
同友会これからの企画 (2022.5.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

5/2 18:00 第69期同友会大学第18講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;労働法の基礎知識
講　師;道央法律事務所　弁護士　上田　絵里 氏

5/10 8:00 中央南地区会親睦ゴルフ大会
エムアール茨戸
カントリークラ
ブ

.

5/11 17:00 HoPE第22回総会・記念講演
道総研プラザま
たはZoom

テーマ;積雪寒冷地の都市デザインと地域創成
講　師;北海道大学工学研究院長・工学院長・工学部長
　　　　　　　　　　　　　　　教授　瀬戸口　剛 氏

5/12 18:00 第69期同友会大学第19講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;企業とは何か～会社法を学ぶ～」
講　師;田中燈一法律事務所　弁護士　田中　燈一 氏

5/16 18:30 豊平・清田地区会５月例会 三川屋会館
テーマ;なぜ警備会社が唐揚げ店を始めたの？
報告者;㈱A警備24　代表取締役　矢萩　博人 氏

5/16 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
5月例会

ベルクラシック
リアン平安閣

テーマ;新事業「熟成鮨の宅配」に挑戦！
　　　～社員と共に難局を乗り越える～
報告者;㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏

5/18 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

5/19 18:00 第69期同友会大学第20講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;改正民法と中小企業
講　師;花形法律事務所　弁護士　花形　満 氏

5/20 11:45
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
春の交流ゴルフ大会

シャムロックカ
ントリー倶楽部

.

5/20 18:00
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」一日リアル体験
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

5/20 18:00 中央南地区会5月例会
コンチネンタル
ビル4F会議室ま
たはZoom

テーマ;コロナの先にある未来を創造しよう
　　　～向かい風は高く舞い上がるチャンス～
報告者;㈱アイチフーズホールディングス
　　　　　　情報戦略本部本部長　森谷　有紀子 氏

5/20 18:30 南地区会5月例会
すみかわ地区セ
ンター

テーマ;インボイスが中小企業にもたらす影響を考える
講　師;税理士岡崎克明事務所　所長　岡崎　克明 氏

5/23 18:30
第38回北地区会 Zoom懇談会
「きたサルラウンジ」

Zoom
テーマ;年商10億の会社のつくり方
ホスト;おつよコンタクト㈱　代表取締役　柳　剛志 氏

裏面もご覧ください
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5/23 15:30
ゼロカーボン北海道研究会
第2回総会・記念講演

同友会ホール
AB または
Zoom

テーマ;ゼロカーボン社会実現に向けた
　　　　　　　　　　　　　　行政の取り組みから学ぶ
講　師;北海道環境生活部ゼロカーボン推進局
　　　ゼロカーボン戦略課　主幹(戦略企画)　伏見　絵里 氏
講　師 ;札幌市環境局環境都市推進部環境政策課
　　　　　　　　　　　気候変動対策担当係長　林　恵子 氏

5/24 18:00 白石・厚別地区会5月例会
アサヒビール園
白石はまなす館

テーマ;同友会の学びは専門委員会にあり！
　　　熱く委員会を紹介＆ビールで懇親会！

5/24 18:30 北地区会5月例会
同友会ホール
AB または
Zoom

テーマ;プロのアナウンサー になって気づいた
　　　“伝えることの大切さ”
講　師;フリーアナウンサー・朗読家
　　　㈲オフィスパレット　代表　五十嵐　いおり 氏

5/25 18:30 国際ビジネス研究会2022年度総会
ANAホリデイ・
イン札幌すすき
の

テーマ;世界の中の日本、そして北海道
　　　～激変時代の積極戦略～
報告者;カワテックス㈱　代表取締役社長　河戸　三千之 氏

5/26 18:30 女性経営者部会5月例会
デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205AB

テーマ;～ほんとうは“ひとみしり”なあなたのために～
　「自分のキャッチフレーズ」を見つけるワークショップ
報告者;パートナーズ研究所　代表　土倉　玲子 氏

5/26 18:00 第69期同友会大学第21講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;組織とリーダーシップ
講　師;小樽商科大学大学院商学研究科
　　　　　　　　　　　　教授　西村　友幸 氏

5/27 18:30
後継者ゼミナール起望峰
第15回定時総会

クラブチャイナ
テーマ;戦国武将に学ぶ事業承継
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

5/27 19:00
中央東地区会5月例会
（キックオフ例会）

調整中
テーマ;地区会まるわかり！
　　　プレゼン＆方針発表会

5/30 17:30 西・手稲地区会5月例会 ことに大和家
テーマ;時事放談－世界情勢から自社の経営を考える
進行役;㈱ビルメン日新　代表取締役専務　井口　信幸 氏

5/30 18:30 農業経営部会5月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;農業で使えるSWOT(スウォット)分析
　　　～みんなで外部環境について考えよう～
講　師;㈲トライアド　代表取締役　三原　広聡 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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(一社)北海道中小企業家同友会

産学官連携研究会 HoPE

代表世話人清水誓幸・山本一枝

※どなたでもご参加いただけます。

お問い合せは：北海道中小企業家同友会事務局（担当：小村）

〒060-0906   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

TEL：011-702-3411   FAX：011-702-9573

会場
①Zoomによるオンライン参加（定員100名）

②道総研プラザ1階セミナールーム（定員30名）

(札幌市北区北19条⻄11丁目TEL:011-747-0200）

5/11 (水)
開催

日時
17:00～ 19:30

産学官連携 HoPE

第22回総会・記念講演のご案内第22回総会・記念講演のご案内
産学官連携研究会HoPE第22回総会・記念講演のご案内をお送りいたします。

2021年度は、ジェンダー、再エネ、森林資源にスポットを当てた「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」をパートⅠ～Ⅲまで開催。多面的に課題を掘り下げました。新年度

も関係機関との連携を一層強化し、持続可能な社会を目指す活動を展開して参ります。

記念講演には、北海道大学工学研究院長・工学院長・工学部長・教授の瀬戸口剛氏を講師に招き

ます。今冬道内を襲った記録的な豪雪で浮き彫りとなった積雪寒冷地の都市問題について、都市デ

ザインの視点から現状と課題、そして可能性を考えて参ります。

お誘い合わせて、ぜひご出席ください。

記念講演テーマ：「積雪寒冷地の都市デザインと地域創成」

講師：北海道大学工学研究院長・工学院長・工学部長

教授 瀬戸口 剛氏
1962年生まれ。1991年早稲田大学大学院後期博士課程修了。91年北海道大学工学部助手、
95年同助教授、2010年より北海道大学大学院工学研究院教授。17年工学研究院副研究院長
を経て、19年４月より工学研究院長・工学院長・工学部長。研究分野は、社会基盤（土木・建築・
防災） / 建築計画、都市計画。

参加費
無料

(交流会はございません) 5/6(金)締切

参加申込書 FAX、もしくはメールにてお申し込みください。申込先➢ hope@hokkaido.doyu.jp

Zoom ・ 来場

Zoom ・ 来場

【総会議事】

①2021年度活動報告・決算報告 ②2022年度活動方針案・予算案提案 ③2022年度役員案提案

①総会/17時～17時30分②記念講演/17時30分～

19時30分

HoPE6月例会／6月8日(水)16：00より開催します。詳細は追ってご案内いたしま
す。今からご予定下さい。

オンライン参加の方に、ZoomミーティングIDをお送りします。メールアドレスをご記入ください

■送信先メールアドレス ： ＠
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（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会

会長:本村信人
5月例会担当:千歳エリア

Teｌ:011-702-3000/ＦＡＸ:011-702-9573

5/16 千歳・恵庭・北広島・長沼地区例会/懇親会出欠回答用紙 （締切：5/12）

□ 参加します

▼FAX送信先：011-702-9573
≪お問合せ先≫
TEL ：011-702-3000（担当：中村・佐藤）

会社名 役職 氏名 .

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会５月例会のご案内

千歳・恵庭・北広島・長沼地区の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび千歳・恵庭・北広島・長沼地区会の５月例会についてお知らせいたします。

ウィズコロナ、ポストコロナへと続く時代を見据えて、どのような経営を行うか。熟成鮨事業へ参入し話題のレイ

ジックス、敬禮氏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。

＜テーマ＞新事業「熟成鮨の宅配」に挑戦！

～社員と共に難局を乗り越える～

■報告者（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 西・手稲地区会 幹事）

会社プロフィール

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。

■日 時：5月16日（月）
〔第１部:例会〕18：30～20：00 〔第2部:懇親会〕20：10～21：30

■参加費：1,000円（会場代として） 懇親会6,000円

(5/13以降の懇親会キャンセルは会費を頂く場合がございます。ご了承ください）

■場 所：ベルクラシックリアン平安閣（千歳市錦町４丁目９）

□ 欠席します

□ 参加します □ 欠席します

5月例会に

懇親会に

ゲスト会社名 役職 氏名 .
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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 

2022年 4月 5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（5/18） 申込締切：5月 13日(金)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。 
※参加費については、会場参加の方はその場でもらい受け、Zoom参加の方は後日請求書 
をお送りいたします。また、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。 

〈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：5 月18 日（水）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 

※延期になっておりました勉強会の開催が決まりました。 
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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」一日リアル体験 

 札幌支部 経営厚生労働委員会 

事業承継勉強会 

2022 年 4 月 15 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。 

延期していた当勉強会を下記日程で開催いたします。お手数ですが一度お申

込みいただいていた方も再度ご回答いただけますようよろしくお願いいたします。

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（事務局小西）まで TEL：011-702-3000 

参加申込書 事業承継勉強会（5/20） 回答締切：5/16(月) ※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。 

5 月20 日(金)18:00～20:00 
会場：同友会ホール AB（オンライン希望の方はご相談ください） 

（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〉 

18:00 開会 

18:05 講演（田中氏） 

18:35 グループディスカッション 

19:35 グループ発表 

19:45 総括 

20:00 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。 

※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。 

開催決定！ 
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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               

 
 

コロナの先にある未来を創造しよう  

〜向かい風は高く舞い上がるチャンス〜 

とき：５/２０(金) 18：０0～19：30 終了後～懇親会 

【例会】コンチネンタルビル４F 会議室（Zoom 併用） 
（札幌市中央区南１条西１１丁目１−３０２） 

※資料と Zoom 案内は当日までにお送りします。 

     参加費：お弁当付き 2,000 円 （お弁当なし 1,000 円） 

【懇親会】会場：Day & Night（札幌市中央区南１条西１１丁目コンチネンタルビル B1） 

参加費：2,000 円（会場で申し受けます） 

※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。 

フードデリバリーサービスへの参入、都会型店舗やレストラン事業の早期撤退、子ども食堂への社会

貢献、本社会議室をデリバリー専門店へ改築、ネット予約サービスの開始、HP 管理やおせちのオンライ

ン予約・決済販売システム開発の内製化、地域ブランドの強みを生かした商品開発や給食受託事業など

の強化など…時代の変化に柔軟かつスピーディに対応し、逆境を乗り越えてきた約 2 年間を語ります。 

北海道を代表するお弁当パイオニア企業として、社訓である『創造と挑戦』をモットーに、2022 年

も事業再構築補助金を使った斬新な取り組みを準備中。向かい風をチャンスと捉え、一歩でも前へと歩

みを進めてきた取り組みから学び、ぜひ御社の経営戦略に生かしましょう！ 

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

中央南地区会５月例会(5/20)出欠回答 【締切 5/17】 
□出席【□会場（お弁当□有・□無）・□Zoom】【懇親会 □出席・□欠席】   

□欠席 
 

報告者：㈱アイチフーズホールディングス 

情報戦略本部本部長 森谷有紀子 氏 

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

中央南地区会５月例会

 

2022年 4月 22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 

  

  

―――――――――――――――――――――――― 
北海道生まれのお弁当店『BENTOSS』をはじめとする
アイチフーズグループ創業家の一人娘。 
社内システムエンジニア。 
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インボイスが中小企業にもたらす影響を考える 
 

 
 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

南地区会５月例会のご案内 

講 師： 税理士岡崎克明事務所 所長 岡崎 克明 氏 
（南地区会会員） 

南地区会 5 月例会は、来年 10 月からスタートする「インボイス制度」について地区会の会員でもある

岡崎克明税理士にお話いただきます。 

軽減税率の導入に伴う企業間取引の消費税控除のため導入される制度ですが、中小企業経営者や社会にど

のような影響をもたらすのか。「導入まで時間があるし、近くなってから考えればよいのでは」と思ってい

る方も多いかもしれませんが、取引先との関係を大きく変えかねないポイントも含まれているようです。 

この機会に皆さんで学んでまいりましょう。 

2022年 4 月 18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 5 月例会(5/20)出欠回答 ※締切:5/16(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 

日 時： ５月２０日(金)  18：30～19：30 

会 場： すみかわ地区センター（南区澄川 4- 4- 4- 40 TEL：011- 818- 3035）  

 参加費： 1, 000円（会場費等として。会場で貰い受けます。） 

※新型コロナの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。 
※当日のキャンセルは参加費の全額を貰い受けます。 

 
18:30 開会／会長挨拶 

18:35 岡崎氏講演 

19:20 質疑応答 

19:30 閉会 

 

タイム 

スケジュール 

※例会終了後、懇親会を 地鶏亭 で行います。 

（参加費 4,400 円 住所：澄川 4条 2丁目 10-19 ） 

※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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2022年4月26日

(一社)北海道中小企業家同友会

ゼロカーボン北海道研究会

代表 鈴木高士

会場
デ・アウネさっぽろビル13FホールA・B＆Zoom
（札幌市東区北6条東4丁目1-7）※会場定員46名

5/23 (月)
開催

日時 16:00～ 18:00

ゼロカーボン北海道研究会

記念講演のご案内

ゼロカーボン北海道研究会記念講演のご案内をお送りいたします。

昨年９月に会を発足して以来、行政や関係機関と連携して勉強会などを行い、ゼロカーボン社会の実現に向けた

技術開発および普及のための研究を行ってきました。

今回は北海道と札幌市からそれぞれ講師をお招きして、カーボンニュートラルの実現に向けた行政の取り組みについて

お話を伺います。

自社の脱炭素経営に向けたヒントを探ってみませんか。ぜひご出席ください。

テーマ：「ゼロカーボン社会実現に向けた行政の取り組みから学ぶ 」

～脱炭素経営に向けて中小企業がすべきこととは～

講師：北海道環境生活部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課

主幹（戦略企画） 伏見 絵里 氏

札幌市環境局環境都市推進部環境政策課

気候変動対策担当係長 林 恵子 氏

参加費無料

（一社）北海道中小企業家同友会

ゼロカーボン北海道研究会記念講演（5/23）申込用紙

※ご回答は5/18（水）までにFAXまたはMyDoyuでお送りください。

FAX宛先

問い合わせ先

北海道中小企業家同友会事務局
TEL：011-702-3000 担当：中村

※Zoomでご参加の方は事前に参加するためのID・パスワードをメールでお送りします。

会場 ・ Zoom

会場 ・ Zoom

オンライン参加の方に、ZoomミーティングIDをお送りします。メールアドレスをご記入ください

■送信先メールアドレス ：
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一般社団法人北海道中小企業家同友会

ゼロカーボン北海道研究会 会員募集のご案内

2022年4月吉日
ゼロカーボン北海道研究会

代表 鈴木 高士

【申込方法】
入会をご希望の方は、本申込書に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXでご送信ください。
メールの場合は、本申込書の内容をメール本文に記載し、以下のメールアドレスまでご送信ください。

■FAXをご希望の方 011-702-9573

■メールをご希望の方 r-nakamura@hokkaido.doyu.jp

ゼロカーボン北海道研究会 入会申込書

お問合せ先：担当事務局 中村（札幌支部） ☎011-702-3000

企業名

役職 氏名

所属支部名 支部 連絡先電話番号 - -

メールアドレス @

2021年9月16日、エネルギーシフトの実現と持続可能な地域づくりを目指す”ゼロカーボン

北海道研究会”を設立いたしました。当研究会は、「創エネ」「省エネ」を切り口に、北海道発の「中

小企業によるゼロカーボン型ビジネス」を創造することで、元気な企業の増加と雇用創出を行う

ことを目的に掲げています。

今こそ道内中小企業の力を結集し、地域主導で再生可能エネルギーの創出、省エネルギーを推

進し、ゼロカーボン社会実現に向けた技術開発および普及のための研究を行い、地域内及び北

海道内における経済循環を実現させましょう。

当会では、会員の皆様に各種行事を通じて研鑽ならびに交流の場を提供します。 ぜひともご

入会くださいますようお願い申し上げます。

【入会資格および条件】

1. 一般社団法人北海道中小企業家同友会の会員または会員企業の役員であること

2. 年会費を期日までに納入できる方（年会費は１２,０００円(1社)）

※期中での入会の場合は月割額といたします。
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日時：5 月 24日(火) 18:00～20:30 

会場：アサヒビール園白石はまなす館 
   （札幌市白石区南郷通４丁目南１-１） 

参加費：4,200 円（会場費・懇親会費として） 

定員：60名 

回答締切：5 月 17 日(火) 

 

2022年 4 月 19 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 
A グループリーダー 佐々木 亮太郎 

強い企業をつくるための【学び】は同友会の委員会にあります。しかし、委員会という存在やその取り組
みについて、まだまだ知らない方もいらっしゃいます。せっかく同友会に入ったのに、委員会のことを知
らないなんてもったいない！ということで今回は委員会活動に取り組んでいる会員に PR してもらいま
す！そのあとは懇親会もございます。入会したばかりの方、しばらく参加できていない方、会員でない方
等、周りにお困りの経営者のお知り合いがいらっしゃいましたらぜひ、お誘いあわせの上ご参加下さい！ 

 
同友会札幌支部には 8 つの委員会がございます。 
各委員会の活動が皆様の経営のヒントにつながる
かもしれません！実際に活動されている皆様から
お話を聞きましょう！ 
 

〈同友会札幌支部 専門委員会〉 

〇経営指針委員会 〇共同求人委員会 

〇共育委員会 〇経営厚生労働委員会 

〇インクルーシブ委員会 

〇政策委員会 〇組織・企画委員会 

※情勢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。 

※締め切り以降のキャンセルは参加費全額申し受ける場合が 
ございます。こちらも予めご了承ください。 

※当日はお釣りの出ないお支払いにご協力ください。 

同友会の学びは専門委員会にあり！ 

熱く委員会を紹介＆ビールで懇親会！ 

 

（5/24）白石・厚別地区会 5 月例会参加申込書 回答締切：5/17 

□ 出席      □ 欠席 

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） 11



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                         
 
 
                         

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

わたしたち経営者は自社の経営理念の共有やビジョンを伝

えることなど、社員をはじめ多くの人との円滑なコミュニケー

ションが必須であり、真に伝えたいことを正しく伝える力が必

要不可欠です。 

フリーアナウンサーの五十嵐いおりさんから、ご自身の経験

をもとに、“伝える”ことの難しさと大切さについてお話して

いただきます。 

プロのアナウンサー 
になって気づいた 

 

（有)オフィスパレット    代表   五十嵐 いおり 氏 

＜プロフィール＞  

フリーランスアナウンサー・朗読家・話し方講師。 

1963年 11月 20日 札幌市生まれ。 

1981年 北海道札幌月寒高等学校卒業。 1983年 天使女子短期大学食物栄養科卒業。 

1984年から北海道テレビ放送（HTB）にアナウンサーとして勤務。 

2003年から報道部に異動し、ディレクターとしてドキュメンタリー番組などを手掛ける。 

20１６年からはフリーアナウンサーとしてスピーチ講座や朗読会などを開催している。 

 

■日 時：５月２４日（火）1 8： 3 0～ 2 0： 3 0 

■会  場：同友会ホール AB  または  Zoom 
（札幌市東区北 6条東 4-1-7 デ・アウネさっぽろビル 13階） 

■参加費：1,000円  

                                   

 

 札幌支部北地区会 ５月例会 (５/２４) 出欠回答 
 
      □ 出席します  （□会場  ・  □Zoom）       □ 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：村井) 

 札幌支部 
 ２０２２年４月１３日 

(一社)北海道中小企業家同友会 

北地区会 会長 小野 浩二 

 

※MyDoyu または FAX にて 5/20（金）までにご回答ください。 

 

フリーアナウンサー・朗読家

  

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！ 

＜タイムスケジュール＞ 

18：30    開会 

18：３５    報告 

19：35    休憩 

１９：4０    グループ討論 

20：30    閉会 

北地区会５月例会  

“伝えることの大切さ”
  
 

※会場定員：４５名（先着順） 

※完全オンライン開催になる場合があります。 

※5月 20日（金）18時以降のキャンセルは参加費を申し受けます。 
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(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

女性経営者部会 5 月例会のご案内 
2022 年 4 月 25 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 廣澤克美 

☎011-702-3000（代） Fax011-702-9573 

新年度が始まりました。第１回例会は、女性経営者部会の会員でもある行動科学博士 土倉玲子さんの講座です。 

4 年前に大好評だったワークショップの第 2 弾！ 行動科学の専門家による、楽観回路のトレーニングを体験してみませんか？ 

質問シャワーをあびて新しい自分を発見しましょう。 

参加者全員によるワークショップ、グループで考えるキャッチフレーズなど、土倉さんがご自身のセミナーで展開しているメンタルを上げる方法

の一端を教えていただける例会となっています。ぜひご参加ください。  ※コロナ状況により開催方法が変更になる場合がございます

す。 

 

札幌支部女性経営者部会 5 月例会(5/26)    
 

□ 出席します         □ 欠席します 
 

会社名                    役職                 氏名                 

 返信先：FAX 011-702-9573 （事務局：長谷部 ☎011-702-3000） 

日 時／ 5 月 26 日（木）18:30～20:00 

会 場／ デ・アウネさっぽろ 2F 205AB 
    （東区北 6条東 4丁目 1-7） 

参加費／1,000 円  

締切り／ 5/23 以降のキャンセルは会費が発生する場合がございます  

～ほんとうは”ひとみしり”なあなたのために～ 

「自分のキャッチフレーズ」を見つけるワークショップ 

【プロフィール】 

東京生まれ、早稲田大学文学部英文科を卒業後、外資系銀行に秘書として勤務。結婚して札幌に移り、2002年に北

海道大学文学部で行動科学（社会心理学専攻）博士号を取得。専門は人間関係論、パートナーシップ研究。夫婦関

係研究のキャリアは 15 年以上。大学などで心理学を教えている。カウンセリングでは、Web 上に会員数合計約

10,000人の相談サイトを運営。対面実績は 2,500人以上。2009年に個人向け「楽観回路トレーニング」を考案。

受講者は延べ 650人以上。さらに社内研修の依頼を受けるようになり、成功追求型研修 SIEDを開発。取り入れた

企業では、新規取引数が、過去 3年平均の 3倍になるなどの結果も出ている。 

【報告者】パートナーズ研究所 
            代表 土倉 玲子 氏 

（行動科学博士） 
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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  

202２年４月 2２日 

西・手稲地区会 会長  加藤 景 

 

進行役 ： （株）ビルメン日新   代表取締役専務   井口  信幸  氏  

■日  時 ： ５ 月 ３ ０ 日 （ 月 )  17：３0～１8：５0 

■会  場 ： ことに大 和 家 （札幌市西区琴似２条５丁目２−２４） 

■参加費 ： 500 円 （※例会参加費） 

 

 

【懇親会】 ※例会終了後、1９時から同会場にて懇親会を開催します。 

参加費 ： 5,000円 （税込。お店の領収書）   

※5/27(金)18時以降のキャンセルは参加費を申し受ける場合があります。 

 

 

 

 

（■） 

 

西・手稲地区会５月例会  

 

 
  ５／３０ 西・手稲地区会５月例会 出欠回答用紙 【締切：５/２５(水）】 

□出席します。（□例会  ・  □懇親会） □欠席します。 

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

FAX返送先：011-702-9573 

時事放談  

 

世界情勢はわれわれ中小企業の経営や生活にも大きな影響を及ぼしています。 

そこで今回は、現下の世界情勢で一番の関心事であると思われるウクライナ問題を

はじめ原材料費の高騰や円安など中小企業を取り巻く様々な外部環境について会員同

士で意見交換していきます。  

※会場の都合により、定員 20名となりますので予めご了承下さい。 

  先着順の受付となりますのでお早めにお申込み下さいませ。 
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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５月例会のご案内 
 

2022 年 4 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 部会長 雉子谷 忠 
 

 農業経営部会５月例会（５/３０） 締切（５/27(金) １８：00）   

           □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 

農業で使えるSWOT
ス ウ ォ ッ ト

分析 
～みんなで外部環境について考えよう～ 

 
誰もが知っている、だけどあまり活用されていない経営ツール「SWOT（スウォット）分析」。その本来の意義と、正しい
作り方を通して農業経営に使える SWOTの作成方法を身に付けます。私たちを取りまく外部環境をグループ討論で議
論することで、明日から自農場で使える SWOT を手に入れましょう︕ 
 

日時：５月 30 日(月) 
     18：30～2０：３0      

会場：デ・アウネビル 13 階 
同友会ホール（Zoom 併用） 

参加費：無料 

 
 

【報告者】有限会社 トライアド 代表取締役 三原 広聡 氏 

プロフィール 
2002 年に京都の広告代理店から独立。有限会社トライアドを設立。現在は大手代理店・印刷会社より流通系広告
制作を受注する傍ら、中小企業のマーケティングアプローチ、ブランディング、広告宣伝に軸足を移して活動中。同友会で
のマーケティング例会はもちろん、２０１４年から開講している「しろくまマーケティング Café」、２０１５年からの JICA
プログラムでは一般人や外国人も対象にマーケティングメソッドの普及活動を行っている。 

【タイムスケジュール】  
 
18:30 開会・部会長挨拶   
18:40 SWOT の基礎知識（三原氏） 
19:20 グループ討論（50分） 
       「みんなで外部環境を考えよう」 
20:10 討論まとめ・外部環境を 

SWOT に落とし込む 
20:20 クロス SWOT の作り方と活用法 
20:30 閉会  

※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、 
開催形式を変更することがございます。ご了承下さい。 
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