
同友会これからの企画 (2022.3.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

3/2 18:00 第70期同友会大学第9講
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;北海道観光と地域づくり
講　師;(一社)倶知安観光協会　前会長　本田　哲 氏

3/8 18:30 豊平・清田地区会3月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室102

テーマ;納棺士が語る、佳き人生の終わり方
報告者;NK北海道㈱　代表取締役　本間　竜太 氏

3/9 18:00
札幌支部組織・企画委員会
Guide to the Doyu

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;同友会活用で広がる知識と仲間
報告者;㈱恒栄工業　代表取締役　上原　伸也 氏
　　 　㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏

3/9 18:30 女性経営者部会3月例会 Zoom
テーマ;働き続けるためにした選択と挑戦
　　　 あきらめた道、開けた道
報告者;司法書士事務所First　司法書士　番井　菊世 氏

3/9 16:00 HoPE3月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ①;森林共循環システム構築による
　　　　　　　　　　　　　農林畜水産業の活性化
報告者;北海道大学名誉教授/日本泥炭地学会会長
　　　 NPO森林未来研究所　理事長　大崎　満 氏
テーマ②;森づくりパートナーによる「森林共循環」の
　　　 新たな森林管理ー実践事例の紹介
報告者;北海道大学 公共政策大学院 学術研究員
　　　 NPO 森林未来研究所研究員
　　　 パイロット ・ プラクティス㈱
　　　　　　　　　　　代表取締役　加藤　知愛 氏

3/11 18:00 白石・厚別地区会3月例会
アサヒビール園
はまなす館また
はZoom

テーマ;経営指針で学んだ事は、経営に生かせるの？
報告者;㈱出口塗工店　代表取締役　出口　則夫 氏
　　　 合同会社あすな　代表　山本　綾乃 氏

3/11 18:30
中央西地区会・中央北地区会
3月合同例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室205
またはZoom

テーマ;会社は社会の縮図－誰しもが欠けてはならない社員－
報告者;㈱アイワード　代表取締役社長　奥山　敏康 氏

3/11 18:30 東地区会3月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102ABまたは
Zoom

テーマ;北の国から大志を抱け
　　　 ～江別から世界へ、地域の魅力発信型経営の実践!!～
報告者;Ambitious Farm㈱　代表取締役　柏村　章夫 氏

3/11 18:00 第70期同友会大学第10講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道資本主義発達史
講　師;北海学園大学　名誉教授　小田　清 氏

3/14 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第15回）

Zoom
テーマ;鍵は“たまごち”！
　　　チームレイジックスで高みを目指す
報告者;㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏

3/14 14:00
札幌支部政策委員会
消費税制学習会

Zoom
テーマ;徹底考察!!本当に減税・廃止は可能か!?
講　師;北海学園大学 経済学部経済学科　教授　野口　剛 氏

3/15 18:30 北地区会3月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;『天知無用』～経営者の人脈づくり～
報告者;NCU合同会社　CEO　芳永　尚 氏

3/16 18:00 農業経営部会2022年度総会 Zoom

テーマ;農業経営がこんなに変わる！
　   　 農場指針＆経営指針 実践トークセッション
報告者;森井農園　代表　森井　克幸 氏
　　 　㈱esaki　代表取締役　江崎　佑 氏
　　 　Ambitious Farm㈱　代表取締役　柏村　章夫 氏
　　 　㈱あしだファーム　代表取締役　蘆田　裕介 氏

裏面もご覧ください
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3/17 15:00 IT経営部会 最終例会 Zoom
テーマ;DXの進め方について一緒に考えましょう！
報告者;㈲ITマネジメントシステム
　　　　　　　　　　代表取締役　石塚　真彰 氏

3/17 18:00 第70期同友会大学第11講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;地球の起源と生命の誕生
講　師;北海道大学 大学院 理学研究院　教授　倉本　圭 氏

3/22 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
3月例会

ながぬまホワイ
トベースまたは
Zoom

テーマ;キャメルマオイの戦略について
報告者;㈱キャメル珈琲
　 　　シニアプロダクトマネージャー　齋藤　幸治 氏

3/23 13:00
札幌支部連続企画
コロナ時代の経営戦略（第16回）

Zoom
テーマ;創業94年目企業、完全無人アパレル店を開く
報告者;竹栄㈱　代表取締役社長　竹田　尚弘 氏

3/23 18:30
札幌支部経営指針委員会
第19期経営指針研究会
オリエンテーション

同友会ホール
AB

テーマ;人を生かす経営の総合実践を始めましょう！

3/24 18:00 中央南地区会3月例会
OSTERIA 101
SICILIA GRILL
& BAR

テーマ;コロナ禍の経験を語る
報告者;㈱OLIVE'S　代表取締役　内田　湖樹 氏

3/24 18:30 江別地区会3月例会 Zoom

テーマ;情報化を味方につける経営
　　　～電子帳簿法改正を踏まえたキャッシュレスや
　　　　　　　　　　　　アウトソーシングの活用方法～
講　師;IT・経営コンサルティング事務所
　　　　　　　　　　　クロスハート　代表　伊藤　志保 氏
コーディネーター;㈱アグリ＆コミュニティサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　小西　穣 氏

3/24 18:00 第70期同友会大学第12講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;地球環境とエネルギー問題
講　師;酪農学園大学 農食環境学群　教授　押谷　一 氏

3/29 16:00 西・手稲地区会3月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室202
またはZoom

テーマ;障がい者雇用を知り、企業の力に変えよう！
報告者;㈱ユーファースト　代表取締役　吉岡　俊史 氏
　　　 幡本印刷㈱　代表取締役　加藤　景 氏

3/29 18:30
第36回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom
テーマ;労基の臨検から１年、丸福塗料の事例
ホスト;丸福塗料㈱　代表取締役社長　福尾　実 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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【タイムスケジュール】

18：00 開会／挨拶

18：05 同友会紹介

18：15 上原氏報告

18：35 敬禮氏報告

18：55 休憩

19：05 グループ懇談

19：40 グループ発表

19：55 閉会挨拶

20：00 閉会

2022年2月22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

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！

3/9 Guide to the Doyu 参加申込書 （締切3/3）

FAX返送先：011-702-9573 (担当:中村)

【企業名】 【役職】 【氏名】

【連絡先メールアドレス】

◆日時：3月9日（水） 18：00～20：00
◆会場： デ・アウネさっぽろビル101＆Zoom
※住所：札幌市東区北６条東４丁目1-7
※広めの会場をご用意しました。会場での参加をご希望の方はお申込み下さい。

◆参加費：無 料
◆報告者：

（株）恒栄工業 代表取締役 上原 伸也 氏
（札幌支部共同求人委員長）

（株）レイジックス 代表取締役 敬禮 匡 氏
（全道共同求人委員長）

※後ほどZoomで参加するためのID・パスワードをお送りします。メールアドレスをご記入ください。

※新型コロナウイルスの感染状況が好転した場合は、会場とZoomのハイブリッド形式にいたします。

※ハイブリッド形式に変更する場合は2月21日（月）までに判断し、再度ご案内いたします。

同友会運動の柱のひとつ「共同求人委員会」の活動紹介と実践報告から学びます。

新会員の皆様はもちろんのこと！
最近同友会にご無沙汰の皆様！
入会を検討している経営者の皆様！
興味のある方ならどなたでも参加できます！

会場（ﾃﾞ･ｱｳﾈﾋﾞﾙ）とZoomのハイブリッド開催になります。

□ 会場参加 □ Zoom参加
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【テ
ー
マ
】 

経
営
指
針
研
究
会
で
学
ん
だ
事

は
、
経
営
に
生
か
せ
る
の
？ 

 
 札幌支部白石・厚別地区会 3月例会出欠回答 （回答締切 3/9）  

  〈例会〉 □ 出席します（□会場 □Zoom）      □ 欠席します 

    〈懇親会〉 □ 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︓小西) 

経営指針を学ぶことで、「何を変えようと思い」「何が変わったか」「何が問題となったか」。 
一年間の学びを共有し、経営指針を導入するメリットを学びましょう。 

 
 

2022年 2年 10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 
担当︓C グループ 

白 石 ・ 厚 別 地 区 会 
３ 月 例 会 の ご 案 内 

【報告者 1】 

◆(株)出口塗工店 

代表取締役 出口 則夫 氏 

◆合同会社あすな 

代表 山本 綾乃 氏 
2019年設立。資本金 200万円。 
社員数 10名。 
業務内容︓児童発達支援・放課後等デ
イサービス。2020年同友会入会。 

アサヒビール園はまなす館 
（札幌市白石区南郷通4丁目南1-1） 
Zoom併用 

 

 

開催日 

例  会 18:00～19:30 
懇親会 19:30～21:00 

3/11(金) 
参加費 

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！ 

会 場 

例  会 1,000円(会場費など) 

懇親会 4,000円 
※3/9以降のキャンセルは 4,000円申し受けます。 

【報告者 2】 

2006年設立。資本金 300万円。 
社員数 5名。 
業務内容：一般住宅外壁・屋根塗装。 
2015年同友会入会。 
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●グループ討論を行います。 

カメラ・マイクをご準備ください。 

 
中央⻄地区会・中央北地区会 合同 3 ⽉例会(3/11)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) 

 

★3 ⽉ 4 ⽇(⾦)までにご回答ください 

2022 年 2 月 10 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／中央北地区会会長 杉本 英範 

担当幹事 田中康道、佐々木嘉久、小松洋輔、堀内駿、高橋博音、坂田陽一 
℡(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！ 

倒産寸前からはじまった企業づくり 

道内有数の印刷会社であるアイワード。 

その支えとなったのは「労使見解」と経営指針でした。 

男女や障害による差別をしない 

全社員が日報で情報共有を図る 

ノルマや人事考課もない同社は、 

社員が共に成長しイキイキと働ける会社を目指し続けます。 

アイワードが大切にしている経営指針(一部抜粋) 

めざす社員像 

・いつも力を合わせていこう 

・陰でこそこそしないでいこう 

・働くことが一番好きになろう 

・何でも、何故？と考えよう 

・いつでも、もっといい方法はないか探そう 

開催 

日時 3 / 11 (金) 

18:30 ～ 20:30 

会場 

またはビデオ会議システム Zoom 

デ・アウネさっぽろビル 2 階 
205 会議室(東区北 6 条東 4 丁目 1-7) 

参加費 500 円 ※1 月～3 月の会合参加費を合算し 

請求書を送付します 

報 告 者：株式会社アイワード 
代表取締役社長 奥山 敏康 氏（中央北地区会会員） 

企業概要：（設立）1965 年(資本金)6,719 万円(従業員数)243 名 

(事業内容)ブック印刷事業／情報処理・システム開発事業／ 

褐色写真復元事業／年賀状事業 

奥山氏プロフィール：1978 年北海道共同印刷(当時)に新卒の営業職として入社。 

93 年から取締役、97 年専務取締役を経て 2014 年から現職。人を大切にする経営学会北海道支部長。 

経営方針 

1.民主的に運営します。 

 ・開かれた経営…情報の共有化をはかります。 

 ・男女の性による差別、障がいによる差別をしません。 

2.自主的・自覚的な行動を大事にします。 

3.目標と計画を大切にします。 

中央西地区会 

中央北地区会 
3 月合同例会 

＆ 
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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

東地区会３月例会のご案内

◆日時：3月１1日（金）

2022年2月1日
東地区会会長 柳下 真人

企業名： お役職： お名前：

□欠 席

１８：３０～２0：3０

東地区会３月例会は、江別地区会の会長を務めるAmbitious Farm(ｱﾝﾋﾞｼｬｽﾌｧｰﾑ)の柏村社長をお招きして報告
いただきます。
山口県出身の柏村氏が、北海道江別の地で農業経営に至った経緯から自社の取り組み、将来のビジョンについ

て語ります。さらに、第14期経営指針研究会やその後の実践ゼミでの学びが、今の経営にどう結びついているの
か、余すことなく話していただきます。
「次世代にも魅力的に感じてもらえる農業」を目指し、自身が農業を楽しむことを大事にしている柏村社長の

報告から、自社の経営を見つめ直してみませんか。是非ご参加ください。

◆会場： ﾃﾞ･ｱｳﾈさっぽろビル1F102ABまたはZoom
（住所：札幌市東区北６条東４丁目1-7）

◆参加費：無 料
※車でお越しの方はデ・アウネビル専用駐車場または近隣の駐車場をご利用ください。
※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。

東地区会3月例会（3/11） 出欠回答用紙<3/4締切>

□出 席（□会場で参加 ・ □Zoomで参加）

※お問い合わせ先 （事務局 中村）
TEL：011-702-3000 FAX:011-702-9573

「北の国から大志を抱け」
～江別から世界へ、地域の魅力発信型経営の実践!!～

報告者：Ambitious Farm(株) 代表取締役 柏村 章夫 氏

〈スケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 柏村氏報告

19：20 質疑応答

19：30 休憩

19：40 グループ討論

20：20 グループ発表など

20：30 閉会

～プロフィール～
山口県出身。酪農学園大学卒業後商社に就職。「ものをつくる側になりたい」という

ことで、大学時代の仲間と一緒に2014年に農業生産法人Ambitious Farm（株）を設立
する。「次世代が魅力に感じる農業」を目指し、日本の農業を活性化するという『大
志』を持つ。企業理念は「新しい農業の可能性を創造し、人々を幸せにする」
同友会には2015年に入会。2017年に第14期経営指針研究会を受講。2019年から江

別地区会の会長を務める。

4月からスタートする第19期
経営指針研究会で学びたいと
お考えの方 必見の例会です！

※新型コロナウイルス感染症の状況次第では全面オンラインになる場合がございます。ご承知おきください。
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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～ 

 
 

2022年 2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 
TEL 011-702-3000 

 

テーマ： 鍵は”たまごち”！ チームレイジックスで高みを目指す 

【報告者】（株）レイジックス 代表取締役 敬禮 匡 氏（西・手稲地区会） 
 

＜概要＞1997年に海鮮どんぶり店『どんぶり屋(現どんぶり茶屋)』を開店。以来複数店舗を構え成長を続
けるものの、コロナ禍によって大幅な売上減少に陥る。しかしコロナを成長の機会と捉え、新たに『ど
んぶり茶屋 2.0』を展開する。 

                                                         
●と き︓3月 14日（月）13:00～14:00  
●ところ︓Zoom にて配信      ●参加費︓無料 

 

テーマ： 創業 94 年目企業、完全無人アパレル店を開く 

【報告者】 竹栄（株） 代表取締役社長 竹田 尚弘 氏 (中央西地区会) 
    

＜概要＞1928年創業の衣料品卸会社。2005年に楽天市場へ出店を始め今では売上の 4割に。 
モデル写真撮影も併用するキッズフォトスタジオ(なないろものがたり)、ネットショップのノウハウを応 
用したフードシェアサービス(プラスフード)、昨年 11月には完全無人の衣料品店「Manhattan 
store Mujin」などを次々と仕掛ける、社長就任 2年目の竹田氏が描く自社の将来像とは。 
 

●と き︓3月 23日（水）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︕(3/14、3/23) 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 15回（3/14）       □第 16回（3/23）                                    
※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

15

回 

第

16

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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長引く景気低迷に加え、新型コロナの感染拡大による影響などにより、札幌支部

景況調査では、税制、特に消費税の減税や廃止を求める声が多く寄せられています。 

そこで本セミナーでは、消費税が減税または廃止された場合、国民の生活および

私たち中小企業の経営にどのような影響を及ぼすのか？また、代わりの財源をどう

するのか？…など様々な影響について考えます。 

 

 

■日  時 ： ３月１４日（月）  14:00～15:00 

■形  式 ： ZOOM （ZOOM情報は前日までにメールでお知らせします） 

■参加費 ： １，０００円 ※後日請求いたします。 

             

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

政策委員会 消費税制学習会（3/14）  【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  

消費税制学習会   
 

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

※3月 10 日（木）までにご返信下さい。  

２０２２年２月１７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 

 

本当に減税・廃止は可能か!?

は!?

！ ？  

□出席します。 
 

【講  師】北海学園大学 経済学部経済学科   教授   野口  剛 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

【進行役】合同会社ジダイグループ     代表社員   上口 素司 氏 

（札幌支部政策委員） 

 

 

 

 

 

 

 

      

＜プロフィール＞ 

京都大学大学院経済学研究科博士後期課程経済動態分析専攻修了。 

研究テーマ：経済活動がボーダレスに行われる中での法人課税のありかた 

徹底考察 !! 
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北地区会 3月例会 
一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

2022 年 2 月 18 日  
北地区会 会長 小野 浩二 

TEL：011-702-3000 

 

北地区会 3月例会 （３/15）  ＜出欠回答＞（締切：３/１１） 

 

参加無料 

報告者：ＮＣＵ合同会社  ＣＥＯ  芳永 尚 氏 

『 天 知 無 用 』   
～経営者の人脈づくり～ 

 

「天知無用」 
芳永さんが出版した 52の短編エッセイ集。 

30年の営業人生で感じたことや思うことを纏めました。 

2月下旬には第 2弾を出版予定。 

「天知無用」とは天が知るいかなる道理や真実も地で生きる自分にはよくわ

からない。わからないからこそ自分自身に問いかけ人を訪ね人に尋ねながら

歩みを続けたい。そんな思いがこもったタイトルです。 

■日  時 ： 3/１5（火） 18：30～20：0０ 

■会  場 ： 同友会事務所 ホール AB  

（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   ※社会情勢により、開催形式の変更・会場人数を制限する場合がございます。  

□出席します。（□会場参加  ・  □Zoom参加） □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 

昨年末にあらたに北地区会の仲間に加わった芳永氏は、２０代から法人営業を始め多くの経営者に会っ

てきました。その経験は、単に営業マンとしてのスキルアップだけではなく、人生を変える機会になりまし

た。 「会う人はみな師である。」 使い古された金言に改めて新しさを感じ、あらゆるツールを活用し、会う

人から学び続ける芳永氏の人脈づくりの実践報告から学びます。 

＜プロフィール＞ 

札幌生まれ。倶知安・函館・札幌で育つ。札幌北陵高校卒業。 

東京リコー（５年）、北海道リコー（２年）で飛び込み営業。 

携帯電話ショップ専務取締役、代理店及び営業統括。 

1999年に有限会社ネットカンパニーゆう設立（営業支援・営業代行） 

2013年には外資系生命保険会社の法人保険専門にて 2年間で８千件のテレアポ。240人の社長

に出会う。2020年にＮＣＵ合同会社設立。同友会には 2021年 12月に入会。 
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（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 

農業経営部会 2022 年度総会のご案内 

 

出欠回答  

 農業経営部会 2022 年度総会（3/16）締切（3/14）   

   参加します（□総会 □トークセッション）※出席されるものすべてにチェックをお願いします 

         □欠席します 

   

企業名              役職             氏名                                                                          

ぜひお知り合いの方もお誘いください！  

企業名              役職             氏名                                   

ZoomURL 受け取り用メールアドレス                      @                                

                    TEL：011-702-3000（担当事務局松本） ▼FAX：011-702-9573 

 

農業経営がこんなに変わる！ 

農場指針＆経営指針 実践トークセッション 

2022 年 2 月 8 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 

2022 年度農業経営絵部会総会は、農場指針＆経営指針修了生によるトークセッションを行います。農業経営者
4名から、指針を作成してからの変化や実践、これからのビジョンについて伺います。部会員の皆様だけでなく、経営指
針・農場指針にご関心のある皆様も、この機会にぜひふるってご参加ください︕ 

日時：3/16（水） 

18：00～20：30 

形式：オンライン（ZOOM） 

※当日までに参加 URL をお送り

いたします。 

参加費：無料 

＜タイムスケジュール＞ 

18：00 総会 

18：30 トークセッション 

20：10 質疑応答 

20：20 総括 

20：30 閉会 

【報告者】 

◆農場指針修了生 

森井農園 代表 森井 克幸 氏 
（第 1 期農場指針修了生） 

（株）esaki 代表取締役 江崎 佑 氏 
（第 2 期農場指針修了生） 

 

◆経営指針修了生 

Ambitious Farm（株）  
代表取締役 柏村 章夫 氏 

（江別経営指針研究会、第 14 期経営指針、実践ゼミ第 1 期生） 

（株）あしだファーム  
代表取締役 蘆田 裕介 氏 

（第 16 期経営指針研究会、実践ゼミ第 3 期生） 
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皆さんは何のために自社を経営していますか？ コロナ禍に見舞われた現在、私たち中小企業を取り巻く

経営環境は激変し、自社の方向性を社内外に示すことが経営者に求められています。社員と信頼関係を築き、

全社一丸体制を作りあげる。その第一歩が経営理念の確立です。経営指針研究会は経営指針を作成するこ

とはもちろん、その実践の過程まで支援します。ぜひご参加下さいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指針研究会 
第１９期 募集ご案内  

2022 年 2 月 18 日 

(一社)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 

札幌市東区北 6 条東 4 丁目 1-7 

TEL：011-702-3000  

 

 

 

 

 

 

会合形式

と回数 

グループ活動が中心です。ひとグループ 4～5人で編成し、各グループサポーターが入

って自主運営で進めていきます。一年間 17回の研究会です。 ★基本対面で開催 

内容 経営指針、経営理念、10年ビジョン、経営方針、経営計画、会計学習会(2回)   

※詳細はカリキュラム参照 

テキスト 人を生かす経営・経営指針成文化の手引き・企業変革支援プログラム step1～step2 

 

 

募 集 要 項 

◪ 期  間：2022 年4 月 9 日（土）～2023 年 2 月   ◪ 申込期限：3 月 17 日(木) 
 

◪ 会  場：デ・アウネさっぽろ または 同友会ホール（札幌市東区北 6 東 4-1-7） 
 

◪ 申込資格：原則として札幌支部会員企業の経営者  
 

◪ 受講料：65,000 円（会場費、通信費、報告書作成費、事務経費）※宿泊研修会(未定)・懇親会費は別途                        

  ※お申込みを確認後、請求書を送付いたします。テキストは別途、お求めください(裏面) 

   

 

  

  

  

  

  

◪ 申込期限：3 月 19 日(木)   

◪ 受講料：65,000 円（会場代、一泊研修会の費用を含む）                        

  ※お申込みを確認後、請求書を送付いたします。テキストは別途、お求めください(裏面)。  

 ★経営指針研究会オリエンテーション★ ・・・19 期受講希望者は参加必須 

と き：３月２３日（水）  18：30～20：30   

ところ：同友会ホール AB（東区北 6 条東 4 丁目 1-7 デ・アウネさっぽろ 13 階） 

※完全オンライン（ZOOM）に変更になる場合がございます。 

※オリエンテーション後、受講を取り消すこともできます。 

今からご予定ください 

 

【修了生の声】 

・社長からやっと経営者としてのスタートに立つことができた気がします。 

・経営指針を策定する必要性を理解する良い機会でした。継続して学んでいかな 

 ければならないと気持ちを新たにしています。 

・社員を巻き込んで経営することの大切さを理解・実感することができました。 
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第 19 期経営指針研究会カリキュラム 
『経営指針成文化と実践の手引き』の内容に沿って進め、グループごとに講義の日程を決めて開催します。 
1講の時間は 3時間です(第 1講、中間報告会、管理会計学習会、総括報告会を除く) 

 
 

 

講数 開催月 章タイトル 節タイトル 

 

3/23（水） 

18:30 

～ 

20：30 

オリエンテーション 

運営にあたって 

「経営指針はなぜ必要か」(テキスト はじめに、第１章 第１節「経営指針はなぜ必要か」を使用します) 
企業変革支援プログラム Step1について 

1 

4/9(土) 

１３：０0 

～ 

18：３0 

第 1 章 同友会らしい「経営指針」成文化と全社的実践

の進め方 

第 2章 「人を生かす経営」と強靭な経営体質に向けて 

第 2節 同友会の歴史、理念から学ぶ 

第 3節 中小企業の今後の展望 

第 1節 「人を生かす経営」と強靭な経営体質とは 

2 
4/12（火） 

※予定 
＜会計学習会①＞ 決算書の見方   

３ 

４ 
5月 第 2章 「人を生かす経営」と強靭な経営体質に向けて 

第 2節 自社の歴史、経営成熟度、財務状況、 

      労働環境を知る ４ 

５ 

6月 第 3章 経営理念 

第 1節 経営理念とは 
第 2節 経営理念の役割 
第 3節 経営理念のつくり方 
第 4節 経営理念を外部に発信しよう 

６ 

７ 7月 第 4章 10年ビジョン 

第 1節 10年ビジョンとは 
第 2節 10年ビジョン策定にあたって 
第 3節 10年先を想像し「ワクワクする」方法 
第 4節 10年ビジョンは未来へのかけ橋 

 ８ 
8/6（土） 

※予定 
<中間報告会> 作成した経営理念と 10年ビジョンの中間発表                     

９ 
8/30（火） 

※予定 
＜会計学習会②＞ 変動損益計算 

１０ 

9月 

〜 

1月 

第 5章 経営方針 

第 1節 経営方針とは 
第 2節 経営方針を検討するにあたっての視点 
第 3節 情勢認識 
第 4節 自社の現状を確認する 
第 5節 経営方針をたてる １１ 

1２ 

第 6章 経営計画策定 
第 1節 経営計画とは 
第 2節 中期経営計画の策定 
第 3節 単年度経営計画の策定 1３ 

 
1４ 

第 7章 経営指針の実践 
第 1節 「経営指針の実践」とは 
第 2節 経営指針実践へ向けて 1５ 

1６ 1月 経営指針実践セミナー 会員企業の経営指針の実践報告から学ぶ 

1７ 2月 総括報告会 

第 19期経営指針研究会 申込書 

□  第 19期経営指針研究会に申し込みます 

□  3月 2３日（水）のオリエンテーションに参加します 

□経営指針成文化と実践の手引き(2,200円)    □人を生かす経営(550円) 

□企業変革支援プログラム STEP1(1,100円)    □企業変革支援プログラム STEP2(3,300円) 

会社名                        役職               氏名                   地区会             

 

              

◆テキストについて◆  (購入を希望するものに☑をつけてください 3/2３オリエンテーションで販売) 

▼お申し込み先  同友会事務局 ： TEL 011-702-3000             FAX 011-702-9573 
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IT・経営コンサルティング
事務所『クロスハート』代表

講師

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 小西） 電話 011-702-3000

伊藤志保 氏

伊藤氏プロフィール▶ IT・経営コンサルティング事務所『クロスハート』代表。上場企業ならびに中小企業など
大小様々な業種と業界を経験。製造業在職中1000件以上の改善提案を行いTOYOTA生産方式やPDCAを実践。独
立後はＦＰ・リスクマネジメントを中心に相談・執筆・講師等を行う。中小企業・小規模事業者を対象にデジタ
ルツールを活用した業務改善やマーケティング、新規事業立ち上げ支援などで活躍中。『情報格差による経済格
差をなくすこと』をモットーとしている。メディア出演等：西日本新聞コラム連載、FBSめんたいワイドTVコメ
ンテーター、九州大学芸術工学部・熊本市商工会議所などでの講演実績も多数。

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 江別地区会 令和4年3月例会（オープン例会）

（本社福岡県福岡市）

九州・東京等で活躍中
テレビ出演、新聞連載
WEB発信も多数

コロナに打ち克つ！新しい経営情報シリーズ第3弾

3/24
(木曜日)

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・3/18
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2022 .3 .29 (火 )

□出席（□会場・□Zoom）

□欠席

お問い合わせ先
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部
TEL：０１１-７０２-３０００ 担当：神谷

皆さんは”障がい者雇用”についてどの程度関心をお持ちでしょうか。うちの会社は雇用率の対象外だ

から……と、どこか遠い世界の出来事のように考えてはいませんか？ たしかに障がい者雇用には様々な

課題があるのかもしれません。でも”わからないからやらない”というのはもったいない。まずは”知る

こと”から始めてみませんか。

今回は支援のボーダレス化に取り組む株式会社ユーファーストの吉岡社長から、障がい者雇用について

その概要や取り組みを熱い思いと共に語っていただきます。また、2名の障がい者を雇用している幡本印

刷の加藤社長から事例報告もいただきます。

障がいの有無を超えて、誰もが活躍できるインクルーシブな社会づくり。その実現にはどのような発想

や取り組みが必要なのでしょうか。この機会に皆さんと一緒に考えてみましょう。

デ・アウネさっぽろ202
(札幌市東区北6条東4丁目1-7)

Zoom

障がい者雇用を知り、
企業の力に変えよう！

会費

16:00～18:00

無料

西・手稲地区会3月例会 出欠回答書 FAX返信先▶▶▶ ０１１－７０２－９５７３

時間

企業名 役職 氏名

3月25日までにご回答ください！▶▶▶▶

2022年2月10日
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部

西・手稲地区会 会長 加藤景
例会担当：佐藤寿志、谷口紀代美、森剛

※当日はソーシャルディスタンスの維持にご協力ください。
※例会の様子を写真撮影・動画で録画することがございます。
同友会のホームページや会報誌などへの掲載を目的にしています。

＜プログラム＞

① インクルーシブ委員会の説明

② 困難を抱える方が企業で働くこと、雇う事

(株)ユーファースト 代表取締役 吉岡 俊史 氏

(インクルーシブ委員会副委員長)

② 障がい者雇用の実践報告

幡本印刷(株) 代表取締役 加藤 景 氏

③ 質疑応答

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。

会場
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