
同友会これからの企画 (2021.12.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

12/1 18:30 中央東地区会望年会
ジャスマックプ
ラザホテル

テーマ;金融機関との上手な付き合い方！
話題提供;S&パートナーズ　代表　柴田　晶子 氏

12/1 18:30 中央西地区会望年会
札幌ビューホテ
ル大通公園

.

12/1 14:00
第9期経営者大学パートⅢ
「北海道論」コース 第9講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;SDGs未来都市・下川町の挑戦
講　師;下川町　町長　谷　一之 氏

12/2 11:00
札幌支部共同求人委員会
Jobway2023共同求人
オリエンテーション

同友会ホール
ABまたは
Zoom

内　容;1.同友会の共同求人活動とは
　　　 2.合同企業説明会、学内合説の開催
　　　 3.企業変革、採用勉強会の開催
　　 　4.学生に企業の魅力を伝えるWEB＆求人誌の発行
　　　 5.学校との連携関連
　　　　 ※学生へのアプローチを考える
　　 　6.スケジュール、告知方法、その他ご説明

12/3 16:30
札幌支部経営厚生労働委員会
12月公開学習会

Zoom
テーマ;2022年4月1日より中小企業にも
　　　パワハラ防止法が施行になります！
報告者;よしだ労務管理事務所　代表　吉田　泰彦 氏

12/3 18:30
後継者ゼミナール起望峰
12月例会＆望年会

同友会ホールB
またはZoom

テーマ;我社の紹介と紙の話
報告者;㈱サクマ　取締役業務部長　佐久間　貴士 氏

12/6 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第11回）

Zoom
テーマ;売上９５％減を乗越える～旅行会社の打開策～
報告者;㈱富士国際旅行社　代表取締役　太田　正一 氏

12/6 18:30 西・手稲地区会望年会
炭火串焼
千鳥庵

.

12/6 18:30 中央南地区会望年会
札幌ビューホテ
ル大通公園

.

12/7 18:30 南地区会望年会
夜空のジンギス
カンGOGO店

テーマ;2022年の展望を語る

12/8 18:30 豊平・清田地区会12月例会
JRタワーホテ
ル日航札幌

.

12/8 14:00 第9期経営者大学パートⅢ公開講座
デ・アウネさっ
ぽろ会議室102
またはZoom

テーマ;地域を支え地域に支えられる企業づくり
講　師;㈱セコマ　代表取締役会長　丸谷　智保 氏

12/8 16:00 HoPE12月例会
北海道大学FMI
国際拠点または
Zoom

テーマ;DXを支える情報ネットワークインフラの技術動向
　　　5G,WiFi 6そしてLPWA の機能と実力
報告者;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

12/9 18:00
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;クレアル工業㈱　代表取締役　柳下　真人 氏
　　　㈱リペアサービス　代表取締役　富田　訓司 氏

12/9 18:30 白石・厚別地区会望年会 おたる別亭 .

裏面もご覧ください
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12/10 16:00
札幌支部共同求人委員会
企業変革学習会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;成長する企業のヒミツは新卒採用
　　　～社員が誇りを持ち、お客様に愛され、
　　　　　　　　　　　　　　地域に愛される企業とは～
報告者;㈱仙北造園　代表取締役　佐藤　康之 氏

12/11 18:30 江別地区会望年会 Zoom
へこたれないぞ！ Do you eatをテイクアウト！！
オンライン望年会

12/13 15:00
札幌支部政策委員会
電子帳簿保存法学習会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;今、把握しておくべき課題 !!
　　　電子帳簿保存法学習会～改正のポイントと対応方法～
講　師;佐藤寿志税理士事務所　税理士　佐藤　寿志 氏

12/13 18:30 中央北地区会望年会
北海道海鮮炉端
居酒屋よいとこ
ろ北3条店

.

12/15 15:00
札幌支部経営厚生労働委員会
Withコロナ時代に向けて
採用と定着を考えるセミナー

同友会ホール
AB

テーマ;『持ち味カード』で定着と採用力をＵＰ
　　　～採用のミスマッチを防ぐ採用面接～
講　師;社会保険労務士事務所テラス　代表　倉　雅彦 氏

12/15 18:30 東地区会12月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;「努力と運」～棚からぼた餅の本質　続編～
報告者;武田運輸㈱　代表取締役社長　武田　秀一 氏

12/16 18:30 札幌支部農業経営部会望年会
ANAホリデ
イ・インすすき
の

.

12/17 18:00 北地区会12月望年会
マイステズプレ
ミア札幌パーク

.

12/17 15:30 国際ビジネス研究会12月例会 同友会ホールA

テーマ1;ミャンマー現地法人設立　その後どうなったか
報告者;㈱一寸房　代表取締役　上山　哲正 氏
テーマ2;千歳空港インバウンド事情
報告者;㈱小笠原商店　代表取締役社長　小笠原　琢 氏

12/20 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第12回）

Zoom
テーマ;壮絶。。。果てしなき脱脂乳との闘い！！
報告者;㈱町村農場　代表取締役　町村　均 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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今年の望年会は「昭和の⼩学校にタイムスリップ望年会」︕ 
ちょっと個性強めな先⽣たちの授業を受けて豪華景品をゲットしましょう︕ 

 
中央⻄地区会望年会(12/1)出⽋回答  

□出席します  □⽋席します 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年 11 月 16 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：松木要、平塚智恵美、天野淳一、目黒久美子 

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

★11 ⽉ 24 ⽇(⽔)までにお申込みください 

【会場では下記事項にご理解・ご協力をお願いいたします】 

①会場は収容人数の半数以下となるようにし、ソーシャルディスタンスを考慮した配置とします 

②ホテル入口での検温・手指消毒にご協力ください※検温 37.5℃以上の場合は入場をお断りする場合もございます 

③会場内は適宜換気いたします ④ホテルスタッフはマスク・フェイスシールドを着用します ⑤料理は個々盛です 

⑥ドリンクの提供はホテルスタッフが対応します(お酌はご遠慮ください) 

⑦クロークは会場内に用意しますので各自でご利用ください 

⑧ホテルではカメラ・スマートフォン等をお預かりしての撮影はお断りしております 

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。 

予めご了承ください。 

地区会 
通信 中央西地区会 望 年 会 

◎今年のテーマは「昭和の⼩学校」 

 

⽇

時 

12 ⽉ 1 ⽇(⽔) 

午後６時３０分から 
午後８時３０分まで 

会
場 

札幌ビューホテル⼤通公園 
地下 2 階ピアリッジ 

(中央区⼤通⻄ 8 丁⽬) 

ガチ仮装から⼦どものお下がりでも OK︕ 
 
協賛品も絶賛⼤募集しております。  
中央⻄の仲間と楽しく盛り上がりましょう。 

ド レ ス コ ー ド は ☆ ⼩ 学 ⽣ ☆ 

会
費 

8,000 円(懇親会費、景品代として) 
※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。ご了承ください。 
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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 11 月 11 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： 売上９５％減を乗越える ～旅行会社の打開策～ 

【報告者】（株）富士国際旅行社  代表取締役 太田 正一 氏 

 (東京同友会会員) 

＜概要＞旅は不要不急ではない。旅は人類を進化させてきたと確信する太田さん。 

「学ぶ旅／スタディツアー」で新しい旅行の形をつくり、コロナ危機を突破しようとしている。 
 

●と き：12 月 6 日（月）13:00～14:00  

●ところ：Zoom にて配信      ●参加費：無料 

 

テーマ： 壮絶。。。果てしなき脱脂乳との闘い！！ 

【報告者】 （株)町村農場  代表取締役  町 村  均 氏 (江別地区会) 

    

＜概要＞大正 6 年（1917 年）創業、酪農業､および牛乳製品製造業。3 代目経営者 
10 数年前、「おたくの脱脂乳はもう引き取れません…」の一言から始まる、悪戦苦闘の道のりを
語ります。たくさんの用途に利用可能な牛乳、日々牛たちから生産されるその牛乳をいかに上手
に使い切るか、今も解決していない課題であり、その苦労の一端を語ります。 

 

●と き：12 月 20 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！(12/6、12/20) 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 11 回（12/6）       □第 12 回（12/20）                                    

※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  

 

第

11

回 

第

12

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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西・手稲地区会 12月例会

望年会のご案内(再案内)
2021年11月25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

西・手稲地区会望年会(12月例会) 出欠回答 (12/6)

□出席します ・ □欠席します

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）

回答締切日 12月2日 18:00

612/
2021

会 場：炭火串焼 千鳥庵
札幌市西区琴似1条5丁目1-25

参加費：5,000円
(領収書は店舗から発行します)

(月) 18:30～20:30

新型コロナウイルス感染症に翻弄された2021年も終わろうとしていま

す。緊急事態宣言中は多人数での飲食はもとより、直接お会いする機会

も激減していたのではないでしょうか。しかし、いよいよ宣言も明け、

顔を合わせて交流をより深められるようになりました。

つきましては、毎年恒例の望年会を千鳥庵にて開催いたします。

今年一年を振り返り来年を望む望年会です。皆様お誘い合わせの上ご

参加ください！

おひとりずつ今年を振り返っていただきながらのプレゼント交換を行います。

2,000円程度のお品物(自社製品やサービス券、雑貨やその他グッズなど)をお持ち寄りください。
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日 時： １２月６日(月) 18：30～20：30 

会 場： 札幌ビューホテル大通公園 

（札幌市中央区大通西８丁目） 

回答締め切り：１２月 1 日（水） 

会 費:  5000 円・ゲスト参加者は無料  

 

 

 

      

今年は 2年振りに大望年会・大抽選会を開催します！ 

今年は「銀座の老舗の味」をテーマに、壽時相談役選りすぐりの品々をかけて大抽選会！ 

普段なかなか都合がつかない方も、この機会に交流を深めていただきたいと思います。 

十分な感染対策を行いお待ちしております。ぜひ皆さんお誘いあわせの上、ご参加ください。 

2021 年 11 月 19 日 
(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 
（担当：壽時・本田・鄭） 

 

中央南地区会 望年会(12/6)出欠回答 締切:12/1(水) 

□ 出席    □ 欠席 
 

会社名                 役職            名前                       

ぜひお知り合いの方もお誘いください！ 

会社名                 役職            名前                       

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

※12月 2日からのキャンセルについては、キャンセル料を申し受けます。ご了承ください。 

※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。 

～銀座の老舗の味をあなたに～ 

大 

この機会に、是非お知り合いの方

をお誘いください！ 
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日 時： 12 月7 日 (火) 18：30～20：30 

会 場： 夜空のジンギスカンGOGO店 
(札幌市中央区南４条西５丁目 F４５ビル １０F) 

会 費： ４，２００円 (飲食代等として。領収証はお店から。釣銭の出ないようご準備ください。) 

※準備の都合がございます。12月 2日（木）までにご回答をお願いします。  
※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。予めご了承ください。 

 

皆様におかれましては、お元気にお過ごしのことと存じます。 

 新型コロナウイルスの影響で大変な 1年でしたが、10月には緊急事態宣言が解除され経済が少し

ずつ動き出してきました。 

 そこで、12月は昨年開催出来なかった望年例会を感染症対策万全にして開催いたします。 

 今年 1年を振り返り、皆様で懇親を深めた上で、アフターコロナに向けて、来年の展望を一緒に描

いてまいりましょう。皆様のお越しをお待ちしております！ 

南地区会望年例会 出欠回答（12/7） ※締切（12/2） 

□ 出席します       □ 欠席します 

 

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） 

プレゼントお忘れなく！！  

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

南地区会望年例会 
 

 

－2022 年の展望を語る－ 
 

当日は参加者でプレゼント交換をいたします！ 

お一人様一品（１，０００円程度）をお持ち寄りください！ 

 2021年 11月 9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  
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【タイムスケジュール】

18：00 開会／挨拶

18：05 概要説明

18：10 ①柳下会長報告

18：30 ②富田会長報告

18：50 休憩

19：00 グループ懇談

19：45 グループ発表

20：00 挨拶／閉会

2021年11月1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

新会員の皆様、同友会にご入会いただき誠にありがとうございます！
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！

札幌支部新会員オリエンテーション

12/9 Guide to the Doyu 参加申込書 （締切12/3）

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

【メールアドレス】

◇テーマ：「私と同友会」

◇と き：12月9日（木） 18：00～20：00
◇ところ：デ・アウネさっぽろビル13階 ホールA・Bまたは Zoom

（会場定員30名） ※住所：札幌市東区北6条東4丁目1-7

◇参加費：無 料
◇報告者： ①クレアル工業（株） 代表取締役 柳下 真人 氏（東地区会長）

②（株）リペアサービス 代表取締役 富田 訓司 氏（豊平・清田地区会長）

※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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プレゼント交換を行い

ます。お一人 1000円

程度でプレゼントをご

用意ください！ 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部  

白石・厚別地区会 望年会のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

出欠回答 白石・厚別地区会望年会（12/9） 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

      

 申込締切：11/25(木)18時まで▼ FAX：011-702-9573(担当：小西) 

 昨年から約 1 年半という長い間強いられてき自粛がようやく解除されました。白石・厚別地区会では 2

年ぶりにリアル望年会を開催いたします。人と人が顔を合わせ今までの出来事や変化、今後の未来を見

据えた自分と自社の成長と準備を、酒を酌み交わし大いに語り合いましょう。新会員さんはもとよりお知り

合いの方もお誘いあわせの上ぜひご予定ください。  

 

   2021 年 11 月 12 日  白石・厚別地区会   会長   若山 英史 

【とき】 １２月9 日（木） 
           １８:３０～２０:３０ 
 

【会場】おたる別亭（先着 70名） 
（中央区南 4条西 4丁目 11 すずらんビル 8階  

TEL 211-1478） 
 

【会費】 6,000 円 

          （お食事代 5,000 円、景品代・事務経費 1,000 円） 

※12月 6日以降のキャンセルはお食事代 5,000円頂戴します。 

お知り合いもお誘い下さい！ 

 

会員以外の方でも気軽に参加できる望年会です。ぜひ、お知り合いの方もお誘い合わせの上、ご参加下さい。 

 

ゲスト会社名               お役職          お名前                

【プレゼント交換】 

 

□ 望年会に参加します 

□ 今回は欠席します 

会社名                    

お役職        お名前           

会社名                    

お役職        お名前           

※新型コロナウイルスの感染状況に

よって内容が変更になる可能性がご

ざいます。予めご了承ください。 
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12 月11 日 （土） 

18：30～20：30 

  ※ Zoom の ID/パスワードは事前にご連絡します 

   江別地区会 オンライン望年会 出欠回答         締め切り 12/9  

 

□参加します（Do you eat は各自注文）       □参加しません 

□参加できませんが、Do you eat のみ希望    

 

会社名                  役職           氏名                       . 

連絡時の携帯電話                                                   . 

へこたれないぞ！ 

江別はオンラインで望年会 

 新型コロナウイルス感染症がいまだ終息の目途が立たたない

中、多くの会員の皆様が会社経営に大変なご苦労をされてい

る状況が続いています。感染拡大が昨年よりも悪化している状

況下で、今年も年末年始を迎えることになりそうです。 

 そこで１２月例会は「Do you eat! ZOOM 望年会」と題

し、ZOOM を利用した望年会を企画すると共に、飲食関連の

会員の皆様に各店舗で特別テイクアウトメニューを考案していた

だきました。 

会員自慢の料理を楽しみながら今年を振り返り、未来への希

望へと繋がる楽しい時間にしたいと考えていますので、多数のご

参加をお待ちしています。お料理だけ、家族分も購入したいとい

った会員も大歓迎です！ 
 

～お好きな場所で、気楽に飲んで食べて、発散しよう～ 

Do you eat 協力店 

・ベーカリー＆ベジフル マチノキ 

・旬和創彩 ちゃがちゃが 

・はやし 

・トンデンファーム 

・ビストロエドナ 

 

問い合わせ先；同友会事務局 011-702-3000 鈴木まで    FAX 011-702-9573 

2021 年 11 月 12 日 （一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 江別地区会  地区会長 柏村章夫 

 

チラシを見て、食べ
たい！メニューを各
自注文しよう！！ 

 

●食べ物（テイクアウト）は、各自注文し、取りに行っていただきます。 

   

Do you eat を

テイクアウト 
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来年、2022年 1月 1日から「改正 電子帳簿保存法」が施行されます。 

これにより電子取引は電子による保存が義務化となりました。事業規模にかか

わらず全企業・個人事業主が対象となるため、早急に対策を進めていく必要が

あります。 

  本学習会では、「電子帳簿保存法」の改正のポイントならびに対応方法につ

いて学びます。 
 
 

 

■日 時 ： １２月１３日（月）  

15：00～16：00  

■形 式 ： 同友会事務所 ホール AB   ※定員４５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 （ZOOM情報は前日までにメールでお知らせします）  

※社会情勢により、完全オンライン開催に変更になる場合がございます。 

 

             

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                     
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

電子帳簿保存法学習会 （1２/13）   【参加申込書】 
 

 

 
 

企業名：                              役職：                     氏名：                         

地区会名：                              メールアドレス：                                               

札幌支部 政策委員会  

電子帳簿保存法学習会  
 

【返信先】FAX：０１１-７０２－９５７３(担当：村井)   メール：y-murai@hokkaido.doyu.jp 

※１２月９日（木）までにご返信下さい。  

参加無料 

２０２1年１１月 12日 
（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

政策委員会 委員長 西田 宙文  
事務局 TEL：０１１-７０２-３０００ 

 

～改正のポイントと対応方法～ 

□出席します。（□会場参加  ・  □ZOOM参加） 
 

今、把握しておくべき課題 !! 

【講 師】 

 

 

 

 

 

 

 

      

佐藤寿志税理士事務所   税理士  佐藤 寿志 氏（西・手稲地区会） 

 

 

 

 

 

 

 

      

【プログラム】 

概要説明 ： ４５分 

質疑応答 ： 15分 
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『持ち味カード』で定着と採用力をＵＰ 
～採用のミスマッチを防ぐ採用面接～ 

 With コロナ時代に向けて 

採用と定着を考えるセミナー 

2021 年 11 月 17 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 

人手不足、度重なる募集によるコスト増、業務効率の悪化など中小企業に

おける採用活動は時間とエネルギーが必要な課題です。今回はミスマッチを防

ぐ採用面接方法の一つ、「持ち味カード」を利用した採用面接ついてワークを

交えてお話しいただきます。ぜひご参加下さい。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                      

 

会社名                              役職                 氏名                      

▼ご返信は FAX：011-702-9573（事務局小西）まで TEL：011-702-3000 

参加申込書 採用と定着を考えるセミナー（12/15）   ※定員になり次第締め切ります 

〈倉氏プロフィール〉 

北海道稚内市出身 郵便局・ドラッグストアー・介護サービス事業所の管

理者、障害者支援事業所等の勤務を経て、平成 22 年に「社会保険

労務士事務所テラス」を開設。労務トラブルは、「対処」から「予防」する

時代だとして「採用ミスマッチを防ぐ採用面接」など多くの実績がある。 

厚生労働省委託事業 職場におけるハラスメント対策 支援専門員 

厚生労働省 働き方改革推進支援 専門委員などをしています。 

 

12 月15 日（水）15:00～17:00 
会場；同友会ホール AB ※オンライン参加はできません 

（札幌市東区北 6 東 4-1-7 デ・アウネさっぽろ 13 階） 

定員；30 名（人数制限の都合上、1 社 2 名まで）  

参加費；1,000 円（別途請求書をお送りいたします） 

【報告者】 

社会保険労務士事務所テラス 

代表  倉  雅 彦 氏 

 

〈タイムスケジュール〉 

15:00 開会 

15:05 講習 

質疑応答 

16:55 お知らせ 

17:00 閉会 

□  参加します    

会場参加のみ 
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（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部東地区会12月例会

◆日時：12月15日（水）

2021年11月12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：

18：30～20：30

2008年にスタートした東地区会幹部社員育成講座「学びすとｅ倶楽部」は新型コロナウイルス感染症の影響

により、昨年、今年と2年続けて開催することができませんでした。

そこで、12月例会・1月例会を経営者及び幹部社員を対象にした「経営者のための学びすと」として2ヶ月連

続開講いたします。コロナ禍の今、そしてアフターコロナを見据えて何をすべきか。

今こそ経営者自身の人間力を高め合いませんか。ぜひ、ご参加ください。

◆会場：同友会事務局13ＦホールA・B（Zoom併用）
※会場定員30名（東区北6条東4丁目1-7 デ・アウネさっぽろビル13F）

◆参加費：無 料
※コロナ感染対策を万全に講じます。マスク着用・アルコール消毒などのご協力をお願いします。

※Zoomでご参加の方には事前に事務局よりミーティングIDをお送りいたします。

※お車でお越しの方はビルの東側に有料駐車場がございますのでご利用ください。

東地区会12月例会「経営者のための学びすと」（12/15）回答期限<12/10>

□出席します
（□ 会場参加 ・ □Zoom参加）

※お問い合わせは事務局担当 中村まで

TEL：011-702-3000 FAX:011-702-9573

〈スケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 武田氏報告

19：25 休憩

19：30 グループ討論

20：10 グループ発表

20：25 連絡／閉会挨拶

20：30 閉会

□欠席します

【プロフィール】
札幌市出身。民間企業の経験を経て1983年に現在の武田運輸（株）に入社後、各役職を務めながら2000年

に代表取締役に就任。車輛保有台数約80台。（公社）北海道トラック協会理事、（一社）札幌地区トラック協
会副会長、北ト協環境対策委員長、（公社）全日本トラック協会環境対策副委員長他。

同友会には1973年に入会。東地区会では2005年から副会長、2009年から2016年まで幹事長を務め、札
幌支部では2010年から2016年まで財務委員長を務めるなど数々の役職を歴任。

◇テーマ：「努力と運」
～棚からぼた餅の本質 続編～

◇報告者：武田運輸（株） 代表取締役社長 武田 秀一 氏
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2021 年 11 月 17 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 望年会（１２/１６） 締切（１２/13）   

           □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 

日 時：1２月１６日(木)18：30～2０：３0      

会 場：ANAホリデイ・イン札幌すすきの 2階  

オールデイ・ダイニング Verde（Zoom併用） 

（札幌市中央区南 5条西 3丁目） 

参加費：5000円（食事代として） 

※Zoom参加の方は無料 
 

 ※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。 

（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 

農業経営部会 望年会のご案内 

 

農業経営部会 12 月例会は、2 年ぶりにリアル望年会を開催します！ 

会場参加が難しい方も、ぜひお酒を片手に Zoom でご参加ください。 

来年の抱負や今年の反省など、これまでにない経験をしたこの 1 年を 

みなさんで振り返り、大いに語り合いましょう！ 

タイムテーブル（予定） 
18:30～開会・会長挨拶・乾杯  

会場・Zoom それぞれで歓談 
19:00～「1 年の振り返り・来年への抱負」 
   Zoom 参加の方から先に一言ずついただきます 
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