
同友会これからの企画 (2022.1.4現在）

月日 開始 会合 会場 概要

1/7 16:00 2022新春講演会
札幌パークホテ
ル

.

1/7 18:30 中央西地区会新年会
札幌パークホテ
ル

テーマ;飛躍の新年会
　　　～今年も！今年こそは！今年はもっと！
　　　　　　　　　良い年になりますように～

1/7 18:30 中央南地区会新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/7 18:30 中央北地区会新年会
グランド居酒屋
富士

.

1/7 18:30 東地区会新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/7 18:30 西・手稲地区会2022年新年会 モナーク .

1/7 18:30 北地区会2022年新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/7 18:30 豊平・清田地区会新年会 うぉんたな .

1/7 19:00 2022中央東地区会新年会

おにくテリア、
おたる別亭宴会
処、ALLORA
Dining Bar

.

1/7 19:00 南地区会新年会 三海の華 .

1/7 19:00 白石・厚別地区会2022年新年会
グランド居酒屋
富士

テーマ：笑ってはいけない白厚新年会

1/12 16:00 HoPE1月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ①;産学官連携成果の展開事例
　　　　～除雪用スコップを土砂災害用に再設計
報告者;室蘭工業大学　地方創生研究開発センター
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　吉成　哲 氏
テーマ②;産学連携におけるJSTの使い方
報告者;国立研究開発法人科学技術振興機構　産学連携展開部
　　　地域イノベーショングループマッチングプランナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　公裕 氏

1/14 16:30
経営厚生労働委員会
1月公開学習会

Zoom
テーマ;「人事考課制度の事例研究」研修会
報告者;人事労務コンサルタント　代表　伊藤　雅之 氏

1/14 18:30 後継者ゼミナール起望峰1月例会
同友会ホールB
またはZoom

テーマ;役員ってどんな責任負わされるの？
　　　 ～経営判断原則との関係での
　　　　　　　　　取締役の善管注意義務違反の範囲～
報告者;原総合法律事務所　弁護士　原　琢磨 氏

1/17 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
新年会

ベルクラシック
リアン平安閣

テーマ;地区会新年会～新たな時代を迎えて～

裏面もご覧ください

テーマ;社長の仕事は未来創造!

～社員の力を引き出す新事業戦略～

講 師;株式会社バイタルリード
代表取締役 森山 昌幸 氏

（島根同友会代表理事）



1/18 18:00 第70期同友会大学入学式・第1講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

.

1/20 18:00 第70期同友会大学第2講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;激動する世界経済をどう見るか
講　師;北海道大学　名誉教授　佐々木　隆生 氏

1/21 18:30 農業経営部会新年会
札幌パークホテ
ル

テーマ;ゼロから上場まで！
　　　～新しい農産物流通への挑戦～
講　師;㈱農業総合研究所
　　　　代表取締役会長 CEO　及川　智正 氏

1/25 15:00
インクルーシブ委員会
社会的養護 オープン勉強会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;みんなで拓こう、子どもたちの未来
　　　～社会的養護（児童養護施設・里親家庭）に暮らす
　　　　　　　　　　　　　　子どもたちの応援団とは～
報告者;ジュンブライダル　代表取締役　前川　順 氏

1/25 18:30
経営指針委員会
経営指針実践セミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;安心して働ける企業づくり
　　　～人を生かす経営の実践～
報告者;香川県ケアマネジメントセンター㈱
　　　代表取締役 合同経営グループ代表　林　哲也 氏

1/26 18:30 東地区会1月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;感性を磨く
　　　～俳句を通し発信と受信の体験をする～
講　師;北清商事㈱　代表取締役　大作　佳令 氏
特別講師;奥野　津矢子 氏、浅野　数方 氏

1/26 18:00 国際ビジネス研究会新年会
ANAホリ
ディ・イン札幌
すすきの

.

1/27 13:30
全道共育委員会
初めて部下を持つ人のための研修会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;目指すべき管理職像・リーダー像とは
報告者;㈱フレアサービス　代表取締役　西村　達一郎 氏
テーマ;私の新任リーダー職の体験から
報告者;㈱フレアサービス　辻本　有希 氏

1/28 17:00 江別地区会2022年新春講演＆新年会
はやしまたは
Zoom

テーマ;酪農学園大学が地域社会に果たす役割と使命
　　　～“食”の未来に目指しているもの～
講　師;酪農学園大学　学長　堂地　修 氏

1/28 18:00
第70期同友会大学第3講・第4講
フィールドワーク型一泊研修

環境開発工業
㈱、㈱町村農場

テーマ;中小企業は地域に根ざして生きる
講　師;環境開発工業㈱　取締役統括部長　渡辺　隆志 氏
　　　㈱町村農場　代表取締役　町村　均 氏

2/3 18:00 第70期同友会大学公開講座
デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;激動する日本と地域
　　　～「新しい資本主義」論と中小企業～
講　師;京都大学　名誉教授　岡田　知弘 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　℡011-702-3000



2021年12月1日 一般社団法人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

会 員
会社名 役職 氏名

ゲスト
会社名 役職 氏名

▼お申込先FAX 011-702-9573 (申込締切:12月20日)

中央西地区会新年会 出欠回答(1/7開催)

□出席します □欠席します

と
き

一
月
七
日(

金)

➡ 2022新年交礼会へ未回答の方は、該当する□欄にチェックをお付けください。

□会場で出席します □YouTubeLiveで視聴します □欠席します

お問い合わせ：一般社団法人北海道中小企業家同友会 中央⻄地区会担当/山崎直子 ℡:011-702-3000

●16：00～18：00 新春講演会

テーマ 社長の仕事は未来創造！
～社員の力を引き出す新事業戦略～

講師

株式会社バイタルリード 代表取締役

森山 昌幸 氏

（島根同友会代表理事）

会費：２，０００円
（12/20以降のキャンセルにつきましては全額申し受けます）

●会場 札幌パークホテル3階パークホール

（南10条西3丁目）
及びYouTubeLive配信

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
会場参加は先着順で400名を上限といたします。

＊同友会行事出欠回答サイト『MyDoyu』からも出欠登録できます。

【18：30 スタート】

会 場：札幌パークホテル
3階エメラルドB
南10条西3丁目
📞📞011‐511‐3131

会 費：8，000円(懇親会費、会場代等として)

＊当日キャンセルの場合は全額を頂戴します。

【20：30 終了】
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、

開催方式や内容を変更する場合がございます。

◆北海道同友会の2022新春講演会と
あわせてご予定ください◇

飛躍の新年会
～今年も！今年こそは！今年はもっと！

良い年になりますように～

皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。

さて下記の通り「新春講演会」と「中央西地区会新年会」を

開催いたします。

新年会は2年ぶりの対面形式です。まだ参加したことがな

い会員の皆さん、最近参加してないなぁと思っている方も、

年始めに中央西の仲間と語り合い、元気を共有しましょう！

ご参加をお待ちしております。



2021年 12月 8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 江口・亀田・渡部） 

会員が元気な顔を揃えて新しい年の飛躍を誓いあう、恒例の「2022 新春講演会」を以下の要領にて開催

致します。ぜひ、お誘いあわせのうえご出席下さいますようご案内申し上げます 

【新春講演会:12/20 締切】 16：00～18：00   【中央南地区会新年会:12/27 締切】 18：30～20：30 

□出席    □欠席 □出席   □欠席 

企業名                      役職名                お名前                    . 

企業名                      役職名                お名前                    . 

 
 
 
 
 

北海道同友会新春講演会＆  

中央南地区会新年会のご案内  
 
 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022新年交礼会・中央南地区会新年会（2022.1.７）出欠回答 
      

 

■日 時：2022 年１月７日（金）  開会１６：００～閉会１８：００  

■場 所：札幌パークホテル 3F パークホール 及び YouTubelive 配信  

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場参加は先着順で 400 名を上限といたします。  

（札幌市中央区南 10 条西 3 丁目 TEL：011-511-3131） 

■参加費：2,000円 

※12 月 20 日（月）以降のキャンセルにつきましては、全額申し受けます。 また、参加費は事前にご請求書をお送りいたします。 

※今年は新春講演会での懇親会・お食事のご用意はありません。地区会新年会を同日開催しますので、ぜひご参加ください。 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

■日 時：１月 7 日（金）１８：３０～２０：３０  
■場 所：札幌パークホテル  

■参加費：7,000円（ご飲食代として） 

※参加費は現地で申し受けます。※12月 27日以降のキャンセルは後日請求にて申し受けます。ご了承ください。 

新年の抱負を皆さんで語り合いましょう！皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

中央南地区会新年会 

 

北海道同友会 新春講演会 

 

テーマ／社長の仕事は未来創造︕ ～社員の力を引き出す新事業戦略～ 

報告者／株式会社バイタルリード 代表取締役 森山 昌幸 氏 （島根同友会・代表理事） 

 

 

 

 

 

 

＜第２部 新年交礼会＞ ： ～ ：

場所：３ ロイトンホール ※名刺は多めにご用意ください。

〈会社概要〉 設立：1998 年、資本金：2,000 万円、売上：3 億 3,600 万円、社員数：46 名 

事業内容：交通計画コンサルタント、IT システム開発 

公共交通の計画作成、IT システム開発を通して中国・四国の過疎地域の課題解決をめざす同社。

高齢者の移動手段の確保や公共交通の採算性の向上を図る「定額制乗り放題タクシー」や、除雪

車に GPS を積んで除雪状況を把握できる「クラウド型除雪状況管理システム『ゆきぞう』」などを開

発。経営指針の実践として新事業を展開し、社員とともに地域になくてはならない会社の実践に学

びます。 

ご返信先：FAX 011-702-9573（担当：松本） 

ぜひお知り合いの方もお誘いください！ 



2021年12月14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

会 員
会社名 役職 氏名

ゲスト
会社名 役職 氏名

▼お申込先FAX 011-702-9573 (申込締切:12月24日)

中央北地区会新年会 出欠回答(1/7開催)

□出席します □欠席します

と
き

一
月
七
日(

金)

➡ 2022新年交礼会へ未回答の方は、該当する□欄にチェックをお付けください。

□会場で出席します □YouTubeLiveで視聴します □欠席します

お問い合わせ：一般社団法人北海道中小企業家同友会 中央北地区会担当/山崎直子 ℡:011-702-3000

●16：00～18：00 新春講演会

テーマ 社長の仕事は未来創造！
～社員の力を引き出す新事業戦略～

講師

株式会社バイタルリード 代表取締役

森山 昌幸 氏

（島根同友会代表理事）

会費：２，０００円
（12/20以降のキャンセルにつきましては全額申し受けます）

●会場 札幌パークホテル3階パークホール

（南10条西3丁目）
及びYouTubeLive配信

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
会場参加は先着順で400名を上限といたします。

＊同友会行事出欠回答サイト『MyDoyu』からも出欠登録できます。

【18：30 スタート】

会 場：グランド居酒屋富士
すすきの店

南5条西4丁目3-2 富士会館ビル
📞📞011-511-7131

会 費：4，000円(懇親会費として)

＊当日キャンセルの場合は全額を頂戴します。

【20：30 終了】
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、

内容を変更する場合がございます。

◆北海道同友会の2022新春講演会と
あわせてご予定ください◇

元気な顔を揃え
新たな年の飛躍を誓いあいましょう！

皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。

さて下記の通り「新春講演会」と「中央北地区会新年会」を

開催いたします。賀詞交換の絶好の機会ともなりますので、

ぜひお誘いあわせの上、ご出席くださいますようご案内申し

上げます。



 

↓本新年会の前に開催します。併せてご参加をお願いいたします！ 

【札幌支部 2022新春講演会】 1 月 7 日(金) 16：00～18：00 

◇会場: 札幌パークホテル 3F パークホール及び YoutubeLive配信 

◇会費: 2,000 円 

【テーマ】 社長の仕事は未来創造！～社員の力を引き出す新事業戦略～ 

【報告者】 株式会社バイタルリード 代表取締役 森山 昌幸 氏 

（島根同友会・代表理事） 

会 場：札幌パークホテル B２F パークプラザ 

  (中央区南１０条西３丁目 1-1 TEL:011-511-3131)  

会 費：6,000 円（飲食費として・領収証はホテルからの発行です。） 
＊お釣りが出ないようにご用意をお願いいたします。 
＊締切後のキャンセルの場合は、キャンセル料をいただく場合がございます。 
＊新型コロナウイルス感染症対策を万全に開催いたします。また状況により、やむを得ず中止に 

なる場合がございます。 

参加申込書(1/7・金)  締切:12/27・月 ★お申込み間違いにご注意下さい 

東地区会の「新年会」を２年ぶりに下記の通り開催いたします！ 

新年の飛躍に向けて語り合いましょう！皆さまぜひともご予定ください！ 

東地区会新年会(18:30～)→ □出席   □欠席 

202２札幌支部新春講演会     □出席→（□会場  □YoutubeLiveで視聴） 

□欠席 

お申込先 FAX：011-702-9573    TEL：011-702-3000（中村） 

会社名               役職         氏名             

 

2021年 11月 24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 



西・手稲地区会 1月例会

2022年新年会のご案内
2021年11月30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・手稲地区会新年会(1月例会) 出欠回答

□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）

回答期限 1月5日 18:00

71 /
2022

会 場：モナーク
札幌市中央区南７条西３丁目 Belle7番館ビル 8階

参加費：5,000円
(領収書は店舗から発行します)

(金) 18 :30～20 :30

年の瀬が押し迫り、街も人も賑やかになってきました。来年は札幌冬季

オリンピックから数えて50年目になります。地域の発展に多大な貢献を果

たしたオリンピックに倣い、私たちも仲間たちと一緒に学び、交流を深め

ていきましょう。

さて、下記の要領で2022年の新年会を開催いたします。皆様お誘い合わ

せの上ご参加ください。また、16:00からは北海道中小企業家同友会の新

春講演会も行われますので、併せてお申し込みいただければ幸いです。

同日開催 北海道中小企業家同友会 新春講演会
日時：1月7日(金) 16:00～18:00
会場：札幌パークホテル3Fパークホール（札幌市中央区南10条西3丁目）

＆YouTubeLIVE配信
会費：2,000円（会場費他） 別途お申し込みください。

新春講演会の回答期限は2021年12月20日(月)です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■ と  き 
2022 年 1 月 7 日（金） 開会 18:30～閉会 20:30 

 ※北海道同友会 2022 年新春講演会（16:00～18:00）終了後に開催します。 

■ と こ ろ 札 幌 パークホテル                
（札幌市中央区南 10 条西 3 丁目 TEL︓011-511-3131）         

■参加費 
6,000 円 (※税込。会場の領収書になりますのでご了承下さい。) 

 ※2021 年 12 月 27 日（月）13 時以降のキャンセルは参加費全額を申し受けます。 

 

 

 
 

 
                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１/７  北地区会 2022新年会 出欠回答 （締切：2021/12/24） 

□出席します                                           □欠席します。 

【企業名】                             【役職】                   【氏名】                  
≪お問合せ先≫ 
TEL ：011-702-3000（担当：村井） 
E-mail：y-murai@hokkaido.doyu.jp 

FAX返送先：011-702-9573 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

2021 年 1２月 10 日 

北地区会 会長 小野 浩二   

設立：1998年、資本金：2,000万円、売上：3億 3千万円、社員数：46名 

事業内容：交通計画コンサルタント、IT システム開発 

          公共交通の計画作成、IT システム開発を通して中国・四国の過疎 

地域の課題解決をめざす同社。経営指針の実践として新事業を展 

開し、社員とともに地域になくてはならない会社の実践に学びます。 

【と き】 
2022年 1月 7日（金） 

         開会 16:00～閉会 18:00 
 
【ところ】 
札幌パークホテル 3Fパークホール  

及び   YouTubelive配信 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の 

ため会場参加は先着順 400名。 

（札幌市中央区南 10条西 3丁目 

TEL：011-511-3131） 
 

【参加費】 
2,000円 

元気な顔を揃え、新たな年の飛躍を誓いあいましょう！ 

  皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。 

さて、下記の通り「北地区会２０２２新年会」を開催いたします。  

賀詞交換の絶好の機会にもなりますので、ぜひともお誘いあわせの上、ご出

席くださいますようご案内申し上げます。 

■講 師︓株式会社バイタルリード 
       代表取締役 森山 昌幸 氏 

■テーマ︓社長の仕事は未来創造︕ 
～社員の力を引き出す新事業戦略～ 

◆北海道同友会の 2022新春講演会と     

                     あわせてご予定ください◆ 

□新春講演会に会場参加します  ・  □YouTubeＬive配信で参加 



 

       

↓本新年会の前に開催します！併せてご参加下さいませ！ 

【新春講演会】→（12/20以降のキャンセルにつきましては全額申し受けます 

1 月７日(金) 16：00～18：00 会費:2,000 円 

会 場: 札幌パークホテル 3階パークホール及びYouTubeLive配信  

【テーマ】社長の仕事は未来創造！～社員の力を引き出す新事業戦略～            

【報告者】株式会社バイタルリード 代表取締役 森山 昌幸 氏（島根同友会代表理事） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場参加は先着順で 400名を上限といたします。 

＊締切後のキャンセルは、キャンセル料を 

いただく場合がございます。 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部  

中央東地区会 会長 前川 裕一 

担当幹事：矢吹、川﨑、東、渡邊、吉本、道下 

中央東地区会新年会出欠回答(1/7)  締切:12/27  ★お申込み間違いにご注意下さい 

下記の通り「新春講演会」と「中央東地区会新年会」を 

開催いたします。新年会は 2年ぶりの対面形式です。 

美味しい料理を肴に新年の抱負を語りあいましょう！ 

多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

□出席します／希望する店舗の番号（   ）     □欠席します 

お申込先 FAX：011-702-9573    TEL：011-702-3000（中央東担当 松田） 

会社名               役職         氏名             

 

中央東地区会 

学びと交流の年始めは！ 

★2022新春講演会 未回答の方は、該当する□欄にチェックをお付けください （締切：12/20） 

         □会場で出席します   □YouTubeLiveで視聴します   □欠席します 

＊同友会行事出欠回答サイト『MyDoyu』からも出欠登録できます  

中央東例会参加の上で 4 つのお願い 

1.マスク着用の徹底 2.アルコール消毒はこまめに行いましょう 

3.新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の DL 

4.自分の身は自分で守りましょう 

①～④のうち「1カ所」お選び下さい！各店舗 店主お勧めのお酒を提供します 

↑ビール好きはこちら↑ 
町田さん（日本総合商会）のクラフト 

ビールが味わえます。（定員 70名） 

④幹事に店舗お任せ ※お店は当日までにご連絡 

③ALLORA Dining Bar 

（会員名：ALLORA） 

住所 南４条西 5丁目第 4藤井ビル 4F 

①～④のうち「1カ所」お選び下さい！ 

↑日本酒好きはこちら↑ 
日本酒がお好きな方はコチラ！厳選の 

日本酒をご用意します。（定員 30名） 

↑ワイン好きはこちら↑ 
土江田さんお勧めワインを 

ご賞味下さい。（定員 16名） 

①おにくテリア（会員名：㈱ビットダイナーズ） 

住所 北 3条西 2丁目カミヤマビル B1F 

②おたる別亭 宴会処（会員名：㈱APRグループ） 

住所 南４条西４丁目すずらんビル 8F 

各店アルコール以外の飲み物もございます。 
QRコードは、店舗の情報に繋がります 

会員企業 

飲食店開催 



 

↓本新年会の前に開催します！併せてご参加をお願いいたします！ 

【札幌支部 2022新春講演会】1 月7 日（金）16：00～18：00 

・会 場: 札幌パークホテル ３Ｆパークホール及び YoutubeLive配信 

・会 費: 2,000 円 

 
【テーマ】 社長の仕事は未来創造！～社員の力を引き出す新事業戦略～ 

【報告者】 株式会社バイタルリード 代表取締役 森山 昌幸 氏 

（島根同友会・代表理事） 

会 場：三海の華 

  (中央区南 5条西 4丁目富士会館ビル 3F TEL011-513-3087)  

会 費：5，０００円（飲食費として。領収証はお店から発行いたします。） 

＊締切後のキャンセルの場合は、キャンセル料をいただく場合がございます。 

＊お釣りが出ないようにご用意をお願いいたします。 

＊新型コロナウイルス感染症の状況によっては、やむを得ず中止になる場合がございます。 

2021年 11月 29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 

参加申込書(1/7)  締切:12/27 ★お申込み間違いにご注意下さい 

南地区会は、札幌支部新春講演会の後に新年会を行います。 

一年の始まりに、美味しいお酒で懇親を深めましょう！ 

多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

南地区会新年会(19:00～)→ □出席 □欠席 

2022札幌支部新春講演会    □出席 →（□会場  □YoutubeLive で視聴） 

□欠席  

お申込先 FAX：011-702-9573    TEL：011-702-3000（中村） 

会社名               役職         氏名             

 

南地区会  

札幌支部新春講演会の後は！ 



  

2021年 12月 7日 

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 会長 若山 英史 

元気な顔を揃え 

新たな年の飛躍を誓いあいましょう！  

 皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。 

さて下記の通り「白石・厚別地区会新年会」を開催いたします。

このような状況ではございますが、賀詞交換の絶好の機会ともな

りますので、ぜひお誘いあわせの上、ご出席くださいますようご

案内申し上げます。 

1/7白石・厚別地区会新年会（回答締切 12/28） 

□出席します       □欠席します 

会 員 
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：小西） 

日時：2022 年1 月7 日(金) 

     19:00～21:00 

会場：グランド居酒屋富士 
中央区南 5条西 4丁目 富士会館ビル 

（先着 70名） 

参加費：5,000 円 
【内訳】飲食費 4,000円（お店の領収書） 

余興費、事務経費 1,000円（同友会の領収書） 
※1月 5日以降のキャンセルは全額申し受けます。 

※新型コロナの感染拡大状況によって内容等変更する可能性が
ございます。予めご了承ください。 

〈新春講演会のお知らせ〉 

テーマ：社長の仕事は未来創造！          

～社員の力を引き出す新事業戦略～ 

講師：  

株式会社バイタルリード 

代表取締役 

   森山 昌幸 氏 
   （島根同友会代表理事） 

日時：同日 16：00～18：00 

会場：札幌パークホテル及び YouTubeLive配信 

     （札幌市中央区南 10条西 3丁目） 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

       会場参加は先着順で 400名を上限といたします。 

会費：２，０００円（後日請求） 
（12/20以降のキャンセルにつきましては全額申し受けます） 

この日はぜひ新春講演会から 

ご参加下さい！！！ 

※「新春講演会」未回答の方は、併せて以下の該当箇所にチェックをお願いいたします。（回答締切 12/20） 

□出席（□会場  □YouTubeLIVEで視聴）    □欠席 



 

2021年 12月 16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 

と  き：2022年１月21 日（金） 18:00～21:30 

     【講演】  18：05～19：35 【懇親会】  20：00～21：30 

と こ ろ：札幌パークホテル （札幌市中央区南 10条西 3丁目 1-1） 

参 加 費：5,000円（お食事代として）  ※講演のみご参加は無料＆Zoom参加も可能です！ 

※締切以降のキャンセルは参加費を申し受ける場合がございます。ご了承ください。 

テ ー マ ：ゼロから上場まで！ 
～新しい農産物流通への挑戦～ 

    

学生時代から農業への危機感を覚え、会社員を６年間経験後、農業界へ転身。
自分で農業を３年、八百屋を１年実践し、その経験を活かし、２００７年に
現金５０万円で農業総合研究所を設立。起業後１３年で取扱高１００億円を
達成。多数のメディア出演や講演活動、農林水産省の委員、大学の講師も務
める。農業界の急成長企業、そして、農業ベンチャー初の上場企業として全
国から注目を浴びている。趣味はタップダンス。 

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 新年会のご案内 

新規就農・八百屋店の運営等を経て、50万円を元手に起業した現在の会社を、取扱高 100億円超
企業にまで育て上げた及川会長。人生の歩みのターニングポイントを振り返っていただきながら、
農産物流通のあり方を今よりもっと深掘りする機会にしましょう。多岐にわたる流通業者との連
携・ＪA も含む全ての農業生産者の利益向上の為、事業展開をされている及川会長の人間性・人
生観にも注目！2022年最初の例会、ご参加お待ちしております！ 

 講師：株式会社農業総合研究所  

        代表取締役会長 CEO 及川 智正 氏 

 農業経営部会 新年会（1/21）出欠回答    〈回答締切 1/18（火） 13:00〉 

     □出席 ⇒ □懇親会参加  □講演のみ【□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 



テーマ： みんなで拓こう、子どもたちの未来 

～社会的養護（児童養護施設・里親家庭）に暮らす子どもたちの応援団とは～ 

 （一社）北海道中小企業家同友会 インクルーシブ委員会 

『社会的養護』オープン勉強会 

2021 年 12 月 2 日 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

インクルーシブ委員長  南部 賢 

虐待や経済的理由など家庭の事情により保護者のもとで暮らせなくなった子どもたちは、
日本全国で約 45,000 人いると言われています。インクルーシブ委員会では、児童養護施
設で養育されている子どもたちの現状を知り、寄り添いながら将来的な雇用に結びつけよう
と、昨年から取り組みを始めました。 

今回は、全国でも先進的に取り組んでいる京都同友会からジュンブライダルの前川社長を
お招きしてお話を伺います。子どもたちや施設、そして会員にどのような変化が起こったか。普
段の仕事や経営では得ることができない『大切な何か』を感じることができると思います。 

 

□会場で参加   ・   □Zoom で参加 （参加形態にチェックを入れてください） 

会社名：                           役職：               氏名：                  

メールアドレス（Zoom 情報・資料送付先）                                         

▼ご返信は FAX：011-702-9573 まで（担当 中村） TEL：011-702-3000 

参加申込書 『社会的養護』オープン勉強会（1/25） 申込締切：1 月 20 日(木)18:00 

※Zoom でご参加の方は事前にミーティング情報や資料をメールに送ります。 
※新型コロナ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。 
※準備の都合上、当日のキャンセルは参加費を申し受けます。ご承知おきください。 
※参加費については、後日請求書をお送りいたします。 

〈報告者プロフィール〉 
1959 年 京都市生まれ 

1983 年 大学卒業後婚礼衣裳の企業入社 1989 年退職 

1991 年 ジュンブライダル創業 

1992 年 京都中小企業家同友会入会 

2006 年 児童養護施設訪問開始（個人） 

2008 年 同友会内に社会問題研究会創設 

2014 年 同友会 障がい者問題委員会をソーシャルインクルージョン委員会に改編  

■日 時：1 月 25 日（火）15:00～17:00 
■場 所：同友会ホール A・B（Zoom 併用） 
     （札幌市東区北 6 条東 4 丁目 1-7 デ・アウネさっぽろ 13F） 

■参加費：1,000 円（講師関係費・会場代などとして） 

【報告者】  

ジュンブライダル 

代表取締役 前川 順 氏 

京都同友会ソーシャルインクルージョン委員会 

社会的養護部会 副部会長 

〈予定スケジュール〉 
15:00 開会／挨拶 

15:05 チーム活動紹介 

15:15 講演 

16:35 質疑応答 

16:55 まとめ 

17:00 閉会 



 

 

安心して働ける企業づくり  
～人を生かす経営の実践～  

【報告者】 
香川県ケアマネジメントセンター株式会社  

(中同協 経営労働委員長。香川同友会 代表理事)  

【企業概要】 

■設立：1995 年           ■資本金：１千万円          
■従業員数：正社員 42 名(グループ全体) 

パート社員 20 名(グループ全体) 
■グループ年商：３億５千万円 

■グループ事業内容 

行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士法人
・居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）  

 

--------経営指針実践セミナー（1/25）出欠回答------- 締め切り：2022/1/21 

□出席します（ □会場  ・  □ZOOM ）           □ 欠席します 
 

会社名                                 役職                 氏名                 . 

メールアドレス（ZoomID/パスワード、資料送付先）                                               . 

返信先：北海道同友会事務局 FAX：011-702-9573          担当事務局：村井（📞011-702-3000） 

 

2021 年 11 月 29 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 

札幌支部経営指針委員会 

委員長 工藤英人 

【 経 営 理 念 】輝きと笑顔の為に一隅を照らす 

【私たちの使命】すべては「あなたの場所であなたらしく」を実現するために   
1. 利用者も家族も「生きていて良かった」と安心し、喜ばれるケアプラ

ン追求の使命。 
 
2. 利用者と家族の人生に向かい合い共感しあえる介護サービス業者

と社員を育てる使命。 
 
3. 制度激変の嵐の中で正統派独立系ケアマネとして開花し、県下に

広げる使命。 

■と き：１月 25 日（火）18：30～21：00  
■ところ： 同友会ホール  ※会場定員：50 名（先着順） 

（札幌市東区北 6 条東 4 丁目 デ・アウネさっぽろ 13 階） 

              または Zoom ※Zoom 情報は前日までにメール送信いたします。 

※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。 

■会 費： 1,000 円   ※第 18 期経営指針研究会研究生は無料 

※別途請求書をお送りいたします 

林  哲 也 氏 合同経営グループ代表 

タイムテーブル予定 
 

18：30  開会 

18：35  実践報告  

20：00  グループ討論 

20：40  グループ報告 

      まとめ 

21：00 閉会 

経営指針 実践セミナー 

香川県ケアマネジメントセンター（合同経営グループ）では「経営指針」の本質となる「労使見
解」をベースにした「労働環境改善の取り組み」を通して、「経営指針の実践」、「就業規則の作成・
見直し」などに取り組んでいます。 

「人を生かす経営」の実践報告から、経営指針を基にした「よい会社づくり」について考えます。 

 

代表取締役  

  



     

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 東地区会 1月例会 

2021年 12月 13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 

東地区会 2022年の「学び」のスタートは『経営者のための学びすと第 2弾』です。 

今回は句会を通して経営者の「感性」を磨きます。東地区会で「学びすと e倶楽部」の世話人も務める北清

商事（株）の大作社長と会外から 2 名の講師をお招きし、俳句が持つ発信力や受信力を体験することで、新し

い角度から学びを得ていただきたいと思います。 

なお、今回は句会ということで先着 30名（会場・Zoomを合わせて）とさせていただきます。Zoom

での対応も行いますが、新型コロナ感染の状況が許すなら是非会場にお越しください。 

◇テーマ：「感性を磨く」 

    ～俳句を通し発信と受信の体験をする～ 

◇講 師：北清商事（株） 代表取締役 大作 佳令 氏（東地区会会員） 

◆日 時：1 月26 日（水） 

企業名： お役職： お名前： 

18：30～20：30 

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

※会場・Zoomを合わせて先着 30名に達した時点で締め切ります。 

◆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 1月例会「経営者のための学びすと第 2弾」（1/26） 締切<1/21> 

□ 出席します  

 （ □  会場参加 ・ □ Zoom参加 ） 

〈スケジュール〉 

18：30 開会／会長挨拶 

18：35 句会 

※俳句を作って互いに発表を 

 行います。 

20：05 感想発表 

20：25 連絡／閉会挨拶 

20：30 閉会 

□ 欠席します  

【大作氏プロフィール】 

赤平市出身、平成２年北清グループ入社。平成８年北清商事（株）へ異動。平成１５年代表取締役社長に就任
し現在に至る。札幌市古紙事業協同組合代表理事、全国スマイルプログラム推進協議会会長。平成１４年俳句結
社「旭川白魚火」入会。 

同友会には平成８年東地区会入会、平成２０年未知の会代表世話人、令和２年「学びすと e倶楽部」世話人 

『経営者のための学びすと 第 2弾』のご案内 

※お問い合わせは事務局担当 中村まで 

TEL：011-702-3000   FAX:011-702-9573 

◇特別講師：奥野 津矢子 氏  浅野 数方 氏 

 



酪農学園大学が地域社会に

果たす役割と使命 
 

～“食”の未来に目指しているもの～ 

とき ： 月 日 金 ～

無料

の パスワードは資料と共に、近くなりました

ら送らせていただきます

一般社団法人北海道中小企業家同友会  札幌支部  江別地区会  

2022年 新春講演＆新年会 のご案内 
 

 

 

 

皆様におかれましては、ますますご健勝のことと拝察申し上げます。 
2021 年は企業も社会も我慢を強いられた一年でした。新年こそはという想いもひとしおです。 
2022 年江別地区会は、新春講演＆新年会でスタートします。新春講演は Zoom 参加も可能です。 
会場で顔を合わせ 2022 年を雄々しく始めましょう。皆様お誘いあわせの上ぜひご出席下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2022 年1 月 28 日（金）17：00～20：30 

           17：00～新春講演  19：00～新年会 

◆はやし 野幌店（野幌町 55-2 011-381-8766） 

◆新年会費；5,000 円 ※新春講演は無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★マスク・消毒など感染防止対策を講じた上で開催いたします。 

★ウィルスの感染状況によって内容を変更する場合がございます。☆Zoom の ID は近くなりましたらお送りします。  
   
 
 
 

   江別地区会 2022年新春講演＆新年会（1/28）出欠回答   申込〆切：1/21  
 

□ 出席します ⇒ □新春講演 ・ □新年会  ⇒ □会場 ・ □Zoom    

□ 欠席します 

 会社名                             氏名           役職        

酪農学園大学  

学長  堂地 修 氏 

 

2021 年 12 月吉日 

（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 

TEL：011-702-3000/FAX：011-702-9573  

------------プロフィール----------- 
鹿児島県出身 1960 年生まれ 61 歳 
1983 年 酪農学園大学酪農学部卒業後、農林水産省入省 
1998 年 博士（獣医学）10 月酪農学園大学 助教授 
2005 年 酪農学園大学 農食環境学群 教授 
2006 年 カナダ サスカチュワン大学獣医学部 滞在研究員 
2021 年 1 月 学長就任 

--------------------------------- 
長く酪農学園と共に歩んだ堂地氏が、創立の歴史からどのような想いで
「酪農」教育に力を尽くしてきたかを語ります。さらに近年の環境問題か
ら食生産に関わるさまざま変化や課題を提起し、食の将来に何を目指
しているのかを語っていただきます。 

▼ FAX ： 011-702-9573 
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