
同友会これからの企画 (2022.2.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

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

2/4 16:00
経営厚生労働委員会
2月公開学習会

Zoom
テーマ;中小企業のためのSDGs入門セミナー
報告者;社労士・行政書士はまぐち総合法務事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　濱口　貴行 氏

2/4 18:00 中央北地区会2月例会 Zoom
テーマ;経営指針は会社の羅針盤
　　　―第18経営指針研究会総括報告会 プレ報告―
報告者;㈲ツーエイ クルミ薬局　代表取締役　赤崎　幸三 氏

2/4 18:30 後継者ゼミナール起望峰2月例会
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;デザインについて皆さんに語ります
　　　～自社と自分の紹介～
報告者;㈲プラスメディア　島津　由衣 氏

2/8 15:00 IT経営部会2月例会 Zoom
テーマ;オンラインで事業が拡大した！
報告者;㈱北翔　代表取締役　清水　誓幸 氏

2/9 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第13回）

Zoom
テーマ;進化問われる今、自らの真価を考える
報告者;サンマルコ食品㈱　専務取締役　藤井　幸大 氏

2/9 18:30 南地区会2月例会 Zoom
テーマ;外国人雇用の『？』を解決！
　　　－手続き、法律、コスト、実例、なんでも話します－
話題提供;ＳＯＪ協同組合　事務次長　小西　初美さん

2/9 16:00 HoPE2月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ①;農業分野におけるローカル５Ｇ活用など
　　　　　　　　　　　　　　　　　地域ＤＸ推進
報告者;岩見沢市　情報政策部長　黄瀬　信之 氏
テーマ②;ローカル５Ｇ実証事業の概要、今後の展開
報告者;東日本電信電話㈱ 北海道事業部
　　 　ビジネスイノベーション部長　澤出　剛治 氏

2/10 18:00 第70期同友会大学第6講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205ABまたは
Zoom

テーマ;中小企業憲章と中小企業振興基本条例
講　師;北海学園大学 経済学部　准教授　大貝　健二 氏

2/14 18:30 北地区会2月例会 Zoom

テーマ;経営指針は経営の基本
　　　理念とビジョンが企業発展のカギ
報告者;合同会社あすな　代表　山本　綾乃 氏
実践報告;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏

2/14 18:30 江別地区会2月例会 Zoom

テーマ;経営指針を作ったら儲かるの？
　　　～あなたの会社はどこに向かっていますか？～
報告者;㈱北進自動車工業　代表取締役　山本　章 氏
コメンテーター;㈱シンクシステムズ　会長　小椋　俊秀 氏

2/15 18:00 白石・厚別地区会2月例会 Zoom
テーマ;電子帳簿保存法とインボイス制度を学ぼう！
講　師;堀内信吾税理士事務所　所長　堀内　信吾 氏

2/15 18:30 豊平・清田地区会2月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室202

テーマ;コロナに負けないで頑張る  我社の現状を語る
報告者;㈲富樫政雄商店　社長補佐　富樫　悠平 氏
報告者;アクセス情報ネットワーク協同組合
　　　　　　　　　　　代表理事　山下　純平 氏

2/15 18:00 第70期同友会大学第7講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道農業の現状と課題
講　師;浜中町農業協同組合　会長理事　石橋　榮紀 氏

2/16 18:30 中央西地区会2月例会 Zoom テーマ;遊びながら 未知の自分をみつけよう

裏面もご覧ください
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2/17 18:30 農業経営部会2月例会 Zoom

テーマ;「バイオスティミュラント」で減肥して、
　　　健康な作物を作りませんか？
報告者;バイオシード・テクノロジーズ㈱
　　　　　　　　　　代表取締役　広瀬　陽一郎 氏

2/18 13:30
全道共育委員会
先輩社員マナー総点検研修会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;自社のマナーレベルを上げよう
　　　～その行為は惰性になっていませんか？～
講　師;はやしの企画 Hayashi`s Planning
　　　　　　　　　　　　　　　代表　林　正治 氏

2/21 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第14回）

Zoom
テーマ;ミッションは｢すすきの」の愉しいを、未来へつなぐ
報告者;㈱APRグループ　代表取締役　青木　康明 氏

2/21 16:00
第18期経営指針研究会＆
第2期実践ゼミ合同報告会

Zoom .

2/22 16:00
経営厚生労働委員会
事業承継勉強会

同友会ホール
AB

テーマ;モデルケースでディスカッション！
　　　 「事業承継道場」一日体験
講　師;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

2/22 18:30
第35回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom
テーマ;理念経営の歩みと実践。
　　　そして、後継者(候補！)として
ホスト;㈱リペアサービス　専務取締役　岩泉　賢治 氏

2/22 18:30 東地区会２月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室102
ＢまたはZoom

テーマ;今こそ社員と“共育”について考えよう！
　　　～企業発展のために経営者がすべきことは何か～
報告者;シオンテクノス㈱　代表取締役社長　村野　篤 氏

2/24 16:00 西・手稲地区会2月例会
札幌市西区民セ
ンターまたは
Zoom

テーマ;経営指針は経営の道しるべ
　　　将来のビジョンを描き実践しよう
報告者;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏

2/24 18:00 中央南地区会2月例会
コンチネンタル
ビルまたは
Zoom

テーマ;シリーズ 同友会版「私の履歴書」
報告者;㈱プロセス レボ　代表取締役　杉渕　好美 氏
　　 　㈱プロセス レボ　チーフアートディレクター
　　　　　　　　　　　　 　　　　　國岡　康平 氏

2/24 18:00 第70期同友会大学第8講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道の風土と文学
講　師;釧路工業高等専門学校　教授　小田島　本有 氏

2/25 19:00 東地区会 Zoom大ザツダン会  第3弾 Zoom .

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
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一般社団法人北海道中小企業家同友会／同友会大学同窓会共催 

第 70期同友会大学 公開講座 
 
2022年 1月 26日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 
同友会大学 学長 福山恵太郎 

同友会大学同窓会 会長 前田  昭二 
TEL011-702-3411 FAX702-9573 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆と  き：2022年２月３日(木) 18：00 ～ 21：00  
◆ところ：デ・アウネさっぽろ1階101号(定員に達しました)、 

またはzoomでのオンライン参加(定員100名) 
（札幌市東区北 6条東 4丁目 1-7 電話 011-721-1101） 

  ◆会 費： 2,000円（第 70期同友会大学受講生は無料) 
※会費は公開講座終了後にご請求致します。 

 

第 70 期同友会大学公開講座に、5 期連続で岡田氏を招きます。 

オミクロン株の世界的な広がり、原油や原材料高騰の中で迎える 2022 年。「成長と分配の好循

環」を掲げる「新しい資本主義」は、日本経済と中小企業経営に何をもたらすのでしょうか？ 

明快な岡田氏の講演を通して、激動する日本と地域経済の現状と課題を学び、中小企業の潜在力

と可能性を共に考えて参りましょう。経営者・社員揃って、ぜひご参加ください！ 
 

◎参加申込は 2／1（火）までに事務局へＦＡＸかメール（下記）でお願いいたします。 

 

 FAX 011-702-9573 e-mail; info@hokkaido.doyu.jp  担当事務局 村井・小村  

第 70期同友会大学 公開講座（２月３日）参加申込書 

会社名                   送信メールアドレス                            
 

参加者名 お役職 いずれか〇 参加者名 お役職 いずれか〇 

  会場・zoom   会場・zoom 

  会場・zoom   会場・zoom 
                            ＊第 70期同友会大学受講生は、参加申込不要です。 

 

≪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 
 
＜講師プロフィール＞ 

地域経済学の第一人者。自治体問題研究所理事長。日本地域経済学会元会長。著書に「地域づ

くりの経済学入門 地域内再投資力論」、「地域経済とまちづくり」、「災害の時代に立ち向かう 

中小企業家と自治体の役割」「コロナと地域経済」（共著）等多数。2019年 4月より京都橘大学

経済学部教授。20年 4月から同大学地域連携センター長。 
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中 央 北 地 区 会 

２ 月 例 会 

経営指針は会社の羅針盤 

今回は、札幌支部第 18 期経営指針研究会を受講している赤崎氏の報告から、 

研究会での学びと自社の経営をどのように結びつけているのか学び合います。 

日  時：2 月4 日(金) 

会  場：ビデオ会議システム Zoom でご参加ください 
※前日までに ID 等をメールでお知らせいたします 

報告者：有限会社ツーエイ クルミ薬局 
代表取締役 赤崎 幸三 氏 

企業概要：【設立】2000 年【資本金】300 万円【従業員数】28 名 
【事業内容】調剤薬局経営（クルミ薬局） 

2022 年 1 月 27 日 
(一社)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 

担当幹事 大野頌、赤崎幸三、櫻井孝吉 

 
中央北地区会 2 ⽉例会(2/4)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) ★1 ⽉ 28 ⽇(⾦)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！ 

18:00～20:00	

第 18 経営指針研究会総括報告会 プレ報告 

に愛される企業づくりとは？ 
一緒に考えましょう！ 

新型コロナウイルスの 

感染拡大状況を鑑み、 

開催形式を Zoom のみに変更いたします。 
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テーマ： 進化問われる今、自らの真価を考える 

【報告者】 サンマルコ食品（株）専務取締役 藤井 幸大 氏（白石・厚別地区会） 

 

＜概要＞1979 年創業の冷凍食品の製造メーカー。コロッケは究極のフィンガーフードと語る藤井専務は 
コロッケを軸に北海道の新しい食文化をつくることを目指す。さらに“おいしい”から健康を考えた 
メディカルフード開発への挑戦を始めている。 

                                                         

●と き：2 月 9 日（水）13:00～14:00  

●ところ：Zoom にて配信      ●参加費：無料 

 

テーマ： ミッションは｢すすきの」の愉しいを、未来へつなぐ 

【報告者】（株）APR グループ 代表取締役 青木 康明 氏 (中央東地区会) 

    

＜概要＞「すすきの」で 1 件の小さな焼き鳥屋から始まり 43 年。業態にとらわれず様々な飲食店約 30
店舗を経営しています。コロナ禍でグループ全体の売り上げは半減。営業自粛などで出来た時
間で接客スキルを磨くほか、クラウドファンディングの返礼品として誕生した地ビール『すすきのえー
る』が好調。2022 年には自前の醸造所を稼働する。 

 

●と き：2 月 21 日（月）13:00～14:00  

●ところ：Zoom にて配信      ●参加費：無料 

 

 

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 12 月 28 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 

 

札幌支部 コロナ時代の経営戦略！(2/9、2/21) 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 13 回（2/9）       □第 14 回（2/21）                                    

※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

13

回 

第

14

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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■日    時 ： ２/１４（月） 18：30～20：４０ 
■開催形式 ： 完全 Zoom 

 新型コロナウイルス感染拡大のため、開催形式を変更しています。  

参加無料 

２/１４  北地区会２月例会 出欠回答 【締切：2/10（木）】 

□出席します。 

【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】                      

【報告者】 

【メールアドレス】                                   

社員と信頼関係を築き、

全社一丸体制を構築し、自

社の方向性を社内外に示

すために欠くことができな

いのが経営指針（理念・ビ

ジョン・方針・計画）です。 

昨年の 4 月から始まっ

た第18期研究会を修了し

た山本さんから経営指針

研究会での学びを報告し

ていただきます。 

加えて、第 10 期研究会

修了者の工藤社長の経営

指針を活かした経営実践

から学びます。 

業務内容：児童発達支援・放課後等デーサービス 

社員数：10名（パート含む） 
 
第 18 期経営指針研究会修了。経営指針を学び、自身と社

員が目指す 10 年ビジョンの思いが道しるべとなり会社の

軸、未来像を描き話し合う中でより一層社員との信頼関係

が深まったと実感。会社設立から 2年半、社員の思いも乗

せて現在 2店舗目開設へ向け進んでいる。 

業務内容：運送業 

社 員 数：30名（パート含む） 
 
第 10期経営指針研究会修了。研究会で「経営者の覚悟」を

学び、経営指針を成文化。多くの葛藤や苦労を伴いながら、

ひたむきに経営指針の実践を続けることで、自己変革と企

業変革に取り組んでいる。札幌支部経営指針委員長。 

（合）あすな    代表   山本 綾乃 氏 （白石・厚別地区会） 

（株）工藤商事   代表取締役  工藤 英人 氏 （白石・厚別地区会） 

実践報告 

  
202２年 1 月 5 日 

北海道同友会 札幌支部 

北地区会 会長 小野 浩二   

完全オンラインに変更 
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会社名：           役職          氏名                
ゲストの参加もお待ちしています！ 

会社名：           役職          氏名               

 
 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

江別地区会 2 月例会 

経営指針を作ったら儲かるの？ 
～あなたの会社はどこに向かっていますか？～ 

と き：2/14(月)  18：30～20：30   

会 場；Zoom のみ 

※コロナの状況を鑑みて、完全オンライン開催に変更しております。ご了承下さい。 

※資料と Zoom アドレスは近くなりましたらお送りします。 

同友会が謳う「経営指針」はなぜ必要なのか。ワンマン経営で落ち込んだ経営状況を経営指針で変え、企業変革を
遂げた山本氏の報告から学びます。また、経営指針委員会副委員長を務める小椋氏より解説をいただき、学びを深
めます。社員さんや知合い、どなたでも参加頂けます。お誘い併せてぜひご出席ください︕ 

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

江別地区会 2月例会(2/14) 出欠回答  ※締切 2/9 

□出席       □欠席 

 

【報告者】 （株）北進自動車工業 

代表取締役 山 本 章 氏 

〈山本氏プロフィール〉江別地区会員 

設立 1987 年、1998 年入会、資本金 3,000 万、従業員 42 名。 

札幌市にて個人事業として自動車板金塗装業を開始。その後江別

市に移転し、(株)北進自動車工業設立。 

2009～2013 年までの 5 年間、経営指針委員会に所属し、地区

会で経営指針活動に取り組む。 

2022 年 1 月 27 日 江別地区会 会長 柏村 章夫 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

参加費無料 

〈小椋氏プロフィール〉白石・厚別地区会員 
設立 1992 年、1991 年入会。 

前職で同友会に入会し、その後独立。2008 年に第 5 期経営指針

研究会を受講。修了後から経営指針委員会に所属。現在は経営指

針委員会副委員長、経営指針実践ゼミサポーター、札幌支部経営

指針管理会計講座の講師を務める。 

【コメンテーター】 （株）シンクシステムズ 

会長 小 椋 俊 秀 氏 

変更しています 
ご確認下さい 
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 （一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

2022 年 1 月 28 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 

【講師】 堀内信吾税理士事務所 所長 堀内 信吾 氏 

〈事業紹介〉 
創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務、税務申告書への書面添付、自計化システムの導入支
援、経営計画の策定支援、資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成、事業承継対策、税務調査
の立会い、保険指導、経営相談等のサービスを提供。 

開催日︓2 月15 日 (火) 18:00～19:00 

会 場︓Zoom のみ（懇親会は中止します） 

参加費︓1,000 円（会場費等） 
※当日キャンセルは全額申し受けます。 
※ゲストの方は参加費無料です。 
※お申込み頂いた皆様に前日までに Zoom リンクをお送りします。 

2022年 1月 1 日から施行された改正電子帳簿保存法。「電子保存の義務化」が謳われていますが何が対象
なのか、今までとどう変わっているのか。そもそも電子帳簿保存法とは何なのか。税理士の堀内氏を講師
にお招きし、2023年 10月から導入されるインボイス制度との関わりも併せて解説して頂きます。 
まん延防止等重点措置適用の状況を鑑み、完全オンライン開催に変更致します。（懇親会は中止します。） 
同友会会員でないゲストは参加費無料です！会員の皆様ぜひ、ゲストをお誘いあわせの上ご参加下さい！ 

2/15 開催 白石・厚別地区会 2 月例会参加申込書 回答締切：2/10 

企業名                    役職             氏名              

ゲスト 
企業名                    役職             氏名              

FAX 送信先：011-702-9573（担当事務局 小西） 

変更しています。 
再度ご確認下さい。 
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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。 

 

★2 ⽉ 9 ⽇(⽔)までにご回答ください 

2022 年 1 月 17 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 竹内康、芳賀直史、鈴木暁彦、小原木聖 

℡(011)702-3000 

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 2 ⽉例会(2/16)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) 

【映像出演・解説】 

富良野 GROUP 

久保 隆徳 氏 

倉本聰氏の哲学を継承する富良野GROUPの 
協力をいただき企画しています 

これまでの常識が通用しなくなっているいま、 

新たな価値を創造する力がますます必要に 

なってきています。 
 

では、柔軟な発想や創造力は 

どうやって引き出せるのでしょうか？ 
 

今回は演劇で役者のトレーニングに使われる 

インプロ(即興)メソッドを使って、 

創造性が生まれる空間づくりを 

一緒に体感しましょう！ 

2/16(水) 18:30 ～ 20:30 
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) 

2,000 円 
※1 月～3 月の会合参加費を合算し 

請求書を送付します。 

開催 

日時 

中央西地区会 ２月例会 

会場 

参加費 

創造力ないのね… 

えっ、わたしって意外と 

【本例会のポイント】 

１．組織や人の感性・創造性と業績アップの関係性を考える 

２．インプロ（即興）を活用し、協同的創造性を引き出す 

３．他の参加者の創造性に触れ、自身や自社の創造性を高める 

新型コロナウイルスの感染拡大状況により 

開催形式を Zoom に変更する場合がございます。 

予めご了承ください。 
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先輩社員マナー総点検研修会
新入社員を迎える前に

（一社）北海道中小企業家同友会　全道共育委員会

研修スケジュール

13：30 開会

13：35 問題提起

14：15

14：25 グループセッション
問題提起をチームで考察

15：30 セッション報告

16：00 質疑応答

16：20 まとめと閉会挨拶

16：30 閉会

＜講師プロフィール＞1959年2月　宮城県登米市出身

神奈川大学卒業後、総合アパレル株式会社ワールド入社。33年間アパレルの営業・店舗開発として店舗の出店

イベントの提案、契約締結業務に携わる。2016年念願の北海道に移住、2018年はやしの企画 H a y a s h i ' s 

Planningを立ち上げ、営業のコンサルティング・アウトソーシングを始める。

札幌本部ホール、又は各社オンライン
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

新入社員を迎える先輩社員

15名・Zoomは制限なし

5,000 円
※請求書は後日発送、当日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

（受講生 1 人当たり）

経営者聴講は無料です
※札幌会場以外は原則オンラインですが、各社の受講環境に不安がある方は
　事前にご相談ください。事前テストを行います。
※ZooｍID・パスコードは前日までにご案内いたします。

札幌会場

年 月2 日(金)182022 13:30  16:30～日　時

会　場

受講料

聴　講

対　象

定　員

休憩

（報告のみ）

マナーの大切さは誰しもわかっているものの、社内的に学ぶ気風、マナーに関心を持つ社風を育てていくことは粘り強

く取り組まなければならない大切な課題です。新入社員を迎える前に、社内マナーの総点検と改善策を検証します。

自社のマナーレベルを上げよう
～その行為は惰性になっていませんか？～

はやしの企画 Hayashì s Planning 氏（札幌）代表 林　正治
【問題提起】

（年齢経験不問）

先輩社員マナー総点検研修　参加申込書

問い合わせ：TEL011-702-3416 ／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

1

2

札幌会場・Web

札幌会場・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

※ご記入のアドレスに資料・Zoom ID をお送りします

締切 / 2 月 10 日

<オンラインでご参加ください>

会社の現状を出し合い、
社内マナーの目的と課題を
検証します！
※実技講習はありません

グループセッション課題例
①そもそも社内マナーとは？
②誰に何の為にどういうことをするの？
③自社で行っているマナー研修・マナー教育
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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 
 

 

 

 
    

202２年 1月 2５日 
札幌支部経営指針委員会 委員長 工藤 英人 

TEL：011-702-3000 
 
 

20２１年４月からスタートし今年１月にカリキュラムを修了した第１８期経営指針研究会ではグル

ープの仲間と共に研鑽し合い、自社の経営指針を作り上げてきました。研究生の皆さんに研究会で

の学びや気づきなどを報告していただきます。 

また、2018 年から開始した経営指針実践ゼミ第２期は 2 年半を経てこの度見事修了を迎えま

したので、合同で報告会を行います。経営指針づくりをお考えの方は是非ともご参加下さいませ。 
 
 

◆第 1８期経営指針研究会 修了者 （順不同、敬称略） 

   企業名 役職 氏名 

１ 合同会社あすな 代表 山本 綾乃 

２ （株）ズック 代表取締役 亀山 圭一 

３ （株）砂田興産 代表取締役 砂田 健児 

４ （株）補償セミナリー 技術部 部長 畑中 朝晴 

5 （株）髙橋管機工業 常務取締役 吉田 徹 

６ （有）ツーエイ クルミ薬局 代表取締役 赤崎 幸三 

７ （株）出口塗工店 代表取締役 出口 則夫 

８ （株）博善社 代表取締役専務 北島 忍 

９ 大建産業（株） 代表取締役 門脇 勝洋 

１０ 北海道電子機器（株） 代表取締役社長 穴田 秀樹 

１１ （株）雪研スノーイーターズ 代表取締役 大槻 政哉 

１２ （有）よねや 経理担当課長 中寺 さくら 

１３ 温熱療法院 えがお 代表 千葉 かずみ 

1４ （株）T.Kワークス 代表取締役 川浦 貴秀 

１５ 北海道イシダ（株） 代表取締役社長 笠井 剛 

 

◆第２期実践ゼミ 修了者 （順不同、敬称略） 

   企業名 役職 氏名 

1 (株)テンズホーム 代表取締役 角 航兵 

2 (株)函館フーズプランニング 専務取締役 髙野 拓哉 

3 (株)ふじ研究所 代表取締役 弘田 安 

4 （有)木舎 代表取締役 佐々木 宏正 

 

第 1８期 経営指針研究会&第２期実践ゼミ 合同報告会（2/21） 出欠回答 

 

□出席します               □欠席します 
 

 
会社名                お名前             お役職    
返信先：同友会事務局 FAX：011-702-9573                       担当事務局：村井（     011-702-3000） 

日時：２/21(月) 

16:00～18:30 
 

形式：オンライン(ZOOM)  

  ※社会情勢により開催形式が変更

になる場合がございます。 
 

参加費：無料 
 
 

<プログラム> 

16:00  研究会 修了者報告 

       実践ゼミ 修了者報告 

18:20  サポーター代表スピーチ 

18:30  閉会 

第 1８期経営指針研究会 ＆ 第２期実践ゼミ 

 合同報告会 

申込締切：2月 17日（木） 
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モデルケースでディスカッション！ 
「事業承継道場」一日体験 

 札幌支部 経営厚生労働委員会 

事業承継勉強会 

2022 年 1 月 20 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 

中小企業の大きな課題の一つとして挙げられるのが「事業承継」。 

昨今道内企業の後継者不在率は 72％と全国平均を上回っています。 

地域に根ざす企業を将来に残していくために皆で考えましょう。 

田中弁護士に解説とモデルケースの紹介をしていただき、それをもとにグループ

ディスカッションで学びを深めます。皆様のご参加お待ちしております。 

会社名                              役職                 氏名                      

会社名                              役職                 氏名                      

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

参加申込書 事業承継勉強会（2/22） 回答締切：2/16(水)18:00 ※定員になり次第締め切ります。 

〈講師プロフィール〉 

札幌市出生。2007 年弁護士登録。 

2019 年に中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネーター登録

（2021 年より中小企業アドバイザー登録）。 

金融機関や商工会議所などの支援機関への支援を通じて中小企業の事業

承継や M &Ａのサポートに取り組んでいる。 

2 月22 日（火）16:00～18:00 
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：35 名 

参加費：1,000 円（別途請求書をお送りいたします） 

      ※当日キャンセルは参加費 1,000 円を申し受けます。 

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 

（同友会札幌支部経営厚生労働委員） 

〈タイムスケジュール〉 

16:00 開会 

16:05 講演（田中氏） 

16:35 グループディスカッション 

17:35 グループ発表 

17:45 総括 

18:00 閉会 

参加します （□継がせる側 □継ぐ側 □専門職 □その他） 
※グループ分けの参考にしますので上記（）内の該当する立場に✓をお願いいたします。 

会場参加のみ 

※情勢によって開催を延期する場合がございます。ご了承ください。 
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東地区会２月例会（2/22）出欠回答用紙〔回答期限：2/17〕

□出席します （□会場 ・ □Zoom） □欠席します

会社名： 役職： 氏名：

■日時： ２月２２日（火）18:30～20:30

■会場： ﾃﾞ･ｱｳﾈさっぽろﾋﾞﾙ１階102Ｂ（Zoom併用）

（札幌市東区北6条東4丁目1-7）

■参加費： 無 料
※コロナ対策を万全に講じます。マスク着用・アルコール消毒にご協力ください。

※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。

※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。

〈スケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 村野委員長報告

19：25 換気休憩

19：30 パネルディスカッション

20：10 質疑応答

20：25 会合案内／挨拶

20：30 閉会

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２月例会のご案内
2022年1月17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】今こそ社員と“共育”について考えよう！
～企業発展のために経営者がすべきことは何か～

東地区会2月例会は、社員参加型の「共育」例会を企画しました。
同友会の企業づくりの基本精神である労使見解にもとづき、社員をパートナーと位置づけて、経営者・

社員双方が「共に育つ」ことこそが、コロナ禍を乗り越え企業を発展させていくことに必要不可欠である
と考えます。

今回は、札幌支部共育委員長のシオンテクノス（株）村野社長（東地区会会員）に報告していただいた
後、（株）りんゆう観光の植田社長と社員の方を交えてパネルディスカッションを行い、同友会の「共
育」について深めてまいります。ぜひ、自社の社員と一緒にご参加ください。

【報告者】

シオンテクノス（株）代表取締役社長 村野 篤 氏
◆1972年設立。業務用空調販売・施工・保守管理。社員数48名（パート含む）

【パネラー】

（株）りんゆう観光 代表取締役社長 植田 拓史 氏

層雲峡事業所・営業 王 欣 氏
◆1959年設立。札幌藻岩山スキーリフト、黒岳ロープウェイ・リフト運営等。社員数40名（パート含む）

※お問い合わせ先（事務局担当：中村）

TEL：011-702-3000 FAX：011-702-9573

役職： 氏名：＜※社員の方＞

※新型コロナウイルス感染症の状況次第では、開催方式を変更する場合がございます。ご承知おきください。
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西・手稲地区会2月例会出欠回答

□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）

経営指針は経営の道しるべ
将来のビジョンを描き実践しよう

北海道中小企業家同友会 札幌支部

【プロフィール】

2000年4月設立。05年代表取締役に就任。運送事業をメイン
に08年からライジングサンロックフェスティバルの運搬を開
始。建築資材や園芸関連の運搬なども担う。
札幌支部では19年から経営指針委員会の委員長を務める。

会場

○札幌市西区民センター 2階大会議室
(札幌市西区琴似2条7丁目1−1)

○ Zoom

2/24 (Thu.)
開催
日時

無料

参加費

西・手稲地区会 2月例会のご案内
2022年1月25日

西・手稲地区会 地区会長 加藤 景
例会担当幹事：佐藤 和広、 西田 宙文

16:00 ～ 18:00

（□ 会場参加 ・□ Zoom参加）

□欠席します

回答締切日 2月21日 18:00

【報告者】

株式会社工藤商事 代表取締役 工藤 英人 氏

皆様は経営指針をご存知でしょうか。同友会では「経営理念」「10年ビジョン」「経営

方針」「経営計画」の4つをあわせて"経営指針"と呼んでいます。経営者にはいかなる状況

でも自社を維持発展させる責任があります。需要の変化や厳しい外部環境におかれたとし

ても持続可能な企業を創り上げるために必要な取り組みなのです。

そこで今回は経営指針をテーマに例会を行います。当日は札幌支部経営指針委員長の工

藤氏をお招きして経営指針の概要を学ぶとともに、経営指針を作成することによって生ま

れる様々なメリットをお伝えいただきます。例会での学びを通して経営の要や事業の柱を

見つめ直す機会にしましょう。

久しぶりに西区民センターを会場に行います。皆様お誘い合わせのうえご参加ください。

開催日に”まん延防止等重点措置”が適用されていた場合、完全オンラインで実施いたします。
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18:30～20:30 
 

東地区会会員の皆様には新型コロナウイルス感染症の影響が出る中、日々奮闘されていることと思います。 

なかなかリアルで会えない日々が続く中、昨年 8 月と 11 月に『Zoom大ザツダン会』を開催しました。 

その結果「久し振りに思いっきり話せた！」「今まで余り話せなかった、あの会員とジックリ話せたよ^^」 

「初めて地区会の活動に参加したけど、こんなに敷居が低かったんだ~」「ZOOM 飲み会、意外とイケるかも？！」 

などなどの声を多く頂きました。つきましては引き続き、第３弾を企画しております。 

皆さま、２/25 はビール         片手に画面の前に、お集まり下さい！！ 

 

 

 

東地区会 「Zoom 大ザツダン会 第３弾」 (２/25・金) 出欠回答用紙 

＜回答締切 ２/18・金＞ 
 

□出席します       □欠席します 
    
 

会社名                            お役職              氏名                

お問い合わせ：同友会事務局（担当：中村）▼FAX 返信先 011-702-9573 

 
２０２２年１月１９日 

(一社)北海道中小企業家同友会 
東地区会 会長 柳下 真人 

事務局℡：０１１‐７０２-３０００ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   
 

 
 

         
        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■日 時：２月 ２５日（金） 19：00～21：00 

■会 場：各自の PC、スマホ、タブレット等から  
（Web会議アプリ「Zoom」を使用） 

■参加費：無料（アルコールや、おツマミは各自ご用意ください） 

※参加される方には、事前に事務局より参加するためのミーティング ID をお送りします。 

※お名前をニックネームなどではなく、企業名・氏名を分かるようにしてご参加ください。 

※雑音が入らない場所で、ご参加ください。 

※Zoom の操作に不安がある方は、事務局までお問い合わせください。 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 東地区会 

アルコール片手に、 

画面の前へ集合！！ 
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