
同友会これからの企画 (2021.9.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

9/1 7:15 東地区会 親睦ゴルフ大会
札幌カントリー
クラブ

.

9/3 16:30
札幌支部経営厚生労働委員会
9月公開学習会

Zoom
テーマ;Withコロナの生活の知恵
報告者;陶氏診療院　院長　陶　恵栄 氏

9/8 16:00 HoPE9月例会 Zoom

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part第2回
テーマ①;北海道の再生可能エネルギーのポテンシャルと
　　　 　その活用に向けた道総研の取り組み
報告者;地方独立行政法人北海道立総合研究機構
　　　産業技術環境研究本部
　　　エネルギー・環境・地質研究所 資源エネルギー部
　　　　　　　　　　　　　　研究参事　北口　敏弘 氏
テーマ②;北海道の地熱ポテンシャル、地熱開発の現状、
　　 　　地熱エネルギー利用と今後の展望
報告者;地方独立行政法人北海道立総合研究機構
　　　産業技術環境研究本部
　　　エネルギー・環境・地質研究所
　　　　　　　　　　　　専門研究主幹　高橋　徹哉 氏

9/10 18:30 中央北地区会9月例会 Zoom .

9/10 18:30 後継者ゼミナール起望峰9月例会
同友会ホールB
またはZoom

テーマ;後継者の皆さんに贈る 先輩経営者から教わった金言
報告者;㈱宝石の玉屋　代表取締役社長　泉　研 氏

9/13 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第5回）

Zoom
テーマ;建設業とコロナ禍
　　　～人材不足を乗り越える働き方改革～
報告者;勇建設㈱　代表取締役社長　坂　昭弘 氏

9/13 18:00 豊平・清田地区会9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

9/15 18:30 中央西地区会9月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;＜補助金申請に役立つ＞マーケティング、
　　　はじめの一歩！自社のSTPを作ってみよう
報告者;㈲トライアド　代表取締役　三原　広聡 氏

9/16 16:00 ゼロカーボン北海道研究会 発会式 Zoom

【発会式】16:00～16:30
【記念セミナー】16:30～18:00
<イントロダクション>
ゼロカーボン北海道研究会　発起人　小野　尚弘 氏
<応援プレゼンテーション>
テーマ;企業が求める再エネ電力と北海道に対する期待
報告者;自然エネルギー財団
　　　　　　　シニアマネージャー　石田　雅也 氏
テーマ;調整中
報告者;CDP Worldwide-Japan
　　　　　　　シニアマネージャー　高瀬　香絵 氏
テーマ;北海道における再エネ（バイオガス発電）事例紹介
報告者;フロー㈱　代表取締役　須藤　貴宣 氏
<パネルディスカッション>

9/16 18:30 東地区会9月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;事業継承に役立った経営指針
報告者;㈱ふじ研究所　代表取締役　弘田　安 氏

9/17 16:00
札幌支部経営厚生労働委員会
感染症対策セミナー

Zoom 報告者;陶氏診療院　院長　陶　恵栄 氏

9/17 18:00 中央西地区会納涼例会
ディノスボウル
札幌麻生店

テーマ;やっぱりリアルが一番!! 晩夏のボウリング大会!!
　　　〜コロナもピンごと跳ね退けて〜

9/21 15:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
9月例会

恵庭市郷土資料
館

テーマ;地域の歴史をひもとく（仮）

裏面もご覧ください
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9/21 18:30 北地区会９月例会
同友会ホールB
またはZoom

テーマ;顔と脳のお手入れで、ビジネスも向上
　　　～コロナ禍の新サービスと人材育成～
講　師;美容家　三城　響子 氏（合同会社 zephyr 代表）

9/22 11:45
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
秋の交流ゴルフ大会

シャムロックカ
ントリー倶楽部

.

9/24 16:00
札幌支部経営厚生労働委員会＆
西・手稲地区会共催セミナー

Zoom

テーマ;昨今のメンタルヘルス問題に関する課題と
　　　　　　　　　　　　　　　　　解決策を知る
報告者;NPO法人コミュネット楽創
　　　　　　　 　　　　　総務部長　本多 俊紀 氏
　　　NPO法人コミュネット楽創
　　　就労移行支援事業所コンポステラ所長　藤原　由貴 氏
コーディネーター;㈱ゆい　事務局長　鹿内　清和 氏

9/27 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第6回）

Zoom
テーマ;家づくりの疑問と地元企業を”むすぶ”場所を目指す
報告者;㈱MUSBUプラットフォーム
　　　　　　　　　　　代表取締役　布広　尚幸 氏

9/27 18:00 白石・厚別地区会9月例会
会場（未定）ま
たはZoom

報告者;㈱JBM Enterprise　代表取締役　馬場　瑞穂 氏

9/27 18:30 江別地区会9月例会 Zoom
テーマ;北海道情報大学
　　　地域連携・産学連携センターとのコラボ例会
報告者;北海道情報大学　経営情報学部 教授　福澤　康弘 氏

9/28 18:00
札幌支部経営厚生労働委員会
事業承継パネルディスカッション

同友会ホール
AB

テーマ;経営者はすべてにおいて策士であれ！
パネラー;㈱宇佐美商会　代表取締役　宇佐美　隆 氏
コーディネーター;㈱レストレイション
　　　　　　 　　　　代表取締役　目黒　久美子 氏

9/29 10:00
全道共育委員会
新入社員フォローアップ研修

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;自分の存在価値を自分で見いだすことで
　　　人間関係の80％はうまくいく！
基調報告1;一般社団法人ちっぷす　代表理事　及川　抄織 氏
テーマ;社会人としての立ち振る舞い
基調報告2;㈱プライムネス　代表取締役　八幡　好洋 氏

9/29 15:00 IT経営部会9月例会 Zoom
テーマ;各社の今を語る～年間3億5千万円を売り上げる
　　　　　　 　　　　　ＷＥＢ集客の秘訣を語る～
報告者;㈱錦屋　代表取締役　今野　裕朗 氏

10/8 13:00 第36回全道経営者“共育”研究集会
グランドホテル
ニュー王子他、
またはZoom

.

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

◆3年ぶりの道研です!ぜひともご参加下さい!◆
＜スケジュール＞
12:00 受付開始
13:00～15:30 分科会：グランドホテルルニュー王子他 またはZoom
15:50～16:15 全体会：グランドホテルルニュー王子他 またはZoom
16:15～17:35  記念フォーラム：YouTube配信

テーマ; 社員との挑戦が明日の「吉村」を創る
～コロナ禍で生きた経営理念～

報告者;株式会社 吉村
代表取締役社長 橋本 久美子 氏

人財サポート課 課長 伊久美 真由香 氏

★記念フォーラムは社員の方、会員以外の経営者も参加できます。

詳細についてのお問い合わせは事務局まで!!
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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 8 ⽉ 20 ⽇ 
(⼀社）北海道中⼩企業家同友会 札幌⽀部 

⽀部⻑ 横⼭ 敏章 
TEL 011-702-3000 

テーマ：「建設業とコロナ禍～人材不足を乗り越える働き方改革～」 

【報告者】勇建設(株) 代表取締役社⻑ 坂 昭弘 ⽒(中央⻄地区会) 

＜概要＞港湾、陸上、空港⼯事に携わり従業員を 98 名抱える同社。2018 年に 3 代⽬に就任した 
坂社⻑は、2017 年に全道初の建設業から健康経営優良法⼈に認定されたことをきっかけに、 
半⽇休暇制度導⼊など中⼩企業のフットワークを活かして業界の課題に挑んでいる。 

 
●と き︓９⽉ 13 ⽇（⽉）13:00〜14:00  
●ところ︓Zoom にて配信      ●参加費︓無料 

テーマ：「家づくりの疑問と地元企業を”むすぶ”場所を目指す」 

【報告者】(株)MUSBU プラットフォーム 代表取締役 布広 尚幸 ⽒(中央⻄地区会) 

   ＜概要＞2017 年起業、翌年宮の沢に”住まいの無料相談窓⼝むすぶ”を開設。併設する“cafestand 
 musbu”は苺パフェやコーヒーを提供し、レンタルスペースを設け、相談窓⼝と思えない佇まいで 
今年 5 ⽉に平岡に店舗を増設している。布広社⻑の思いを形にするための戦略とは。 

 
●と き︓９⽉ 27 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︕(9/13、9/27) 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 5 回（9/13）             □第 6 回（9/27）                

※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︓⼭崎) 
 

第

５

回 

第

６

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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中央西地区会 9月例会 

デ・アウネさっぽろ 203 会議室 
(東区北 6条東 4丁目 1-7 

デ・アウネさっぽろビル２階) 

または 

ビデオ会議システム Zoom 
●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。 

参加費： 1,000 円 
※7～9月の会合参加費を合算し 

 請求書を送付します。 

★
補
助
金
申
請
に
も
役
立
つ
！ 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
基
本
を
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
確
認
し
ま
し
ょ
う 

 
中央⻄地区会 ９⽉例会(9/15)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) 

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！ 

★9 ⽉ 10 ⽇(⾦)までにご回答ください 

2021 年 8 ⽉ 17 ⽇ 
(⼀社)北海道中⼩企業家同友会 札幌⽀部 中央⻄地区会会⻑ 若⽉ 裕之 

担当幹事 福井智明、濱⼝貴⾏、⾦城錦花 
℡(011)702-3000 

9 / 15 (水) 
例   会 18:30 ～ 21:00 

日 時： 

会 場： 

マーケティング 

はじめの一歩！ 

Segmentation 

Targeting 

Positioning 

マーケティングにおいて一丁目一番地とも言える「STP」 
経営指針作成とも密接にリンクしており、 
補助金申請で必ずと言っていいほど求められる事業概要説明作成にも役立ちます。 
アフターコロナを見据え、今からしっかりと準備しておきませんか？ 

報告者： 

（有）トライアド 
代表取締役 三原 広聡 氏 

支部経営指針副委員長 
＜業務内容＞ 
広告制作､業務用各種デザイン(パッケージ等)､ 
企画（食育・環境教育等） 
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2021年9月、北海道中小企業家同友会に新たな組織が誕生します。”ゼロカーボン北海道”
という名を冠する当会は、北海道の自然環境と地域経済の維持発展を両立しつつ地域内経済循
環を実現すべく、各種の再生可能エネルギー、省エネ事業をはじめとした脱炭素に関わる事業
の研究・実践を行うことを目的にしています。

2015年にCOP21(締約国会議)で採択されたパリ協定の後押しもあり、脱炭素社会の実現に
向けて世界全体が加速しはじめました。国内においても、昨年の臨時国会で「2050年までに
脱炭素社会を目指す」と菅総理からの所信表明がなされ、目標設定が明確になりました。

北海道には豊富な再生可能エネルギー資源が賦存しています。地域資源を生かした域内経済
循環を目指し、太陽光や風水力発電などに代表される再生可能エネルギーを創出することは、
地域とともに歩む中小企業の役割ではないでしょうか。

今こそ私達の出番です。地域の特性を生かし、エネルギーシフトの実現と新しい事業の可能
性を追求しましょう。それこそが持続可能な地域づくりにも繋がるはずです。我々が主体性を
持って取り組もうではありませんか。

つきましては下記要項のとおり、ゼロカーボン北海道研究会発会式を執り行います。活動に
ご賛同いただける方、ご興味をお持ちいただけた方はぜひご参加くださいますようお願い申し
上げます。

●発会式プログラム

時間 内容

16:00～16:05
《開会あいさつ》

ゼロカーボン北海道研究会 発起人代表 鈴木 高士

16:05～16:15 《来賓祝辞》

16:15～16:30 《活動方針・活動計画・役員体制などの報告》

16:30～18:00

《記念セミナー》

・イントロダクション

ゼロカーボン北海道研究会 発起人 小野 尚弘

・応援プレゼンテーション

「企業が求める再エネ電力と北海道に対する期待」

自然エネルギー財団 シニアマネージャー 石田 雅也 氏

「※テーマは調整中です」

CDP Worldwide-Japan シニアマネージャー 高瀬 香絵 氏

・北海道における再エネ(バイオガス発電)事例紹介
フロー株式会社 代表取締役 須藤 貴宣 氏

・パネルディスカッション

協力 RE-Users地域連携プロジェクト
（自然エネルギー財団、CDP Worldwide-Japan共同運営）

2021年8月6日
(一社)北海道中小企業家同友会
ゼロカーボン北海道研究会 発起人

鈴木高士、大石清司、小野尚弘、相馬督、武部豊樹

(一社)北海道中小企業家同友会

ゼロカーボン北海道研究会 発会式のご案内
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ゼロカーボン北海道研究会 発会式
参加申込書

申込期限： 2021年9月13日（月） 17時まで

FAX

メール

参加申込書にご記入のうえ、FAX: 011-702-9573宛にご送信ください。

企業名・役職・氏名・所属支部・参加方法(会場参加 or Zoom参加)をご記
入のうえ、以下までお送りください。
E-mail： d-kamiya@hokkaido.doyu.jp

お問い合わせ先 ： 担当事務局 神谷 (札幌事務所)

TEL：011-702-3000

《参加申込書》

企業・団体名

役職
（フリガナ）

氏名

所属支部 支部 参加方法 (会場参加 ・ Zoom参加)

メールアドレス

※Zoom参加をご希望の方にはメールでミーティングIDをお知らせします

【開催概要】

日 時：2021年9月16日(木) 16:00～18:00

会 場：デ・アウネさっぽろ2階205 ＆ Zoom
（札幌市東区北6条東4丁目1番地7）

定 員：30名(会場参加者)

参加費：無料

研究会入会希望の方は、別紙「会員募集のご案内」をご覧ください。6



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９月例会のご案内

◆日時：９月１６日（木）

2021年8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

東地区会９月例会は、「経営指針」「事業継承」という経営者にとっては避けて通れないテーマの例会を企画し
ました。
報告者の（株）ふじ研究所 弘田社長は、先代から後継社長に指名された直後に経営指針研究会を受講。自身

が作った経営理念を社内に広めていく中で自身と会社、社員がどのように変わっていったかを語っていただきます。
また、社内の歴代社長は全て内部昇格という、中小企業では珍しい事業継承の報告もございます。
経営指針の作成や見直し、さらには事業継承に悩まれている皆様、必見の例会です。是非、ご参加ください。

◆会場：同友会事務局１３F ホールA・B（定員３０名）

※Zoom併用 （会場住所：東区北６条東４丁目1-7）

◆参加費：無料
※準備の都合がございます。9月13日（月）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。
※新型コロナウイルス感染状況によっては開催方式が変更になる場合がございます。

東地区会9月例会（9/１６） 出欠回答用紙<9/13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： 「事業継承に役立った経営指針」

報告者：（株）ふじ研究所 代表取締役 弘田 安 氏

〈スケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 弘田氏報告

19：05 質疑応答

19：15 休憩

19：25 グループ討論

20：15 グループ発表など

20：30 閉会

1973年設立。空気調和設備、衛生設備の施工事業を営んでいる。
弘田氏は2019年に事業を承継し、4代目社長に就任。同友会では、2018年に第１５期経営
指針研究会を受講して修了。２０２１年度からは東地区会の幹事を担っている。
『「磨いた設備技術」で地域社会に快適な生活空間を提供し、安心・感動を与える企業を目
指す』という経営理念のもと、活動を行っている。

弘田氏概要⇒
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感染拡大で見えてきた ウイルスの実情と対応 
～Dr.陶が語る 日本と世界の実態～ 

会社名                         役職                 氏名                 

 

 With コロナ時代に向けて 

感染症対策“緊急”セミナー 

2021 年 9 月 6 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 

新型コロナ発生から 1 年以上たった今、陽性者はより身近な所で出てきています。本

委員会の陶副委員長に企業経営者として知っておくべきコロナの知識と、自社の従

業員から陽性者が出てしまった場合の対処方法などの事例をご紹介頂きます。正しく

対処するためにも知識を身に付け、コロナと共に生きていく会社づくりを学びます。質

問を受け付ける時間もございます。 

ゲストの方、社員の方のご参加も大歓迎です。お誘いあわせの上ご参加下さい。 

会社名                             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 感染症対策“緊急”セミナー（9/17） 申込締切：9月 15日(水)18:00 

※お申込み頂いた方に前日までに ZoomURL をお送りいたします。 

※当日はチャットにて質問を受け付けます。参加の際は「氏名 企業名」にしてご参加下さい。 

〈プロフィール〉 

日系三世、中国上海出身。1986 年中国第二軍医大学医学部を卒業し、

上海病院で内科医として、中国医学と西洋医学の療法で 6 年間治療を行う。

1992 年来日し、98 年に北大医学部大学院博士号を取得し卒業。同年当院

を開設。食事、薬膳料理指導、体質改善無料相談あり。同友会入会 2009

年、札幌支部・経営厚生労働委員会副委員長。 

■日 時：9 月17 日（金）16:00～18:00 
■場 所：Zoom 

■参加費：無料 

お知り合いの方もお誘いください！ 

【報告者】 陶氏診療院 

院長 陶 恵栄 氏 

(内科医・感染症専門医) 

〈タイムスケジュール〉 

 

16:00 開会 

16:05 報告 

17:05 質疑応答 

17:55 委員会からお知らせ 

18:00 閉会 
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(ゲーム、シューズ代および景品代として) 
(北区北 40 条西 4 丁目 1-1) 

無料駐車場有 

 
中央⻄地区会 納涼例会(9/17)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) 

＜新型コロナウイルス感染対策および注意事項＞ 
会場は貸切りです。 
レーンを 1 つずつ空け、3 名 1 組でのプレーとなります。 
当日はヘルスチェックシートの記入にご協力ください。 
会場での飲酒や食事はお控えいただき、 
マスク・靴下を着用ください。 
施設の感染予防策への取組みは以下のとおりです。 
・館内施設におけるアルコール消毒の実施 

ボウリングのボールやシューズ・ベンチ、ソファー、 

テーブル、モニター、ドアノブ、等 

・消毒用アルコール液の設置 

館内出入口、各カウンター、 

フロア各所への消毒用アルコール液の設置 

・従業員のマスク着用および体調管理 

従業員のマスク着用、勤務前検温による体調・体温管理、 

定期的な手洗いとアルコール消毒の実施 

・非接触検温器の設置 

・二酸化炭素チェッカーの設置 

・飛沫感染対策にビニールの設置 
 
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により 

内容を変更する場合がございます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

  

  

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★協賛品募集︕お出しいただける⽅はご記⼊ください(品名︓                     ) 
 

 
 

9 / 17 (金) 
例    会 18:00 ～ 20:00 
※懇親会はございません 

リアルが 
いちばん!! 

晩夏のボウリング大会 

 

中央西地区会 納涼例会 

2021 年 8 月 6 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 武山大祐、芳賀直史、河瀬恭弘、天野淳一、目黒久美子 

℡(011)702-3000 

会 場 
ディノスボウル札幌⿇⽣店 3,000 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 

開催 

日時 

★9 ⽉ 10 ⽇(⾦)までにお申込みください 

ボウリング大会で親交を深めましょう！ 

紹介タイムでは是非自社のことや 

皆さんの人となりを教えてください。 

協賛品も当日持参いただけると盛り上がります！ 

なお新型コロナウイルス感染対策は徹底します。 

〜コロナもピンごと跳ね退けて〜 

【開催⽇程変更のお知らせ】 
かねてよりご案内しておりました「中央⻄地区会 8 ⽉納涼例会」は、新型コロナウイルスの道内感染拡⼤

の影響により、以下の⽇程に変更いたします。既にご予定いただいております皆様にはご理解と改めて

ご予定くださいますようお願い申し上げます。 

7 月 14 日 

担当幹事で 

安心・安全に 

プレーしてきました！ 
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札幌支部経営厚生労働委員会 × 西・手稲地区会 共催セミナー

2021年9月6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

西・手稲地区会長 加藤 景

昨今のメンタルヘルス問題に関する課題と解決策を知る

【報告者】
NPO法人コミュネット楽創 総務部長 本多俊紀氏
一般企業から、障がい者就労支援の道へ。今まで数百名の障がい者に一般就労への扉を開くお手伝いをしてきた。
その中で在職中に精神疾患を患い、休職、離職をする方も多い現実に気づき、藤原とともに復職支援事業を行う。
現在は法人全体の管理とともに支援現場のサポート、人材育成にあたっている。

NPO法人コミュネット楽創
就労移行支援事業所コンポステラ 所長 藤原由貴氏

大学卒業後、ソーシャルワーカーとして精神科病院、精神科クリニックで勤務。2011年に現法人のコンポステラにて就
労支援員として入職し、就業・生活相談室からびな、がん・メンタルヘルスリワークセンターLive-Laughにて勤務。
現在はコンポステラにて管理者兼スーパーバイザーとして支援および職員育成等を行っている。

【コーディネーター】
株式会社ゆい 事務局長 鹿内清和氏
大学卒業後、製造業及び建設業に従事していたが34歳の時にうつ病にかかり離職。約10年間闘病するがやりたい
仕事への就職を切っ掛けに症状が改善し回復した。7年前より福祉の支援員として働き、3年前にコンサルとして独立。
現在は株式会社ゆいにて職業紹介及び企業コンサルとして職場改善のアシストを行っている。

多くの職場においてメンタルヘルスに関する対策がなされ、国や自治体も含めた多くのサポート体制が用意さ
れていますが、メンタルヘルス問題が完全に解決したという良い話はあまり聞きません。これほど注目されているに
も関わらずなぜ解決しないのか、その理由は何なのでしょうか。
今回のセミナーでは、実際の現場で復職支援（リワーク）対策に当たっているNPOのご担当者から事例紹

介いただくとともに、解決へ導くための方向性を示唆していただきます。

■日 時：2021年9月24日（金）16:00～18:00
■場 所：Zoom開催

※ミーティングIDや資料などは開催日前日までにメールでお送りいたします。

■参加費：無料

参加申込書 札幌支部経営厚生労働委員会 ×西・手稲地区会 共催セミナー（9/24）
申込締切：9月22日(水)18:00

貴社名 役職 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

▼ご返信はFAX：011-702-9573まで（担当 小西・神谷） TEL：011-702-3000
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（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 

白石厚別地区会 9月例会のご案内 

2021 年 9 月 3 日 
（一社）北海道中小企業家同友会 

白石・厚別地区会 会長 若山 英史 

B グループリーダー 金田 保 

 

 白石厚別地区会 9月例会（9/２７） 締切（9/２０）   

           □参加（□会場・□ZOOM）     □欠席 

  会社名             役職          氏名                           

  会社名             役職          氏名                           

▼お問合わせは同友会事務局（小西）まで TEL：011-702-3000 ▼FAX：011-702-9573 

会合や接待に役立つ飲み会マナー講座 

コロナ禍が長期化し、会食の機会がなかなか得られない状況が続いていま

す。いざコロナが明けた時に備え、会合・接待などの飲食の場で困らないた

めの飲み会マナーを学びましょう！今回は、道北あさひかわ支部から移籍

してきた㈱JBM Enterprise の馬場社長より、会合や接待に役立つ飲み

会マナーについてお話しいただきます。報告後はオンライン上で懇親会を行

います。飲み会マナーを楽しく学び、お店のお弁当をいただきながら親睦を

深めましょう！ 

日時：９月27 日(月)18：０0～2０：00      

会場：Japanese Bａｒ 椛 （定員 10名）または Zoom 
（札幌市中央区南 4条西 5丁目 8  Ｆ-４５ビル７階） 

参加費：500円（後日請求） 

【報告者】（株）JBM Enterprise 代表取締役 馬場 瑞穂 氏 

＜プロフィール＞医療系専門学校を卒業後、多業種の経験を経て独立開業。 2012 年に株式会社 JBM 
Enterprise を設立。飲食店を経営しながら、人材育成コンサルタントとして活動を行うほか、海外留学支援
やベジデコサラダ教室などの事業も展開。主に飲み会マナー講座、接客・接遇・ホスピタリティー研修、若手管
理者研修に重きをおいて活動中。若手社員育成経験が豊富なことから、若手社員育成や管理者研修におい
て若手社員に寄り添った指導方法をレクチャーしている。 

※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。 

※会場参加の方は感染症対策にご協力ください。 

※感染症の拡大状況によって、内容や会場を変更する場

合がございます。予めご了承ください。 

会場参加の方は飲食代 5,000円 

Zoom参加で弁当購入希望の方は 2,000円 

※上記いずれかの方は参加費とは別途お支払い

いただきます。直接現金でお支払いください。 
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～経営者はすべてにおいて策士であれ！～ 

 リアル開催だからこそ話せる！ 

事業承継パネルディスカッション 

2021 年 8 月 23 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 

宇佐美氏は企業のサラリーマンとして就職し、その後父親の会社に入社。後継者指名をしないまま創業者で

ある父親が突然他界。その後なぜか 4 代目社長に就任。財務と心身の双方の苦悩と葛藤を抱えながらも、

自らの信念と理想のもと経営に邁進する。北海道経済では「事業承継」という言葉さえまだ定着してない時

代に事業承継に取り掛かりながら次世代に繋ぐことも自らの学びとし、現在も続けている。 

時の流れと共に、心の中の奥底の想いまで掘り下げてお話ししていただきます。 

貴社名                             役職                 氏名                    

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 事業承継パネルディスカッション（9/28） 申込締切：9月 23日(木)18:00 

 

※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る開催の可否については支部の方針に従います。会合開催の基準に人数制

限が設けられた場合は申し込み順で対応させていただきます。また、リアルでの開催が難しくなった場合は開催を延期

することがございます。ご了承下さい。 

【パネラー】 

（株）宇佐美商会 代表取締役 宇佐美 隆 氏 

〈プロフィール〉小樽商科大学卒業後､住友金属鉱山(株)に入社。その後、父親の会社､(株)宇佐美商会に入社

し、２代目３代目を経て４代目の社長に就任。同業者と経営統合し、純粋持株会社ユーコットホールディングス

(株)を設立。昨年まで同友会札幌支部の支部長を務め、現在は同友会副代表理事としてご活躍中。 

【コーディネーター】 

（株）レストレイション 代表取締役 目黒 久美子 氏 

■日 時：2021 年9 月28 日（火）18:00～20:00 
■場 所：同友会ホール AB（先着40名） 

（東区北 6 条東 4 丁目 1-7 13 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：1,000円（後日請求） 
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