
同友会これからの企画 (2021.11.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

11/1 14:00
第９期経営者大学パートⅢ
「北海道論」コース 第5講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道文学散歩
講  師;釧路工業高等専門学校 創造工学科
　　　一般教育部門　教授　小田島　本有 氏

11/5 16:30
事業承継勉強会
札幌支部経営厚生労働委員会
11月公開学習会

Zoom
報告者;弁護士法人札幌英和法律事務所
　　　　　　　副所長弁護士　田中　康道 氏

11/5 18:30 後継者ゼミナール起望峰11月例会
同友会ホールB
またはZoom

テーマ;自社紹介  ～創業者から託された理想の会社像～
報告者;㈱リペアサービス　専務取締役　岩泉　賢治 氏

11/8 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第9回）

Zoom
テーマ;世界自然遺産に建つ  秘境知床の宿 ”地の涯”
報告者;㈲しれとこ村　代表取締役　桂田　精一 氏

11/9 14:00
第９期経営者大学パートⅢ
「北海道論」コース 第6講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;北の産業革命「炭鉄港」～北海道100年の歩みから～
講  師;NPO法人炭鉱の記憶推進事業団
　　　　　　　　　　　　理事長　吉岡　宏高 氏

11/10 18:30 中央西地区会11月例会 Zoom

テーマ;地区会の若手士業会員が語る-三士業クロストーク-
パネリスト;下川原法律事務所　弁護士　下川原　慎吾 氏
　　　　　 税理士法人吉田会計事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　税理士　岡本　覚 氏
　　　 　　ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人
　　　　　　　　 　　　　　代表社員　山本　祐一郎 氏

11/10 19:00 東地区会 Zoom大ザツダン会 第2弾 Zoom .

11/10 16:30 HoPE11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4回
テーマ;省エネ住宅づくりと太陽光発電について
報告者;武部建設㈱　代表取締役　武部　豊樹 氏

11/15 16:00 西・手稲地区会11月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室205
またはZoom

テーマ;働きがいのある会社ランキングトップ企業の
　　　社長講話から、最先端の「人を生かす経営」を紐解く
解説者;㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏

11/15 18:30 北地区会・共同求人委員会コラボ例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;人材確保のマル秘！コロナ禍の求人動向を探る！
報告者;㈱エッセンシャル　代表取締役　村田　功太 氏
　　 　㈱恒栄工業　代表取締役　上原　伸也 氏

11/16 18:00 共育委員会 創造力UP講座
デ・アウネさっ
ぽろ会議室102
またはZoom

テーマ;創造力UP講座
　　　～富良野GROUPの演劇人が演出すると、
　　　　　　　　　　　　　「経営」の世界観が変わる
講　師;富良野GROUP　久保　隆徳 氏

11/16 18:30 江別地区会11月例会
勤労者研修セン
ターまたは
Zoom

テーマ;あなたの質問力が、人間関係を変える
　　　～自分自身のコミュニケーション力を上げよう～
講　師;実践心理学者・経営コンサルタント・質問道場長
　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　北原　義昭 氏

11/17 13:00 無二の会11月全体例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102Aまたは
Zoom

テーマ;中小企業Ｍ＆Ａの譲渡側経営者の心情
報告者;北原中小企業診断士事務所　所長
　　　北原電牧㈱　元社長　北原　慎一郎 氏

11/17 18:00 中央南地区会11月移動例会
八軒会館・
SHIN MARTま
たはZoom

テーマ;旅行業から新しいチャレンジへ！
報告者;㈱四季の旅　代表取締役　鄭　眞旭 氏

11/17 14:00
第９期経営者大学パートⅢ
「北海道論」コース 第7講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;人口減少、無子化、超高齢化の中、北海道が、
　　　「札幌から崩れていく」構図に
　　　　　　　　　　　ストップをかけられるか？
講　師;㈱北海道田舎プロデュース　代表取締役
　　　北海道田舎活性化協議会　総括プロデューサー
　　　　　　　　　　　　　　　　　大山　慎介 氏

裏面もご覧ください
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11/18 18:00
札幌支部組織・企画委員会
Join to the Doyu

札幌ビューホテ
ル大通公園また
はZoom

テーマ;さぁ、これからだ！未来を感じる価値ある同友会
ナビゲーター;㈱札幌10区ミルフルール
　　　　　　　　　　　　代表取締役　川田　貞美 氏
アプリの説明;㈲ホクレア行政書士佐々木ひとみ事務所
　　　　　　　　　　代表取締役　佐々木　ひとみ 氏
プレゼンター;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏
　　　　　　㈱恒栄工業　代表取締役　上原　伸也 氏
　　　　　　㈱Pay it Forward
　　　　　　　　　　　　代表取締役　佐藤　文昭 氏
　　　　　　シオンテクノス㈱
　　　　　　　　　　　代表取締役社長　村野　篤 氏
　　　　　　㈱リポートサービス北海道
　　　　　　　　　　　　代表取締役　西田　宙文 氏
　　　　　　㈱防災コンサルタント
　　　　　　　　　　代表取締役社長　馬場　暁子 氏
　　　　　　㈱遊プラン　代表取締役　板東　千洋 氏

11/24 18:30 東地区会11月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;「あっ」と驚く施策で会社経営も、地域貢献も！
　　　～危機を乗り越え、明日へ〜
報告者;㈱リベラル　代表取締役　島貫　法幸 氏

11/25 13:30
インクルーシブ委員会
障がい者雇用を通して企業づくりを
考えるフォーラム

Zoomウェビ
ナー

テーマ;我が社の障がい者雇用
　　　～『絶対に無理』からの
　　　　　　　　　　誰もが働きやすい環境への挑戦～
報告者;㈱オグネット　代表取締役　小串　康博 氏
パネリスト;北海道小樽高等支援学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　学校長　松浦　孝寿 氏
　　　　　北海道札幌稲穂高等支援学校　教諭　西野　護 氏
コーディネーター;㈱ユーファースト
　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　吉岡　俊史 氏

11/25 14:00
第９期経営者大学パートⅢ
「北海道論」コース 第8講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;北海道開発の過去・現在・未来
講  師;北海道大学公共政策大学院　客員教授　小磯　修二 氏

11/26 18:00
全道オープン例会
農業経営部会11月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205ABまたは
Zoom

テーマ;このままでいいの？生産者と消費者
　　　～農産物の「価値」を考える～
講　師;㈱eumo　代表取締役　新井　和宏 氏

11/26 18:00
札幌支部オープン例会
女性経営者部会11月例会＆望年会

札幌パークホテ
ルまたはZoom

テーマ;AIとの近未来 ～私たち人間の役割はどう変わる⁈
報告者;富士通㈱　理事 首席エバンジェリスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　五輪男 氏

11/26 18:00 南地区会11月例会 澄川地区会館
テーマ;自社について語ります―新会員報告例会Part2―
話題提供;㈱セラビ　代表取締役　川端　英司 氏

11/30 18:30 中央北地区会11月例会
北海道海鮮炉端
居酒屋よいとこ
ろ

テーマ;異業種への挑戦でウィズコロナの波を軽快に泳ぐ
報告者;太陽旅行㈱　代表取締役　高橋　博音 氏

11/30 18:30
第32回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom
テーマ;コロナで一変した業務用米と小売の現状
ホスト;㈱札米　代表取締役社長　亀井　勇弥 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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中央⻄地区会 11 ⽉例会(11/10)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) 

※10～12 月の会合参加費を合算し 

請求書を送付します。 

●グループ討論をしますので、 

カメラ・マイクをご準備ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年 10 月 7 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 
担当幹事：熊谷 知直、福田 直之、金城 錦花 中央西地区会 11 月例会 

三

士

業 

ク
ロ
ス
ト
ー
ク 

アフターコロナに向けて、 
⼠業が中⼩企業に貢献できることを語り尽くします 

今回は企業に関わりの深い、三⼠業の若⼿会員が集結︕ 
パネルディスカッション⽅式で縦横無尽に各⼠業の役割を掘り下げ
てまいります。質問を事前に受け付けますので、普段は聞けない 
皆さんの疑問を、ぜひこの機会にお寄せください︕ 

開催 

日時 11 / 10(水) 

参加費 

会 場 ビデオ会議システム Zoom 

◆弁護⼠ 下川原 慎吾 ⽒ 
(下川原法律事務所) 

◆税理⼠ 岡本 覚 ⽒ 
(税理⼠法⼈吉⽥会計事務所) 

企業、個人、医業など幅広い

顧客をもつ。2010 年より   

未知の会に所属、49 才。 

◆  ⼭本 祐⼀郎 ⽒ 
( ) 

働き方改革など自社実践を 

企業支援に活かす。 

2010 年同友会入会、50 才。 

例 会 18:30 ～ 20:30 

【コーディネーター】札幌総合法律事務所 
弁護⼠ 福⽥ 直之 

−地区会の若⼿⼠業会員が語る− 

一般民事及び企業法務に 

注力し、社外取締役も務める。 

2009 年同友会入会、46 才。 

★11 ⽉ 2 ⽇(⽕)までにご回答ください 

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 

1,000 円 

＜パネラーに聞いてみたいこと募集中 こちらにご記入ください＞ 
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西・手稲地区会11月例会出欠回答 (11/15)

□出席します

会社名 役職 氏名

ご返信先／同友会事務局 FAX 011-702-9573 （お問合せ先：担当事務局 神谷 ☎011-702-3000）

働きがいのある会社ランキングトップ企業の社長講話から、

最先端の「人を生かす経営」を紐解く

北海道中小企業家同友会 札幌支部

5/25に共同求人委員会主催で開催した企業変革学習会でご講演いただいた、

鹿児島同友会副代表理事で、株式会社現場サポートの福留社長の講演ビデオ

をご覧いただき、同社が実践する社員尊重経営の考え方や最先端の事例を

「人を生かす経営」という観点で、池上彰、ではなく敬禮匡がわかりやすく

解説します！

会場

○デ・アウネさっぽろ 2F205
(札幌市東区北6東4丁目1-7 )

○Zoom

11/15 (Mon.)
開催
日時

無料

参加費

西・手稲地区会 11月例会開催のご案内
2021年10月15日

西・手稲地区会 地区会長 加藤 景
例会担当幹事：共同求人委員 敬禮 匡、三井 尚子

16:00 ～ 18:00

（□ 会場参加 ・□ Zoom参加）

□欠席します

回答締切日 11月11日 18:00

Zoomミーティング IDは、例会前日までにメールでお知らせいたします。

創業して4年たった2009年に離職率が27％となり、「将来を描けない会社では社員は頑張れない」と痛感した福

留氏は、経営指針成文化セミナーに参加。経営指針の成文化、社員への共有、新卒採用、社員共育と様々なこ
とに取組んだ結果、直近4年間の離職者は0。
ハード面もソフト面も取り組むことで、学生に選ばれる企業になるという福留氏の実践からヒントを学びましょう。

（株）現場サポート 代表取締役 福留 進一氏 （鹿児島同友会会員）

【会社概要】

設立2005年。 資本金1,600万円、年商7億2,000万円（2021年6月見込）、

社員数60名（うちパート3名）。

事業内容//建設業向けパッケージソフトウェアやクラウドサービスの企画・開発・販売・サポート、 及び

付随するコンサルティング・業務受託

ユースエール認定企業（九州第一号）

5/25開催 全道共同求人委員会 企業変革学習会 案内状より
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2021 年 10 月 15 日 

北地区会 会長 小野 浩二 

共同求人委員長   上原 伸也   

 

【報告者】 

（株）エッセンシャル   代表取締役   村田 功太 氏 （中央南） 

 ＜プロフィール＞ 

札幌篠路高校卒。立教大学卒。都内 IT ベンチャー入社。その後、株式会社リク

ルート入社。北海道に転勤。2019 年株式会社エッセンシャル設立。 

業務内容は採用のトータル支援（採用代行、採用動画・HP 制作、人材紹介、求

人広告代理店など） 

2020 年 11 月、同友会に入会。共同求人委員会、未知の会などで活動中。 

 

 

日  時 ： １ １ /15 （ 月 ） 18：30 ～ 20：３０ 
会  場 ： 同友会事務所 ホール AB  ※定員 50名（先着順） 

（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 参加無料 

11/15 北地区会 11 月共同求人コラボ例会 出欠回答（締切：11/11(木)） 

□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。 

同友会に興味のあるお知り合いの経営者とぜひご参加ください！ 

【企業名】                             【役職】                  【氏名】                      

（株）恒栄工業   代表取締役   上原 伸也 氏 （中央西） 

 

 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部  

最新の求人動向とともに同友会の共同求人活動について学びます。  

【メールアドレス】                                     

＜プロフィール＞ 

1978 年設立。冷暖房空調・給排水衛生工事業。 

北海道大学経済学部卒業後、銀行員を経て㈱恒栄工業入社。 

2018 年 代表取締役就任。2020 年度から札幌支部共同求人委員長。 

 

共同求人委員会コラボ企画 
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▼FAX 返信先 011-702-9573(担当︓⼭崎) 

現代は、加速する超講師⾼齢化社会・多様化する⼈材問題に加えて、コロナ禍、環境危機など
にも同時進⾏で対応しなければならない時代です。さらに、中⼩零細企業であってもデジタル社
会を脅威ではなく「味⽅」や「チャンス」に変えていく必要が更に⾼まっています。このような前例が通
⽤しない時代に重要なことは、やはり経営者の⼈間⼒ではないでしょうか︖ 
⻑きに渡り、演劇をとおして⼈間を観続けてきた脚本家倉本聰さんの意思を引き継ぐ富良野グル
ープ講師による『インプロヴィゼーション（即興）メソッド』を、⼀緒に学んでみませんか︖創想⼒を
得るにはあるコトの”断シャリ”が必要だそうです。こちらのメソッドはスターバックス、マイクロソフト、マ
サチューセッツ⼯科⼤学やスタンフォード⼤学でも取り⼊れられている研修です。 

 2021 年 10 ⽉ 14 ⽇ 
⼀般社団法⼈北海道中⼩企業家同友会札幌⽀部 

共育委員会 委員⻑ 村野 篤 
  

11 月                             のご案内  
      

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

  

 

共 育 委 員 会 想 像 ⼒ UP 講座  参 加 申 込 書  

企業名 お役職 ⽒名 参加形式 
(○をつけてください) 

メールアドレス 
(Zoom で参加の⽅はご記⼊ください) 

   会場／Zoom  

     
 

富良野 GROUP から学ぶ第 2 弾 
どなたでも参加できます！ 

テーマ︓富良野 GROUP の演劇⼈が演出すると、 
「経営」の世界観が変わる 

 
◆⽇ 時︔ 11 月 16 日 （火） １８：００～２０：００ 
◆講 師︔ 富良野 GROUP   久保 隆徳 氏 

講師プロフィール：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 

◆会 場︔ デ・アウネさっぽろ１階 102 会議室 
      (東区北 6 条東 4 丁⽬ 1-7)※Zoom も可能 
   

先着２５名 限定です 

 

特別価格 ３，０００円 
さらに委員、ＯＢ、 
前回セミナー参加者は ２，０００円 

また⼀緒に 
学びませんか︖ 

当⽇⼊会も OK です 超特別価格 通常価格 ４，０００円のところ 

◆会 費︔ 
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2021 年 10 月 22 日 
一般社団法人北海道中小企業家同友会 

中央南地区会 会長 江野 英嗣 
TEL:011-702-3000 / FAX:011-702-9573 

                  に皆さんで行きましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央南地区会・移動例会 〈回答締切 １１/１２（金）〉 

□参加します （□会場・□Zoom）     □欠席します 

★懇親会に □参加します □欠席します 

 

会社名                    役職                  氏名                         

ぜひお知り合いの方もお誘いください！ 

      

会社名                    役職                  氏名                         

 

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

㈱四季の旅の鄭社長が、7 月にオープンした韓国食材直輸入品のお店「SHIN MART」に皆さんで見学に

行きましょう！前半では鄭社長から、コロナ禍で一変した旅行業とこれからの新たな挑戦について伺いま

す。その後「SHIN MART」に移動し、実際の店舗を見学します。売れ筋商品などをご紹介いただきながら、

ショッピングもお楽しみください。 

【テーマ】旅行業から新しいチャレンジへ！ 

（株）四季の旅 代表取締役 鄭 眞旭 氏 

【プロフィール】留学の為 1996 年に来日し、1998 年立教大学観光学部に入学。 

卒業後、㈱JTB ATC に入社（インバウンド専門）。2005 年 3 月に北海道に憧れ移住し、 

㈱日本旅行北海道に入社。  

2010 年 11 月㈱四季の旅創業。2018 年 5 月㈱ミツル創業 (OK GO GO BUS)。 

今年 7 月に北海道コリアンタウンを目指して「シンマート」をオープン。 

１１/１７(水) 18:00～19:30 

 
集合場所：八軒会館 またはZoom 参加費無料 

(札幌市西区八軒１条西１丁目７) 

※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。 

※お車でお越しの方は、お近くの駐車場をご利用ください。 

※新型コロナの感染状況により、開催形式を変更する場合がございます。 

 

開催 
概要 

【懇親会】20：00～ 参加費 4,000 円（飲食費として・現地で申し受けます） 

会場：鳥太郎 琴似本店（札幌市西区琴似１条２丁目５−６） 
※懇親会は新型コロナウイルスの感染拡大状況によって開催を見送る場合がございます。 ご了承ください。 

タイムテーブル 

18:00 開会・報告 

18:40 質疑応答 

18:50 移動 

SHIN MART へ 

19:00 店内見学 

19:30 閉会・現地解散 

7



（株）防災コンサルタント 

 代表取締役社長 馬場 暁子 氏 
           （業種：消防設備等） 

 

（株）遊プラン 

 代表取締役  坂東 千洋 氏 
           （業種：旅行業） 

 

（株）札幌10区ミルフルール 

  代表取締役 川田 貞美 氏         
              （業種：生花販売） 

【当日のタイムスケジュール】 

▼17：30  受付開始 

▼18：00  開演／支部長挨拶 

▼18：05  同友会へのナビゲーション 

▼18：15  会員検索アプリの説明 

▼18：20  同友会の学びとはこれだ！ 

         ※5名の委員長によるプレゼン 

▼18：45  換気休憩 

▼18：55  女性経営者２名によるプレゼン 

▼19：15  グループディスカッション 

▼19：45  質疑応答・報告 

▼19：55  委員長まとめ 

▼20：00  閉演 

2021年10月15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 

組織・企画委員長  久保 毅仁 

 

▽と   き：１１月１８日（木） 

         18：00～20：00 

▽と こ ろ：札幌ビューホテル大通公園 

          B2F ピアリッジ 
        （札幌市中央区大通西８丁目） 

▽参加費：無料 

11/18 Join to the Doyu 出欠回答（締切11/15） 

企業名 お役職 お名前 

企業名 お役職 お名前 ゲスト 

会 員 

□出席します （ □会場参加 ・ □Zoom参加 ）       □欠席します 

ご連絡先             E-mail                    

ゲストに同友会を知ってもらう企画です！ 

周りの経営者をお誘いの上、ご参加ください！ 

※Zoomでご参加の方は必ずメールアドレスの記入をお願いいたします。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方式が変更になる場合がございます。あらかじめご承知おきください。 

（有）ホクレア行政書士佐々木ひとみ事務所 

  代表取締役 佐々木 ひとみ 氏         
              （業種：行政書士） 

※Zoomでのご参加も大歓迎です！ 

①同友会の学びとはこれだ！ ②女性経営者によるプレゼン！ 

返信先FAX：011-702-9573  

（株）工藤商事 

 代表取締役 工藤 英人 氏 
      （業種：運送業） 

（株）恒栄工業 

 代表取締役 上原 伸也 氏 
      （業種：各種設備工事） 

（株）Pay it Forward 

 代表取締役 佐藤 文昭 氏 
      （業種：FP業務） 

 シオンテクノス（株） 

 代表取締役社長 村野 篤 氏 
      （業種：空調設備販売等） 

（株）リポートサービス北海道 

 代表取締役 西田 宙文 氏 
      （業種：排水溝製造等） 

8



■日 時：11月24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。11月19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。

〈タイムスケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 島貫氏報告

19：20 質疑応答

19：35 休憩

19：40 グループ討論

20：10 発表

20：30 閉会

報告者：株式会社リベラル 代表取締役 島貫 法幸 氏

(業種：物流事業など）

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11月例会のご案内
2021年10月21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：「あっ」と驚く施策で会社経営も、地域貢献も！

～危機を乗り越え、明日へ～

東地区会11月例会は、「8つの事業を通じて、身近なお客様のお役に立ち、地域社会に貢献していく」
という理念を掲げているリベラルの島貫社長にお話いただきます。コロナ禍の中、アルバイト社員の中か
ら40名を正社員に登用するという大胆な施策で地域の雇用を確保しつつ、売り上げを維持しています。
島貫社長の成功・失敗例や働き方の変更など自社の危機対策を振り返り、次の展開からアフターコロナ

の経営のヒントを一緒に考えていきましょう。ぜひ、ご参加ください。

東地区会11月例会（11/24）出欠回答用紙 〔回答期限：11/19〕

□ 出 席 （ □会場参加 ・ □Zoom参加 ） □ 欠 席

会社名： 役職： 氏名：

【プロフィール】
1949年遠軽町生まれ。93年7月に有限会社リベラル総合物流を立ち上げ
る。99年に株式会社リベラルへ社名変更した後、社屋の移転や新規事業
の立ち上げ、M＆Aによる別会社の引き受けなどを行い、現在は8つの事
業部9つの出先機関と2つのグループ会社の母体となっている。
同友会へは2005年に入会。東地区会では08年～17年まで副会長や、幹
部社員育成講座「学びすとｅ倶楽部」の世話人などを務める。

※お問い合わせ先（事務局：中村）

TEL：011-702-3000 FAX：011-702-95739
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日時： １１月 ２６ 日 (金)１８：００～２０：００ 

会場： デ・アウネビル 2F ２０５AB(定員３０名)または Zoom 

（札幌市東区北 6条東 4丁目 1‐7） 

会費：1,000円（札幌支部部会員無料） 
※11 月 24 日以降のキャンセル料は申し受けます。ご了承ください。 
※10 月 18 日～会場参加 部会員先行受付 
  （10 月 27 日以降会場参加を全道にオープンいたします。） 
※当日までに ZoomURL・資料をお送りいたします。 
※新型コロナの感染状況により、開催形式を変更する場合がございます。 

 

 

 

 
 

所得が増えない・物価が上がらないデフレ社会、価値観の変化やコロナ禍を経て、これからの農業・中小企業に求められるものは

何か？今回は「共感で「お金」を再定義する」ことを掲げ、共感コミュニティ通貨「eumo」などを展開する㈱eumo の新井社長を

お招きします。9 月に東京からニセコに移住した新井氏が考える、これからの社会＝「正直者がバカをみない世界」に本当に必要

とされ、思わず応援したくなる農業経営者・中小企業になるためのアイディアを得て、自らの経営に生かしましょう！ 

生産者と消費者、双方の思考回路が変わるかもしれないヒントが満載です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   札幌支部農業経営部会 11 月例会（11/26）出欠回答   申込〆切：11／23(火)  

 

□ 出席します ⇒ [□会場参加（定員 30名）・□Zoom 参加]  □ 欠席します 

 

 会社名                                   氏名                役職               .                     

2021年 10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 会長 雉子谷 忠 

TEL：011-702-3000/FAX：011-702-9573 

==例会テーマ== 
 

このままでいいの？生産者と消費者 
～農産物の「価値」を考える～ 

 

講師：㈱eumo 代表取締役 新井和宏 氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968 年生まれ。東京理科大学卒。1992 年住友信託銀行（現・三井住友信託銀
行）入社、2000 年バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現・ブラックロック・ジャパ
ン）へ転職。公的年金などを中心に、多岐にわたる運用業務に従事し、2007～
2008 年、大病とリーマン・ショックをきっかけに、それまで信奉してきた金融工学、数式に
則った投資、金融市場のあり方に疑問を持つようになる。2008 年 11 月、鎌倉投信
株式会社を元同僚と創業。2010 年 3 月より運用を開始した投資信託「結い 2101」
の運用責任者として活躍した。鎌倉投信退職後の 2018 年 9 月、株式会社 eumo
（ユーモ）を設立。この 9 月ニセコに移住し、ニセコから共感資本社会の発信を始め
る。雪が大好きな新井氏、プライベートでは障碍者のためのスキー教室を開くのが夢。 
 

タイムスケジュール（予定） 

18：00 開会 
        講師紹介、挨拶 

18：05 講演 

       ㈱eumo 代表取締役 新井和宏氏 

19：00 クロストーク・質疑応答 

       農業経営部会員を交えたトーク 

20：00 閉会 

ゲスト参加も OK です。お知り合いの方をお誘いください！     

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

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11月例会のご案内 
 

【最新の著書】  あたらしいお金の教科書(2021 年) 

共感資本社会を生きる(2019 年)、幸せな人は「お金」と「働く」を知っている。(2017 年) 

持続可能な資本主義(2017 年)、投資は「きれいごと」で成功する(2015 年) 

全道オープン例会 
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（一社）北海道中小業家同友会札幌支部 

女性経営者部会 11 月オープン例会のご案内 
2021 年 11 月 2 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 
 女性経営者部会 会長 柳 ゆかり 

 

私たちは今、多くの社会問題に直面しています。これらの課題解決に向けて企業はどう立ち向かうべきか。 

また過酷な状況下においても、企業活動を持続可能にするための対応策を講じておくことも重要だと考えます。 

それには人間の力だけでは物足りずデジタルの力を活用した、デジタルトランスフォーメーション(以下 DX)が必

要でしょう。そこで、現在富士通の顔として社内外で大活躍の中山五輪男氏をお招きして、中小企業の DX導入の

進め方について具体的な事例を交えてお話していただきます。AIやロボットを得意分野とする中山氏ならではの

お話には、経営のヒントが必ずあるはずです。「今だからこそ未来社会に向けて何を考えどう行動すべきか」知ら

ないことを知れるチャンスです！オープン例会ですので、どうぞお誘いあわせの上、多数のご参加をお待ち致し

ております。講演後の望年会には中山氏もご参加くださいます！こちらは会場の都合上、30名の定員を設けてお

りますので、お早目のお申込みをお願い致します。久しぶりに皆様とお会いできるのを楽しみにしております♪ 

札幌パークホテル又は Zoom(視聴のみ) 
 

会社名                         お役職               お名前                      

□例会・望年会に出席します    

□例会のみ出席します（□会場 □Zoom） 
 ◆お申込みの方に後日 ZoomID をお送りします 

 

    

会社名                         お役職               お名前                      

FAX 011-702-9573 または My Doyu にてご回答ください。 事務局 長谷部 

10,000 円(例会、望年会費)／例会のみ 2,000 円 
（女性部会員は無料‼） 

締切り：11 月 18 日(木)※11/22 以降のキャンセルは全額をご負担いただく場合がございます。 
※望年会費は会場精算、例会のみ参加費は 10～12 月の会合参加費を合算し請求書を送付します。 

 

11/26(金)18:00～ 19:45～ 開催 

 

会場 

会費 

＜プロフィール＞  
1964 年 5 月 長野県伊那市生まれ。法政大学工学部電気工学科卒業。複数の外資

系 IT ベンダーさらにはソフトバンク社を経て、現在は富士通の理事および首席エ

バンジェリストとして幅広く活動中。AI、クラウド、IoT、スマートデバイス、ロ

ボットの 5 分野を得意分野とし年間 200 回以上の全国各地での講演活動を通じて

ビジネスユーザーへの訴求活動を実践している。様々な書籍の執筆活動や複数の

TV 番組出演での訴求など、エバンジェリストとしての活動をしつつ、国内 30 以

上の大学での特別講師も務めている。 

＜タイムスケジュール＞ 

17:30 受付開始 

18:00 開会 会長挨拶 

講演会開始 

      質疑応答 

19:35 例会終了・休憩 
 
19:45 望年会開始 

21:15 閉会挨拶・閉会 

担当者：柳、小林、土倉、 

     番井、若林 

女性経営者部会 11 月オープン例会（11/26） 

□欠席します 

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

 

 

写真 例 会 望年会 

(札幌市中央区南 10西 3) 
 

【報告者】富士通株式会社 首席エバンジェリスト 中山
な か や ま

  五輪男
い わ お

 氏 

                     

どう変わる？私たちの暮らしと働き方 

未来社会への経営準備～中小企業における DX導入の進め方 
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日 時： １１月２６日(金) 18：00～19：00 

会 場： 澄川地区会館（南区澄川３条２丁目 TEL：011-813-5300） 

     ※すみかわ地区センターは改修工事中です。お間違いのないようお越しください。   

 参加費： 無 料 

 

 

 

      

自社について語ります 
―新会員報告例会 Part2― 

話題提供：（株）セラビ 代表取締役 川端 英司 氏 

（OA 機器等の販売、情報セキュリティサービス） 

南地区会11月例会は、昨年10月に南地区会に転籍した（株）セラビの川端社長にお話いただきます。 

同社は、1996年3月に設立。札幌・横浜・福岡・熊本・北九州に拠点を置き、プリンター・トナー・PC等

の販売およびデータ消去サービスの提供をされています。川端社長は米国金融機関・国内大手証券会社

を経て 2018年セラビに入社。２０２０年に同社代表取締役に就任されました。事業拡大に前向きに取り

組む川端社長の報告から学びを深めてまいります。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

2021 年 10 月 28 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 

 

南地区会11月例会(11/26)出欠回答 ※締切:11/22(月) 

 

□ 出席します    □ 欠席します  

（懇親会 □出席 □欠席） 
 

 

会社名                 役職            名前                       

FAX 011-702-9573  
℡ 011-702-3000 担当事務局：中村 

18:00 開会／会長挨拶 

18:05 川端社長報告 

18:45 質疑応答 

19:00 閉会 

 

 
タイム 

スケジュール 

※例会終了後、懇親会をガルバンゾで行います。 

（参加費4,500円 住所：南区澄川4条2丁目1-7） 

※コロナ感染の状況次第では中止になる場合もございます。        
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