
同友会これからの企画 (2021.10.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

10/1 16:30
札幌支部経営厚生労働委員会
10月公開学習会

Zoom
テーマ;人材確保と組織力
　　　～最高のチームを作るリーダーの在り方～
報告者;シオンテクノス㈱　代表取締役社長　村野　篤 氏

10/4 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第7回）

Zoom
テーマ;コロナでも道外へ飛び出す！
　　　～ブルーオーシャンの新戦略とは～
報告者;㈱内池建設　代表取締役　内池　秀敏 氏

10/5 14:00
第９期経営者大学 パートⅢ
「北海道論」コース 第1講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道・北東北の縄文遺跡群を巡る旅
講　師;北海道大学大学院 文学研究院
　　　　　　考古学研究室 教授　小杉　康 氏

10/8 13:00
第36回全道経営者“共育”研究集会
　　　　　　　　　 　　　in苫小牧

Zoom ★締め切りました。

10/8 13:00 豊平・清田地区会10月例会 Zoom 第36回全道経営者“共育”研究集会in苫小牧

10/13 8:03
西・手稲地区会
秋の親睦ゴルフ大会

真駒内カント
リークラブ

.

10/13 14:00
第９期経営者大学 パートⅢ
「北海道論」コース 第2講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;箱館戦争からコロナ禍まで
　　　～創業142年、老舗企業の歩みから～
講  師;五島軒　取締役会長　若山　直 氏

10/13 16:00 HoPE10月例会
道総研プラザま
たは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 partⅡ 第3回
テーマ①;地域新電力のリアル、課題と可能性
報告者;ローカルエナジー㈱　専務取締役（鳥取・米子）
　　　㈱中海テレビ放送　取締役
　　　　　　　経営企画室長　森　真樹 氏
テーマ②;(新)事業に必要なエネルギーを自社で作りたい！
　　　 　妄想から構想へ
報告者;㈱北翔　代表取締役　清水　誓幸 氏

10/14 14:00
全道政策委員会
Webセミナー

Zoom
テーマ;インボイス制度学習会
　　　～概要と中小企業への影響を学ぶ～
講　師;RITA税理士法人　代表社員　山美　幹生 氏

10/14 18:30 中央西地区会10月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;THE・雑談会～経営者はおしゃべりしたい

10/18 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第8回）

Zoom
テーマ;二度の戦争を乗り越えた企業に学ぶ
　　　コロナとの付き合い方
報告者;橋谷㈱　代表取締役社長　橋谷　秀一 氏

10/19 18:30
第31回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom
テーマ;成田昌幸の作り方・動かし方
ホスト;㈱レアックス　代表取締役社長　成田　昌幸 氏

10/20 18:30 白石・厚別地区会10月例会
同友会ホール
ABまたは
Zooｍ

テーマ;激論！アフターコロナでどう変わる？
　　　皆さんで未来予想をしてみましょう？

10/20 14:00
第９期経営者大学 パートⅢ
「北海道論」コース 第3講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道漁業の現状と課題
講　師;公益財団法人函館地域産業振興財団
　　　副理事長・北海道立工業技術センター長　安井　肇 氏

裏面もご覧ください



10/22 15:00
札幌支部共同求人委員会
第４回採用勉強会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;動画やHPによる、自社の魅力発信！
報告者;㈱アイ建築工房　専務取締役　濱木　幸浩 氏
　　　 ㈱アイ建築工房　主任クリエーター　今　抄希 氏
　　　 ㈱井上技研　工事部事業推進課主任　石村　美貴 氏

10/22 19:00
女性経営者部会10月例会
（8月例会復習会）

Zoom
テーマ;ジェンダーギャップ指数を上げるため、
　　　わたしたち中小企業にできること
　　　～具体的課題を見つけよう！～

10/25 18:30 北地区会10月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;社員とのよりよい関係づくりに不可欠な
　　　 "聴く力"を学ぶ
講　師;マイコーチングオフィス　代表　中村　舞 氏

10/25 18:30 江別地区会10月例会 Zoom
テーマ;中小企業が今取り組むべきDX～基礎と実践～
講　師;㈱シーサイド　代表取締役　永井　孝 氏

10/26 13:30
全道共育委員会
入社3年目研修

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;3年目の壁を突き破ろう！
報告者;㈱恒栄工業　代表取締役　上原　伸也 氏
先輩社員報告;㈱和光 キモノハナパセオ店
　　　　　　　　　　　　店長　近岡　丈裕 氏

10/27 18:30 農業経営部会10月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;ファクトフルネスの見地で俯瞰し、
　　　語り合う 「明るい農業の未来」
講　師;㈲トライアド　代表取締役　三原　広聡 氏

10/27 14:00
第９期経営者大学 パートⅢ
「北海道論」コース 第4講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道農業を考える
講　師;浜中町農業協同組合　会長理事　石橋　榮紀 氏

10/28 18:00 共育委員会　公開学習会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;1on1ミーティングの基本講座
　　　～経営者と社員の対話を実践的に学ぶ
講　師;コミュニケーション・デザイン研究所
　　　　　　　　　　　　　　　所長　北原　義昭 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 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 9 月 3 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：「コロナでも道外へ飛び出す！～ブルーオーシャンの新戦略とは～」 

【報告者】（株）内池建設 代表取締役 内池 秀敏 氏 (中央西地区会) 

＜概要＞1980 年に室蘭で設立。建築業・不動産業を中心に営業している。2018 年に新規事業 

「戦略倉庫」を発表。高品質・低コスト・短納期を売りに 1,000 通りのシミュレーションから理想の 

倉庫・工場を提案し、急成長を遂げている。 
 

●と き：10 月 4 日（月）13:00～14:00  

●ところ：Zoom にて配信      ●参加費：無料 

 

テーマ：「二度の戦争を乗り越えた企業に学ぶコロナとの付き合い方」 

【報告者】 橋谷（株) 代表取締役社長 橋谷 秀一 氏 (白石・厚別地区会) 

   ＜概要＞創業 126 年の同社で、4 代目として会社を引き継ぐ橋谷氏。同友会の経営指針作成を通して

自社のあり方を再認識。コロナ禍でも基本理念はブレることなく、変化すべきことを実践している橋

谷氏の 200 年目へ存続させるための戦略とは？ 
 

●と き：10 月 18 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！(10/4、10/18) 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７回（10/4）             □第８回（10/18）                                    

※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) 
 

第

７

回 

第

８

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。 

 



 
2023年 10月 1日より導入される「適格請求書等保存法式（インボイス制度）」に

向けていよいよ本年 10月 1日より「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が開

始されます。インボイス制度の導入により、以下のような影響が懸念されています。 
 
■課税売上高 1,000万円以下の免税事業者についても課税事業者への選択を迫られ
る恐れがあります。 

 
■仕入れ・外注費等で、免税事業者への支払について原則として仕入税額控除ができ
なくなります（納付消費税額が増える）。 

 
■「適格請求書発行事業者」については、請求書等の記載要件が増えるとともに、イ
ンボイスの発行や保存等さまざまな義務が生じます。 
 

■インボイス制度に対応した会計システム・販売管理システム・請求書発行システム
への改訂が必要となります。 

 
我々の企業経営に大きな影響を及ぼすインボイス制度の概要と問題点、中小企業へ

の影響、開始に向けて準備すべきこと等について学びます。 
 
 

 

 

■日 時 ： １０月１４日（木） １４：００～１５：３０ 

■形 式 ：  ZOOM  ※ZOOM情報は前日までにメールでお送りします。 

             

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                     

  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

政策委員会 インボイス制度学習会 （10/１４）  ＜参加申込書＞ 
 

 

 
 

企業名：                              役職：                     氏名：                         

支部名：                              メールアドレス：                                               

『インボイス制度学習会』   

【講 師】RITA税理士法人  代表社員  山美 幹生 氏（札幌支部） 

 

 

 

 

 

 

 

      

政策委員会 Webセミナー 

～概要と中小企業への影響を学ぶ～ 
 

【返信先】FAX：０１１-７０２－９５７３                  メール：info@hokkaido.doyu.jp 

※１０月８日（金）までにご返信ください。

  

参加無料 

２０２1 年９月 24 日 
一般社団法人北海道中小企業家同友会 

政策委員会 委員長 本田 哲  
事務局 TEL：０１１-７０２-３０００ 

 

□ ZOOMで参加します 



●カメラ・マイクをご準備ください。 

 

日 時： 

10 月14 日(木) 

18:30〜20:30 

会 場：同友会事務所ホール	
(東区北 6 条東 4 丁目 1-7 デ・アウネさっぽろビル 13 階) 

またはZoom 

会 費：500 円  
※10 月〜12 月の会合参加費を合算し請求書を送付します。 

コロナ前は当たり前のようにできていた 
例会の合間での雑談や、例会後の懇親会。 
何気なく会話した中から経営に役立つ 
ヒントが得られることも多かったその機会も 
コロナ禍で激減してしまいました。 
会員の皆さん、雑談に飢えていませんか？ 
いっしょにおしゃべりしましょう！ 

こ ん な と き だ か ら こ そ 。 

★10 ⽉ 7 ⽇(⽊)までにご回答ください 

2021 年 9 月 14 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 神野裕三、山下美保子、小松洋輔 

℡(011)702-3000 

中央西地区会 10 月例会 

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！ 

 
中央⻄地区会 10 ⽉例会(10/15)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) 



●タイムスケジュール● 

18：30 開会挨拶 

18：35 グループディスカッション（20 分×3 回） 

19：45 全体報告 

19：55 お知らせ・閉会挨拶 

20：00 閉会 

 白石・厚別地区会 
１0月例会のご案内 

2021 年 9 月 27 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 

C グループリーダー 中田 貴司 

 

 白石厚別地区会１０月例会（１０/２０） 締切（１０/１5）   

□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 

激論！アフターコロナでどう変わる？ 

「皆さんで未来予想をしてみましょう？」 

「我々はワクチン以外に、変わる必要があるのか？」「人流以上にコミュニケーションが激減していることが大問題！」

「コミュニティが極端に閉鎖的になっている！」等々、最近“しゃべり足りない”と思っている貴方へ！！  

未来を予想して、何をやるか宣言しましょう。 

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！ 

 

日時：10/20 (水) 18:30～20:00 
参加費：500円（後日請求） 

会場：同友会ホールＡＢ（先着 24名）Zooｍ併用 

 
※札幌支部の方針により、開催形式を変更する場合

がございます。ご了承ください。 

※当日欠席の方はキャンセル料 500 円請求させていた

だきます。ご了承ください。 

※参加費は 10~12 月分を１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。 



 

 
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 10月例会 

社員とのよりよい関係づくりに不可欠な  

"聴 く力 "を学ぶ  

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

 2021年 9月１７日   

北地区会  会長  小野 浩二 

 

マイコーチングオフィス  

代表   中村 舞 氏 （中央東） 
 
いま注目されている１on１

ミーティングを行うために

は「対話の基本」を理解す

る必要があります。 

コミュニケーションを取り

づらい今だからこそ、効果

的なコミュニケーションに

ついて学びましょう！ 
 

＜講師プロフィール＞ 

北見市生まれ。北海道拓殖銀行・北洋銀行勤

務を経て、その経験を活かし政府系法人へ転職。

2005 年にコーチングと出会い CTC プロコー

チ養成スクールを卒業。その後、スクールのプロ

グラム開発、企画運営に携わり、インストラクター

として活躍。 

2008 年マイコーチングオフィス設立。“社員

のやる気を引き出す”研修会など講師を務める。 

  １０／２５  北地区会１０月例会 出欠回答用紙 【締切：10/21（木）】 

【企業名】                        【役職】                【氏名】                      

【企業名】                        【役職】                【氏名】                      

□出席します。（□Zoom参加  ・  □会場参加） □欠席します。 

1on1とは？ 

部下の成長を促すため上司と部

下が１対１で行う対話のこと 

 

■日  時： １０月２５日（月）１８:３０～２０:３０ 
■形  式： 同友会ホール AB または Zoom 

（札幌市東区北 6 条東 4-1-7 デ・アウネさっぽろビル 13 階） 

※会場参加は定員 50 名とさせていただきます。 

※社会情勢により、完全オンライン開催になる場合がございます。 

 

 

≪メールアドレス≫                                                                              

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

参加無料 



株式会社 シーサイド
代表取締役

講師・DX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

永井 孝 氏

永井氏プロフィール▶静岡県沼津市出身 デジタルと営業を繋ぐ分野にて一貫して従事。WEB広告・制作会社、
広告代理店、飲食、通信、環境事業等の多岐に渡る経験を経て、WEB運用、広告代理業を中心に独立。各社のプ
ランナーとしても共同事業を幅広く推進。2018年4月静岡県産業振興財団専門家登録 2018年8月法人化「株式会
社シーサイド」設立。現在はデジタルマーケティング事業、MA（マーケティングオートメーション）導入推進と
運用代行事業を中心に展開。上場企業・中堅製造業・中小企業等、あらゆる企業へDXを中心としたコンサルティ
ングや営業システム運用代行を行っている。

（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10月例会（オープン例会）

（本社 東京都品川区）

営業シーンや工程管
理のDX推進に、全国
を飛び回っています!

コロナに打ち克つ！新しい経営情報シリーズ第2弾

10/25
(月曜日)

18:30～20:30

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・北海道の経済をもっと元気に！』

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▶

お申込み締切り・10/20



3年目の壁を

突き破ろう！

入社3年目研修のご案内
2021年9月21日

（一社）北海道中小企業家同友会
全道共育委員長　安井 清吉

Webでも受講できます
（オンライン環境のない方は

ご相談ください）

入社から3年。仕事には慣れてきたものの、自分の姿が想像できず“壁”にぶつかる時期です。

本講座では入社3年目の社員を対象に、経営者の期待や3年目の壁を悩み乗り越えた先輩社員の経験を聞き、これまでの

経験や今の悩み課題を語り合うことで、次のステップへの一歩を踏み出す機会としてまいります。

日　時：

会　場：

参加費：

：

札幌本部ホール、各社 zoom
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

5,000 円

対　象：入社3年目前後の社員

定　員：札幌会場 30名・オンライン併用

10 26月 ～日（火）13：30　17：00

（受講生 1 人当たり）
※参加費は申込確認後、請求書を送付いたしますのでお手配ください 
※締切日以降のキャンセルは全額申し受けます

※新型コロナウイルスの拡大によっては、オンラインに変更する場合があります

札幌会場以外は原則オンラインですが、各社のオンライン環境に不安がある方はご相談ください開催方法

聴　講：経営者の聴講は無料です（講演、オンラインのみ）

研修スケジュール

経営者、先輩社員がサポートする充実したグループ討論

13：30 開会挨拶

13：35 経営者報告

14：25 先輩社員報告

14：50 報告者への質疑応答

15：10 休憩

15：20 グループ討論

16：30 グループ報告

16：45 サポーターからの感想

17：00 閉会

〇報告者 〇先輩社員報告

株式会社恒栄工業

上原　伸也 近岡　丈裕
代表取締役 キモノハナパセオ店 店長

氏（札幌支部） 氏（札幌支部）

1978年設立。資本金5,000万円　従業員数29名

事業内容/冷暖房・空調・給排水衛生・リニューアル工事、ガス工事業。

北海道大学卒業後、銀行員を経て㈱恒栄工業入社。2018年、代表取締

役就任。札幌支部共同求人委員長。

毎年新卒者を採用するために働く職場環境の整備を進め、新入社員教育

なども力を入れている。
北海道同友会共育委員会が主催するセミナーはグループ討論に会員経
営者、経験豊富な先輩社員が参加し討論をサポートします。
他社の社員との意見交換と合わせて充実した内容になっています。

設立1950年　資本金5,800万円　従業員数29名(パート等含む)。和装品
卸売事業、コート・宝飾・バッグ卸売事業 、着物レンタル・小売事業、リ
サイクル着物事業。近岡氏は北見工業大学卒業後、2008年㈱和光入社。卸売事
業の営業を経て、現職に就任し活躍中。同友会大学60期卒業。

（20代の方）

2021年度 入社3年目研修会　参加申込書

問い合わせ：TEL011-702-3000 ／同友会事務局（担当 磯野・鈴木）

mail：kyo-iku@hokkaido.doyu.jp

会社名

No 参加者氏名 氏名ヨミガナ 部署・職種 年齢

1

2

会場・Web

会場・Web

参加方法
（〇印をお付けください）

担当者名 TEL

メールアドレス

011-702-9573▼返信先 FAX

今後の研修予定

※ご記入のアドレスに資料・Zoom ID をお送りします

締切 / 10 月 20 日

株式会社和光



（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 

農業経営部会１０月例会のご案内 

 
2021 年 8 月 20 日 

（一社）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 

 農業経営部会１０月例会（１０/２７） 締切（１０/２５）   

           □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（松本）まで TEL：011-702-3000 ▼FAX：011-702-9573 

ファクトフルネスの見地で俯瞰し、語り合う 

「明るい農業の未来」 

新感染症の影響もあり、先の見えない世界および国内経済ですが、世界はどこに向かうのでしょうか？ 

様々な環境の変化はどのような意味を持ち、どのような影響をもたらすのでしょうか？２０１１年に執筆されたマット・リ

ドレーの名著「繁栄」をテキストに、ファクトフルネスの見地から「楽観的だけど明るい農業像」を皆さんと話し合います。 

前半がテキスト共有、後半がグループ討論となります。 

日時：10 月27 日(水) 

     18：30～21：00      

会場：同友会ホール A・B

（Zoom併用） 

参加費：無料 

 

 

【報告者】有限会社 トライアド 代表取締役 三原 広聡 氏 

プロフィール 

２００３年創業、流通関連の広告や中小企業のマーケティングおよびプロモーションを担当。同友会では２０１２年
より経営指針委員。経営指針成文化のサポートを行う傍ら、例会でマーケティング講座を多数開催。２０１４年より誰

でも参加できる「しろくまマーケティング Cafe」を月例開催中、現在会員数４８名。 

【タイムスケジュール】  
 

18:30 開会・部会長挨拶   

18:35 マットリドレーの「繁栄」とファクトフルネスの世界 

 「データと科学が農業の世界を前進させる」 

19:30 質疑応答   

19:45 グループ討論（45 分）   

 「感じたこと、未来に向けた提言と提案」 

20:30 グループ発表 

21:00 閉会  

※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。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、 

全面オンライン開催に変更することがございます。ご了承下さい。 
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