキサップゴル
フクラブ

.

7/9 18:30 後継者ゼミナール起望峰7月例会 Zoom
テーマ;事業承継前に考える保険の「ほ」
報告者;㈱ジャパン インシュアランス エージェント 札幌支店
　　　　　　　　　　　　　　　　　壽時　康成 氏

7/12 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第1回）

Zoom
テーマ;起死回生の業態転換！居酒屋から宅配寿司へ
報告者;㈱SARUNOMA（うぉんたな）
　　　　　　　　　代表取締役社長　松森　拓 氏

7/13 18:30 中央西地区会7月例会 Zoom テーマ;オンライン会議をやってみたくなる秘訣 伝えます!!

7/14 17:30
札幌支部組織・企画委員会
Guide to the Doyu

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;私と同友会
報告者;横山製粉㈱　代表取締役　横山　敏章 氏

7/14 18:00 豊平・清田地区会７月例会 Daruma Hall
テーマ;タクシー会社の挑戦〜地域密着から活路を見出す〜
報告者;平岸ハイヤー㈱　代表取締役社長　神代　晃嗣 氏

7/14 18:00 HoPE7月例会
北海道総合研究
プラザまたは
Zoom

ー産学官連携入門講座ー
テーマ①; 山本強の産学連携塾
パーソナリティー;北海道大学 産学・地域協働推進機構
　　　　　　　　　　　　　　　特任教授　山本　強 氏
塾生;北海道大学 産学・地域協働推進機構
　　　　　　　産学協働マネージャー　城野　理佳子 氏
テーマ②;HiNTで技術開発・新事業創出のヒント発見！
活動紹介;国立研究開発法人産業技術総合研究所
　　　　　　北海道センター所長代理　佐々木　正秀 氏

7/15 13:00 農業経営部会7月例会

北ルート:髙野農
場・ジョージ農
園
南ルート:ファー
ムみやざわ・か
ねこ農園

テーマ;頑張る、そして夢中になる。
　　　農業にかけるみんなの取り組み

7/15 15:00 IT経営部会7月例会 Zoom
テーマ;各社の今を語る
　　　～賃貸マンション建築業の現状とITの課題～
報告者;㈱テスク　代表取締役　丹　英司 氏

7/15 18:00
白石・厚別地区会
情報セキュリティ勉強会第1回例会

白石区民セン
ター

講　師;合同会社オークニック　代表社員　笹川　伸之 氏

7/15 18:00 中央南地区会7月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102Aまたは
Zoom

テーマ;5分でお話します！私の近況報告

7/15 18:30 江別地区会7月例会
ホテルリボーン
野幌または
Zoom

テーマ;会社を存続させていく為に取った選択は多角化経営
報告者;クリーンハウス㈱　代表取締役　渡辺　祐介 氏

裏面もご覧ください

1



7/15 18:00 第69期同友会大学第27講 Zoom
テーマ;支えあう職場の関係づくり
講　師;北海道大学　名誉教授　間宮　正幸 氏

7/16 18:30 北地区会7月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;企業経営とエネルギーシフト
　　　～建物の断熱改修と木質バイオマス利用～
報告者;すがさわ法律事務所　代表弁護士　菅澤　紀生 氏

7/16 18:30 女性経営者部会7月例会 Zoom
テーマ;社員から旅行会社社長へ そして,コロナ禍の奮闘
報告者;㈱遊プラン　代表取締役社長　板東　千洋 氏

7/17 11:00 南地区会7月例会
吉田農場　札幌
パークゴルフ石
山

.

7/19 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第2回）

Zoom
テーマ;チームワークでコロナを乗りきる！
　　　～新千歳空港からの報告～
報告者;㈱小笠原商店　代表取締役社長　小笠原　琢 氏

7/19 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
7月例会

Zoom
テーマ;地域に必要とされる鍼灸院として
　　　　　　　　　　　　明るい未来を創造する
報告者;㈱アルガママ　代表取締役　久保　大輔 氏

7/21 18:00 共育委員会 公開学習会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102Bまたは
Zoom

テーマ;1on1ミーティングの基本講座
　　　～よりよい関係づくりに不可欠な"聴く力"を学ぶ～
報告者;マイコーチングオフィス　代表　中村　舞 氏

7/21 18:30 白石・厚別地区会7月例会 Zoom

中小企業ができるコロナ対策！
我々が受けられる支援施策を学ぼう！
テーマ;会員企業の危機管理！こんなにあった国の支援施策！
報告者;よしだ労務管理事務所　代表　吉田 泰彦 氏

7/21 18:00 第69期同友会大学第28講 Zoom
テーマ;教育の本質とは何か
講　師;中小企業家同友会全国協議会　顧問　国吉　昌晴 氏

7/26 18:30 中央北地区会7月例会 Zoom テーマ;オンライン交流を通じて元気になろう！

7/28 13:30 東地区会7月例会 Zoom

テーマ;コロナ禍で苦しむ若者の声を”聴く”
　　　学生との交流から、コロナで変わる
　　　　　　　「企業のあり方」を考える
　　　～札幌大谷大学2年生との
　　　　　　　　　　　オンラインセッション 第４弾～

7/28 16:30 西・手稲地区会 7月例会
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;社員教育を語る“共育”への取り組みと課題
報告者;㈲札幌すこやか介護サービス
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　内田　薫 氏
　　　㈱ティーピーパック　代表取締役　池川　和人 氏
コーディネーター;㈱レイジックス
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　敬禮　匡 氏

7/29 18:00 第69期同友会大学第29講 Zoom
テーマ;わが社の社員教育と企業づくり
講　師;㈱ライナーネットワーク
　　　　　　　　　　　　取締役会長　安井　清吉 氏

会社名

氏　名

お役職

連絡先℡

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

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　℡011-702-30002



1 1/18(月)

【単 元 Ⅰ】　経 済 と 中 小 企 業　　　 ◅講義時間は18時～21時の3時間 

2 1/21(木) 激動する世界経済をどう見るか 北海道大学 名誉教授 佐々木　隆生 氏

3 1/28(木) 中小企業憲章と中小企業振興基本条例 (一社)北海道中小企業家同友会 代表理事 守　 和彦   氏

4 2/5(金) 【公開講座】転換期の日本経済 京都大学 名誉教授 岡田  知弘 氏

5 2/9(火) < フィールドワーク型研修 > 「中小企業は地域に根ざして生きる」

  ※見学中止、会場講演のみへ変更 環境開発工業 (株) 取締役統括部長 渡辺  隆志氏

6 2/18(木) 北海道農業の現状と課題 浜中町農業協同組合 会長理事 石橋　榮紀 氏

7 2/25(木) 北海道資本主義発達史 北海学園大学                   名誉教授 小田　 清   氏

8 3/3(水) 北海道観光と地域づくり (一社)倶知安観光協会 前会長 本田　 哲   氏

9 3/11(木) 北海道の風土と文学 北翔大学教育文化学部 客員教授 森　 一 生  氏

　

10 3/17(水) 地球環境とエネルギー問題 酪農学園大学農食環境学群 教授 押谷 　一   氏

11 3/25(木) 地球の起源と生命の誕生 北海道大学大学院理学研究院 教授 倉本　 圭   氏

12 4/1(木) 情報化社会と人間 北海道大学産学・地域協働推進機構 特任教授 山本　 強　 氏

13 4/7(水) 人類の起源と社会の進化 北海道大学アイヌ・先住民研究センター 教授 加藤  博文 氏

14 4/15(木)
【公開講座】
ポストコロナ時代の健康なまちづくり

近藤　克則 氏

15 4/23(金) 日本国憲法の歴史的意義と課題 札幌学院大学法学部 教授 伊藤　雅康 氏

16 4/28(水) 企業とは何か～会社法を学ぶ～ 田中燈一法律事務所 弁護士 田中　燈一 氏

17 5/6(木) 債権の管理と回収 札幌フロンティア法律事務所 弁護士 後藤　雄則 氏

18 5/13(木) 改正民法と中小企業 花形法律事務所 弁護士 花形　 満   氏

19 5/19(水) 労働法の基礎知識 北海学園大学法学部 教授・弁護士 淺野　高宏 氏

20 5/27(木) ビジネスとデザイン戦略 札幌市立大学 名誉教授 酒井  正幸 氏

21 6/2(水) 決算書の読み方 RITA 税理士法人 税理士 山美　幹生 氏

22 6/10(木) 経営分析のＡＢＣ RITA 税理士法人 税理士 山美　幹生 氏

23 6/18(金) 中小企業のマーケティング戦略 小樽商科大学大学院商学研究科 教授・副学長 近藤　公彦 氏

24 6/24(木)
【公開講座】
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？～

エイベックス（株）
（愛知中小企業家同友会　相談役理事）

代表取締役会長 加藤　明彦 氏

25 7/1(木) 組織とリーダーシップ 小樽商科大学大学院商学研究科 教授 西村　友幸 氏

       

26 7/7(水) 「学習権宣言」の今日的意義 北海道大学大学院教育学研究院 教授 宮﨑  隆志 氏

27 7/15(木) 支えあう職場の関係づくり 北海道大学                     名誉教授 間宮  正幸 氏

28 7/21(水) 教育の本質とは何か 中小企業家同友会全国協議会     顧問 国吉  昌晴 氏

29 7/29(木) わが社の社員教育と企業づくり （株）ライナーネットワーク 取締役会長 安井　清吉 氏

30 8/4(水) 幹部社員の任務と役割 サンマルコ食品（株）   代表取締役社長 藤井  幸一 氏

9/15(水) 卒　　業    式　　　18:00～

入    学    式　　　18:00～

第69期同友会大学 カリキュラム

【単 元 Ⅱ】　北 海 道 論

【単 元 Ⅲ】　科　学　と　人　間

【単 元 Ⅳ】　現　　代　　と　　法

【単 元 Ⅴ】　経 営 戦 略 と 企 業 づ く り

【単 元 Ⅵ】　人　間　と　教　育

千葉大学予防医学センター　　　　　　   　 教授
国立長寿医療研究センター　老年学評価研究部長
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2021年6月１７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

7/８ 西・手稲地区会親睦ゴルフ大会 出欠回答用紙 （回答締切：6/26）

□ 参加します □ 欠席します(カート： □希望する ・ □希望しない)

▼FAX送信先：011-702-9573

≪お問合せ先≫
TEL ：011-702-3000（担当：神谷）
E-mail：d-kamiya@hokkaido.doyu.jp

会社名 役職 氏名 （HC: ） .

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

親睦ゴルフ大会のご案内

西・手稲地区会の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび西・手稲地区会では親睦ゴルフ大会を企画いたしました。こんな時

だからこそ皆で明るく楽しみましょう！

皆様お誘い合わせのうえ、ぜひ参加ください。

＜親睦ゴルフ大会開催要領＞ 担当：中川

■日 時： ７月８日（木） 8：30集合 9:06スタート

■料 金： キャディー付き徒歩 ９,８００円

２人乗りカート ５,５００円（1台/別料金）

■場 所： ツキサップゴルフクラブ
（清田区有明４１２－５） ☎０１１－８８１－６７０１

■参加費： １,０００円（景品代に充てます）

プレー終了後、コンペルームにて表彰式を予定しております。

食事は各自でおとりください。

お風呂は営業しております。

会社名 役職 氏名 （HC: ） .

※マスク着用・手指消毒など、新型コロナウイルスの感染予防を行ってください。
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札幌支部 連続企画 

コロナ時代の経営戦略！ 
～会員企業の実践から学ぶ～ 

 
 

2021年 6月 17日 
(一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

支部長 横山 敏章 
TEL 011-702-3000 

 

テーマ：「起死回生の業態転換！居酒屋から宅配寿司へ」 

【報告者】（株）SARUNOMA（うぉんたな） 代表取締役社長 松森 拓 氏 

  ＜概要＞昨年の春、狸小路で経営していた居酒屋がコロナに直撃された。このままではつぶれる・・・。 
すぐに融資を受け、従業員の雇用を守るために新規事業に参入する決断をした。         
 

●と き︓7月 12日（月）13:00～14:00  
●ところ︓Zoom にて配信      ●参加費︓無料 

 

テーマ：「チームワークでコロナを乗りきる！～新千歳空港からの報告～」 

【報告者】（株）小笠原商店 代表取締役社長 小笠原 琢 氏（千歳・恵庭・北広島・長沼地区会） 

  ＜概要＞1968年設立。新千歳空港内にてお土産品を扱う老舗店。早くから通販事業に力を入れ、コロナ 
で空港を利用する客が激減する中で、着実に売り上げを伸ばしている。 
 

         
●と き︓7月 19日（月）13:00～14:00  
●ところ︓Zoom にて配信      ●参加費︓無料 

 

札幌支部 コロナ時代の経営戦略︕(7/12、7/19) 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（7/12）             □第 2回（7/19）                                    
※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・米木) 
 

第

１

回 

第

２

回 

ウィズコロナ、ポストコロナと続く時代を見据えて、どのような経営を行うか。 
会員企業の実践報告から新しい時代を生き抜くヒントを探ります。 
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※お申込みいただいた方に 

  Ｚｏｏｍの ID をお送りします。 

※7～9 月の会合参加費を合算し 

請求書を送付します。 

 
中央⻄地区会７⽉例会(７/13)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) 

●グループワークをしますので、カメラ・マイクをご準備ください。 

 ＰＣやタブレットでの参加をお勧めします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

昨年から急速に進んだ会議のオンライン化。 
当初リアルの代替と思われていましたが、今後コミュニケーションに⽋かせないことが想定されます。  
今回は担当幹事が経験した失敗事例から、会議が上⼿くいくポイントを凝縮してお伝えします。 
例会内で操作する機会もありますので、参加したら明⽇から⾃社でやってみたくなるかも︕︖ 

中央西地区会 7 月例会 

2021 年 6 月 23 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 

担当幹事 鈴木暁彦、芳賀直史、大槻政哉、加藤真紀、小原木聖 

℡(011)702-3000 

【こんな経験がある方 一緒に学びましょう！】  

○参加はできるが、自分で開催したことがない 

○会議や打合せでプレゼンする場面がある 

○正直、オンラインに苦手意識がある 

会 場 ビデオ会議システム Zoom 

7 / 13 (火) 

例    会 18:30 ～ 20:30 

1,000 円 

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！ 

参加費 

【テーマ】 

オンライン会議をやってみたくなる秘訣 

伝 え ま す !! 

開催 

日時 

★７⽉６⽇(⽕)までにお申込みください 6



【タイムスケジュール】

17：30 開会／挨拶

17：35 概要説明

17：40 横山支部長報告

18：25 休憩

18：30 グループ懇談

19：15 グループ発表

19：30 閉会挨拶・閉会

2021年6月14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 久保 毅仁
事務局TEL：011-702-3000

こんな方に

おススメです

「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の皆様

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。
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！

札幌支部オリエンテーション

7/14 Guide to the Doyu 参加申込書 （締切7/8）

FAX返送先：011-702-9573 (担当:中村)

【企業名】 【役職】 【氏名】

オリエンテーションに参加します→ □ 会場参加 ・ □ Zoom参加

【連絡先メールアドレス】

◇テーマ：「私と同友会」

◇と き：7月14日（水） 17：30～19：30

◇ところ：デ・アウネさっぽろビル13階 ホールA・Bまたは Zoom
（札幌市東区北6条東4丁目1-7）

◇参加費：無 料

◇報告者：横山製粉（株） 代表取締役 横山 敏章 氏
（札幌支部長、白石・厚別地区会）

※Zoomで参加される方は、後ほど参加するための招待リンクをお送りします。
※会場に車でお越しの方は、デ・アウネさっぽろ専用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感染状況によって開催方式などの変更がある場合がござ
います。 ご承知おきください。
※その他、ご不明な点がありましたら事務局までお問い合わせください。

★2020年4月以降にご入会された方にご案内しております。

★入会を検討されている経営者の方のご参加も大歓迎です。
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会場
①Zoomによるオンライン参加（定員100名）

②道総研プラザ1階セミナールーム(使用不可の場合あり)
(札幌市北区北19条西11丁目 TEL:011-747-0200）

テーマ①： 「山本強の産学連携塾」

パーソナリティー：北海道大学産学・地域協働推進機構特任教授

先進ITプロトタイプ研究部門 AI活用マーケティング研究部門 山本 強 氏

塾生：城野理佳子氏 (北海道大学産学・地域協働推進機構産学協働マネージャー)

山本氏プロフィール／1953年北海道夕張郡長沼町生まれ。1978年北大・工・電子修士修了。同年
富士通入社。1982年北大工学部電気工学科講師、情報工学科助教授、大型計算機センター教授、情報科学研究科教
授などを経て2019年より現職。この間、情報基盤センター長等を経て、2012年4月から産学官連携本部副本部長兼任。
HoPEでは運営委員会委員長を務めた。工学博士。

テーマ②： 「HiNTで技術開発・新事業創出のヒント発見！」
活動紹介：国立研究開発法人産業技術総合研究所北海道センター

所長代理 佐々木正秀 氏

プロフィール：東京電機大学工学部卒業、北海道大学大学院工学研究科修了 博士（工学）、
工業技術院北海道工業開発試験所入所、産業技術総合研究所 エネルギー利用研究部門を経て、現在に至る。
NEDOニューサンシャインプロジェクト（石炭液化）に従事、その後、重質炭化水素資源の水素化分解、二酸化炭素を用
いた木質系バイオマスの新規糖化法の開発等を行ってきた。

※どなたでもご参加いただけます。

お問い合せは：北海道中小企業家同友会事務局（担当：小村）

〒060-0906   札幌市東区北6条東4丁目1-7 デ・アウネさっぽろビル13階

TEL：011-702-3411   FAX：011-702-9573

7/14 (水)
開催

日時
18:00～ 19:30

産学官連携 HoPE

HoPE 7月例会のご案内HoPE 7月例会のご案内
コロナ禍を乗り越え新たなビジネスに踏み出すために、産学官連携の役割が改めて注目されています。そこでHoPEでは「産

学官連携入門講座」を企画しました。

企業が大学との産学連携に取り組もうとするときに、まず「大学とは何か。」を知ることが大切です。そこで山本強氏から

「大学研究者が見る産学連携」についてお話しを頂き、その後、城野氏との対談形式で具体的な産学連携について解説

します。 さらに「産学官連携の総合窓口」として情報の集積と発信を行っている、HiNT(Hokkaido Intelligent Network 

Terminal＝Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト)について、事務局の佐々木正秀氏より紹介頂きます。ぜひご参加下さい！

参加費
無料 （交流会はございません）

参加申込書 FAX、もしくはメールにてお申し込みください。申込先➢ hope@hokkaido.doyu.jp

オンライン参加の方に、ZoomミーティングIDをお送りします。メールアドレスをご記入ください

■送信先メールアドレス ： ＠

(一社)北海道中小企業家同友会

産学官連携研究会 HoPE

代表世話人 清水誓幸 山本一枝

締切 7/7（水）

HoPE8月例会／8月１１日(水)18：00より開催します。詳細は追ってご案内いたします。

Zoom ・ 来場 有・無

Zoom ・ 来場 有・無

ー産学官連携入門講座ー
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2021年6月9日
一般社団法人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
TEL:011-702-3000

早いもので今年も折り返し地点の頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、農業経営部会7月例会では、農場指針研究生そして修了生の農場見学に伺います。

当日は北ルートと南ルートの2コースに分け、それぞれ2箇所ずつ見学させていただきます。

農場指針が今後の農場づくりにどのように生かされるのか、また、経営内容の改善や自らの取り組

みにどのように向き合っているかなど、見学と合わせてぜひ聞いてみましょう。

北ルート 引率：葛西さん

13：00～13：40 髙野農場（髙野龍一さん）

14：00～14：40 ジョージ農園（江﨑佑さん）

南ルート 引率：蘆田さん

13：00～13：40 ファームみやざわ（宮澤徳夫さん）

14：00～14：40 かねこ農園（金子昌平さん）

ルート終了後 三木田に集合

15：00～15：40

㈱三木田 （三木田佑介さん）

15：40～16：00

全体での意見交換など

16：00 解散

日 時 ：7月15日(木) 13：00～16：00

参加費 ：無 料

※当日は現地集合です (１３：００集合)

北ルート ： 髙野農場 ・ 南ルート ： ファームみやざわ

集合場所の詳細は、お申し込みいただいた方々にお知らせします。

企業名 役職 氏名 .

『がんばる、そして夢中になる。農業にかけるみんなの取り組み』

(一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部

農業経営部会７月例会のご案内

□出席します

□欠席します

農業経営部会 ７月例会(７/１５) 締切：７/１２

（□北ルート希望 ・ □南ルート希望 ・ □どちらでも良い）

申し込み人数が偏った場合、希望ルートの変更をお願いする場合がございます。

企業名 役職 氏名 .

お知り合いの方もぜひお誘いください！

《FAX返信先➡ 011-702-9573》
担当事務局：神谷(011-702-3000)
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目的 ・「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」に沿って、各社の情報 

セキュリティポリシーを作成する 

・「情報セキュリティ 10大脅威 2021」を題材に身近な情報セキュリティの脅威を学ぶ 

・参加者の情報セキュリティに関する疑問を解消する 

講師 合同会社オークニック 代表社員 笹川 伸之 氏 

スケジュール 2021年７月より毎月１回 18:00～20:00（全８回） 

第２回以降は、第１回時に参加者の都合で調整します。 

参加対象者 同友会会員及び会員企業従業員（複数名の参加可） 

※参加者の変更は極力避けて下さい。 

会費 １社 4,000円（会場費等全８回分、後日請求いたします） 

募集期間 
6月 30日(水)18：00まで（MyDoyuまたは FAXでお申込みください） 

※MyDoyuでお申込みの方は、連絡欄にメールアドレスをご記入ください。 

白石・厚別地区会 

のご案内 
2021年 6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 若山 英史 

TEL：011-702-3000 

第 1回例会 

日時：7 月15 日(木) 18：00～20：00 

会場：白石区民センター集会室 A 

    （白石区南郷通 1丁目南 8 白石区複合庁舎 5階） 

※第 1回例会は必ずご出席ください。 

※新型コロナの状況によっては Zoom を併用しますが、原則会場でご参加下さい。 

※マスク着用、手指の消毒など感染症対策にご協力下さい。 

白石・厚別地区会 情報セキュリティ勉強会 参加申込書 

 

会社名                                              

お役職          お名前          メールアドレス                   

お役職          お名前          メールアドレス                   

▼FAX 011-702-9573（担当事務局 小西） 

この度「情報セキュリティ勉強会」を開催いたします。 

詳細は以下の要領をご確認の上、ぜひお申込みください。 

10



 
中央南地区会 7月例会 

～5 分でお話します！私の近況報告～ 

(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 

コロナ禍で人と話をする機会が減ってしまった方も多いのではないでしょうか。 

中央南地区会 7月例会ではご自身の近況を語り合っていただく交流例会を企画しました。 

地区会内で交流し、お互いの情報交換を行いましょう。新会員の方、最近同友会から足が遠のいていた

会員の方も是非ご参加ください。お申し込みをお待ちしております！！ 

7 月15 日(木) 

18:00～20:00 

--------------中央南地区会 7 月例会（7/15)   回答締切：7 月 13 日（火）-------------- 

□出席します(会場・オンライン)  □ 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 

日程 

時間 

～例会注意事項～ 
1． 参加者全員が報告者となります。 

2． 自己紹介を行った後、ご自身の近況をご報告していただきます。 

3． 報告時間は 1人 5分を予定しています。 

4． 報告内容は仕事、趣味どのようなものでも構いません。 

会場 デ・アウネさっぽろビル 102A または Zoom 

※コロナウイルス感染拡大状況によって開催形式を変更する場合がございます。 
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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７月例会 
会社を存続させて行く為に 

取った選択は多角化経営 

とき：７/15(木)  18：30～20：30  （21：00～懇親会） 

【例会】ホテルリボーン野幌（Zoom 併用）（東野幌本町 6-43JR 野幌駅南口前） 

※入場定員は２０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。 

【希望者のみで懇親会を開催】カフェバーALES（野幌町 48-14 ブロックビル 2 階） 

参加費：3500 円（会場で申し受けます） 

※懇親会はコロナウイルス感染拡大状況によって開催を見送る場合がございます。 

     あらかじめご了承ください。 
 

商品価値が様々な現代ビジネスを乗り越えていく為には変化に柔軟に対応していく能力が必須。                         

多様化していく社会で自分たちがどの様な取り組みを行ったのか？成功例、失敗例など組み合わせながら、 

今後の事を含めお話しいただきます。また、異業種Ｍ＆Ａの実態と難しさもお話し下さいます。 

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７月例会(7/15)出欠回答 

□出席 →(□会場 ・ □Zoom) → （任意懇親会  □出席します ）   

□欠席 

 

クリーンハウス株式会社  

代表取締役  渡辺 祐介 氏 

会社プロフィール/設立 1991 年、資本金 5,000 万、従業員数 502
人。岩見沢に本社を持ち（2019 年移転）介護事業（13 カ所）、保育
サービス事業（5 カ所）、飲食業（8 カ所）、温浴・ホテル業等（3 カ
所）、食品製造販売事業（4 カ所）、ガソリンスタンド・洗車場事業（2
カ所）、発電事業（3 カ所）、職業紹介事業、不動産事業等、合わせて
9 事業を運営している。 
渡辺氏プロフィール/三笠市出身、趣味；一人キャンプ、将来の夢；ワ
イナリー運営、2005 年クリーンハウス株式会社入社、2011 年専務
取締役就任、2019 年 代表取締役社長就任  

2021年６月１7日 江別地区会 会長 柏村 章夫 

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

※〆切７/12(月) 

例会無料 
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親睦パークゴルフ大会 
南地区会恒例 

南地区会会員の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染の影響が収まらない中、日々奮闘

されていることと存じます。 

さて、南地区会 7 月例会は、毎年恒例のパークゴルフ大会です。 

久々に皆さまで顔を合わせる場となります。この機会にコロナ禍での情報交換などを行いながら親睦

を深めましょう。 

また、ゲストの方の参加も大歓迎です！是非ともお誘いあわせの上、ご参加くださいませ。 

南地区会 7 月例会 
 

 

日 時：7 月1７日 (土) 11:00～12:30 

会 場：吉田農場 札幌パークゴルフ石山 
(札幌市南区石山 816 ℡：011－593－3300) 

会 費：2,000 円(プレー、クラブ、景品代ほか)  

※締切後のキャンセルは、キャンセル料を頂戴する場合がございます。 

(申込締切：7 月１２日(月)) 

※コロナ感染対策をとっていただき、ご自身の体調とあわせてご参加ください。 

※新型コロナ感染症の状況によっては開催を見合わせる場合があります。 
 

★無料送迎バス★ 

10:30 真駒内中学校グラウンド横 発 

南地区会７月例会出欠回答（7/17） ※7/12 締切 

□ 参加します （□送迎バス利用有  □送迎バス利用無） 

□ 参加しません 
 

会社名                    役職          氏名              

ゲスト 会社名               役職          氏名              

FAX 返信先／同友会事務局 FAX 011-702-9573 （担当：中村 ℡011-702-3000） 

 
  

〈スケジュール〉 

11:00 開会 

      パークゴルフ開始 

12:20 表彰式 

      

12:30 現地解散 

     (真駒内行き送迎バス出発) 
 
※スケジュールは変更になる可能性が

ございます。 

 2021 年 6 月 22 日 
一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部  

南地区会 会長 髙島 幸志朗   
TEL 011-702-3000 FAX 011-702-9573 

景品もご用意して

皆様のご参加をお待

ちしております！！ 

 

13



 
 

 

 

 

 

 

7 月例会は 2021 年 4 月にご入会された、ナツメ堂鍼灸院の久保大輔さんより、鍼灸院として地域

社会との関わり、またコロナ禍での治療院経営や対策などのお話をしていただきます。 

 

 

 

 

 

                            

  

 
 

 
 昭和 48年白老町生まれ。大学在学中に 1年間のワーキングホリデー留学（オーストラリア）

を経て、卒業後は熊本県の動物園（カドリードミニオン）に飼育係として勤務した時に鍼灸業
界と出会う。平成 17年に札幌市で国家資格を取得し、その後釧路市の「あんずの種」（同友会

くしろ支部会員）で副院長として 7年の勤務を経て、平成２３年恵庭市で「ナツメ堂鍼灸院」
を開業（のち法人化）。家族は奥様と子ども三人と愛犬。 

と き：７月１９日（月）１８：３０～１９：３０ 

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７月例会（７/１９）出欠回答 【締切 7/15】   

 
 

□ 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) 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 

【テーマ】  

地域に必要とされる鍼灸院として 

明るい未来を創造する 
 

報告者；（株）アルガママ 

代表取締役 久保 大輔 氏 

（ナツメ堂鍼灸院 院長） 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会７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 ： 恵 庭 エ リ ア 
T E L: 01 1- 70 2- 30 00 /F AX :0 11 -7 02 - 95 73 
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札幌支部白石・厚別地区会７月例会(７/21)申込用紙 締切 7/19  

会社名                    お役職                 氏名                   

 
 
 

▼FAX 返信先 011-702-9573(担当：小西) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白石・厚別地区会７月例会のご案内 

2021 年 6 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 若山 英史 
担当 D グループ 

TEL：011-702-3000 

中小企業ができるコロナ対策！ 
我々が受けられる支援施策を学ぼう！ 

                                
     
市場がまったく変わったコロナ禍。この状況下で我々経営者は、限られた経営資源で生き残りを掛け

て自分達の会社を成長させ、継続していかなければなりません。しかし、経営基盤となる資源は勝手

に降って湧いてくるものではありません。日本経済を支える中小企業の活動力が国力となる。『経世

済民＝国をなして民を救う』。新しい市場で活躍し地域、国を盛り上げるためにも、改めて国からの支

援施策を会員相互で勉強しましょう！自由に議論する時間もご用意いたします。ぜひ、お知り合いの

方もお誘いあわせの上、ご参加ください！ 

7/21(水) 
18：30～20：00 

 
 

開催 

概要 

＜テーマ＞ 

会員企業の危機管理！ 

          こんなにあった国の支援施策！ 
＜報告者＞ 

よしだ労務管理事務所 代表 吉田 泰彦 氏 

Zoom開催 
参加費1,000 円 

（会場費等として、後日請求） 

※当日欠席の方はキャンセル料 1,000 円請求させていただきます。ご了承ください。 
※参加費は 7~9 月分を 10 月にまとめて請求させていただきます。 
※当日までに Zoom のミーティング ID をお送りします。 Zoom に不安のある方は事務局までご連絡ください。 

 

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！ 
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中央北地区会 7月例会 7/26（月）  ※回答締切：7/23(金) 
 

      例会に   □ 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：土田) 
 

 

緊急事態宣言、まん延防止対策にうんざりしていませんか？ 

中央北地区会 7 月例会ではコロナ禍から元気になっていただけるような例会を企画しま

した。「最近良かったこと or 頑張っていること」をテーマに語り合い、地区会内での交流を

深めましょう！皆様是非ご参加ください！！ 

～例会注意事項～ 

1. 参加者全員にご報告していただきます。 

2. 報告テーマは「仕事で最近良かったこと or頑張ったこと」 

「プライベートで最近良かったこと or頑張ったこと」の 2つです。 

3. 報告時間は 1人 1 テーマにつき 5分程度を考えています。 

4. 参加者をいくつかのグループに分け、グループごとに話し合ってい

ただきます。 

2021年 6月 28日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 

中央北地区会会長 杉本 英範 

日時 

会場 

7 月26 日（月） 18:30～20:00 

参加費 オンライン開催 無料 
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2021 年 6 月 16 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 

 

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 7 月例会(Zoom 開催)のご案内 

コロナ禍で苦しむ若者の声を”聴く” 
学生との交流から、コロナで変わる「企業のあり方」を考える 
～札幌大谷大学 2 年生とのオンラインセッション 第４弾～ 

東地区会の継続事業でもある「札幌大谷大学との交流会」も、今年で第４弾です。企業の社会的意義を研究する、という意
図で行われている大学の講義に同友会東地区会がコラボした企画です。 
地域と関わる実践的な活動を通して、主体的な学びと発信の姿勢を学ぶ「札幌大谷大学 社会学部地域社会学科」２年生 

約３０名とのオンライン交流例会を行います。今、コロナ禍で就職の不安を抱える学生たちの生の声を聞き、問いに答えることで、
コロナによって変わっていく「これからの企業の在り方」や「地域の将来」について考える機会となります。今回もコロナ禍でもあるため、
オンライン（Zooｍ）にて行います。 
是非ご参加いただき、学生に向けて中小企業の存在意義や働く意義を経営者の「生の声」として届けていただきたく思います。 

■日時：７月２８日（水） １３：３０～１６：3０ 

■会 場： 各自の PC、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  

※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。  

※学生と Zoom でブレイクアウトセッションを行いますので、カメラ・マイ

ク付きの機材でご参加ください。  

※グループ分けを行いますので、ニックネームなどではなく、企業名・氏名

を分かるようにしてご参加ください。 

※雑音が入らない場所でご参加ください。  

※その他不明なことがありましたら、事務局までご連絡ください。 

 

東地区会７月例会（7/28） 出欠回答 〈回答締切 7/19〉 
※大学側に事前に参加企業の名簿を提出し、準備してもらう都合上、締切後の申し込みは受けかねます。予めご承知おきください。 

 

□参加します        □欠席します 

 

会社名・役職・氏名                                                                

 

 

 

 

 
 

※お問合わせ：同友会事務局(担当：中村) TEL：011-702-3000 ■ FAX：011-702-9573 

参加学生は８月２日（月）から順次、「地元の企業研究」として企業への訪問または Web でのヒアリングを行います。  
受け入れ可能な企業はチェックをお願いいたします。 （日程調整などの詳細は別途、学校側よりご連絡します）  
 

●学生の訪問・ヒアリングを ⇒   □受け入れ可能 
 
※受け入れ可能な方には、連絡を取るための必要な情報を大学側にお伝えいたしますが、ご了承ください。  

～スケジュール～ 

13：30 開会・趣旨説明  

13：32 岡部先生よりお話  

13：40 グループ交流 テーマ①  

14：30 グループ交流 テーマ②  

1５：２0 グループ交流 テーマ③ 

※各グループ交流間で 10 分休憩  

1６：１0 まとめの時間  

（学生・先生からコメント）  

1６：30 閉会 

 

テーマ： 
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（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部

2 0 2 1 年 6 月 2 5 日
西・手稲地区会 会長 加藤 景

【報告者】

（有）札幌すこやか介護サービス 代表取締役 内田 薫 氏

業 務 内 容 ： 介 護 事 業 及 び 高 齢 者 向 け 住 宅 の 運 営

社員数：94名（パート含む）

（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

社員数：31名

【コーディネーター】

（ 株 ） レ イ ジ ッ ク ス 代 表 取 締 役 敬禮 匡 氏

業務内容：飲食店経営、外国人観光対応コンサルティング

社員数：47人（パート含む）

7月例会は、地区会の会員企

業の2名を報告者に迎え、社

員教育について学びます。社

員教育は企業の経営を左右す

る非常に重要な要素であり、

社員の成長なくして企業の発

展は不可能です。しかし、多く

の企業が社員教育に課題を抱

えています。

「人を生かす経営」、「共育」の

意義を確認するとともに、2

社の取り組みや課題を共有し、

自社の社員教育に活かしてい

きましょう！

日 時 ：7/28(水) 16：30～18：30

参加無料

会 場 ： 北海道中小企業家同友会 ホールA
（札幌市東区北6条東4丁目1番地7 デ・アウネさっぽろビル13階）

または Zoom （ミーティング情報は後日お知らせします。）

7/28 西・手稲地区会7月例会 出欠回答用紙 （締切：7/26）

□ 出席します

□ 欠席します

(□ 会場参加 ・ □ Zoom参加)

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！

▼FAX送信先：011-702-9573

≪お問合せ先≫
TEL ：011-702-3000（担当：神谷）
E-mail：d-kamiya@hokkaido.doyu.jp

会社名 役職 氏名 .

※会場の収容率に余裕をもたせ3密を避けます。マスク着用、手指の消毒などに留意します。

会社名 役職 氏名 .
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