
同友会これからの企画 (2022.6.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

6/1 16:30
経営厚生労働委員会
6月公開学習会

Zoom
テーマ;インボイス制度 研修会
報告者;㈱レストレイション　代表取締役　目黒　久美子 氏

6/2 18:00 第70期同友会大学第22講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;ビジネスとデザイン戦略
講　師;札幌市立大学　名誉教授　酒井　正幸 氏

6/8 16:00 HoPE6月例会
道総研プラザま
たはZoom

メインテーマ;道内森林資源の利活用
報告テーマ①;自伐型林業・環境保全型林業の可能性
報告者;里山部代表／北海道自伐型林業推進協議会
　　　　　　　　　　　副代表理事　清水　省吾 氏
報告テーマ②;厚真町における
　　　　　　　　　小型木質バイオマス導入について
報告者;㈱sonraku　代表取締役／㈱あんぐらエナジー
　　　　　　　　　　　　　取締役　井筒　耕平 氏

6/9 18:00 第70期同友会大学第23講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102Bまたは
Zoom

テーマ;決算書の読み方
講　師;RITA税理士法人　税理士　山美　幹生 氏

6/10 18:30 南地区会6月例会 澄川地区会館
テーマ;一枚の写真の中に夢を創造する仕事
　　　～同友会で得た学びを話します～
講　師;㈱写真工房　取締役　富井　純朗 氏

6/11 10:45 豊平・清田地区会第1回コンペ
スウェーデンヒ
ルズゴルフ倶楽
部

.

6/15 7:56 西・手稲地区会親睦ゴルフ大会
滝のカントリー
クラブ

.

6/16 8:31 東地区会親睦ゴルフコンペ
札幌カントリー
クラブ　滝のカ
ントリークラブ

.

6/16 14:00
「つなげる」
 M&A承継を考えるセミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

報告１;自社のM&A承継を振り返って伝えたいこと
報告者;㈱北海道霊芝　代表取締役　尾北　紀靖 氏
報告２;中小企業M&Aの動向と留意点
報告者;税理士法人竹川会計事務所
　　　　　代表社員・公認会計士　竹川　博之 氏

6/16 18:00 第70期同友会大学第24講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;経営分析のＡＢＣ
講　師;RITA税理士法人　税理士　山美　幹生 氏

6/17 18:30 北地区会6月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;事業承継の事例から学ぶ
　　　企業発展につながる事業承継
報告者;㈱レアックス　代表取締役社長　成田　昌幸 氏
　　　石田中小企業診断士事務所　代表　石田　英司 氏
　　　㈱リペアサービス　専務取締役　岩泉　賢治 氏

6/17 15:00 国際ビジネス研究会6月例会
コンチネンタル
貿易会議室

テーマ;北海道から見た台日関係と地方交流
報告者;台北駐日経済文化代表處札幌分処
　　　　　　　　　　　　　　　　処長　粘　信士 氏

6/18 10:30
白石・厚別地区会
第5回親睦パークゴルフ

八剣山パークゴ
ルフ場

.

6/20 14:25
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
農業経営部会合同移動例会

㈱あしだファー
ム、㈱グローバ
ル自然農園

テーマ;都市近郊型農場の経営戦略
　　　～千歳・恵庭の2社の取り組みから学ぶ～
報告者;㈱あしだファーム　代表取締役　蘆田　裕介 氏
　　　㈱グローバル自然農園　代表取締役社長　余湖　智 氏

6/20 18:30 江別地区会6月例会 Zoom

テーマ;地域密着企業の事業承継と、
　　　創業支援を通じた次世代の育成
講　師;㈱山陽管理　代表取締役／(一社)ふくやま社中  理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角田　千鶴 氏

6/20 18:30 豊平・清田地区会6月例会
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;コロナに負けない、あへあほ体操流健康事業
報告者;㈱AHプロジェクト　代表取締役　霜野　昌博 氏

裏面もご覧ください
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6/21 19:45 中央東地区会6月例会
ロイトン札幌ま
たはZoom

テーマ;「伝える」ということ
講　師;北海道文化放送㈱　アナウンサー　廣岡　俊光 氏

6/22 18:00 白石・厚別地区会6月例会 おたる別亭 テーマ;地区会ファースト！！会員仲間をもっと知ろう！！

6/23 18:30 中央北地区会6月例会
ORIGINAL
DINING
KENT,S

テーマ;第41回遠友座談会
報告者;㈲エーエス企画　代表取締役社長　笠井　綾子 氏
　　　TAMA社労士事務所　社会保険労務士
                                                          玉置　伸哉 氏
　　　㈱yazzoホールディングス　常務取締役
                                                          花田　大輔 氏

6/23 18:30 中央南地区会6月例会
コンチネンタル
ビルまたは
Zoom

テーマ;もう恐くない！インボイス制度への対応
報告者;税理士法人日成コンサルティング
　　　　　　　　　　　　　　社員税理士　市村　亮 氏
　　　税理士法人すずらん総合マネジメント
　　　　　　　　　　　　　　代表社員　山谷　謙太 氏

6/23 18:00 第70期同友会大学 公開講座Ⅱ
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;人を生かす経営」の総合実践で、共に未来を拓く！
　　　～コロナ禍の今こそ、同友会型企業づくり～
講　師;エイベックス㈱　代表取締役会長
　　　愛知同友会 相談役理事　加藤　明彦 氏

6/24 14:00
全道共同求人委員会
学校教職員との懇談会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;コロナ禍で学生の行動はどう変わったか？
　　　～学校の報告から考える～

6/24 18:30 東地区会6月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;「もったいない」から「ありがとう」へ
　　　廃棄食品が笑顔に変わるフードバンク活動
報告者;NPO法人フードバンクイコロさっぽろ
　　　　　　　　　　理事長　片岡　有喜子 氏

6/25 10:00 後継者ゼミナール起望峰6月例会 北海高校会議室
テーマ;札幌にこんな企業がある。
　　　～中小企業と高校生、理解を深めあおう～

6/28 18:30 中央西地区会6月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;2027年、ウチの業界はこうなっている！
　　　グループディスカッション～!!!
　　　～異業種の変化の予測から、
　　　　　　　　自社のビジネスチャンスを見つけよう!!～

6/28 16:00
西・手稲地区会6月例会
（共同求人委員会第2回採用勉強会
　　　　　　　　　　　と合同例会）

デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;御社の魅力、求職者に届いていますか？
　　　～今すぐ始められる効果的な採用ページの作り方～
報告者;合同会社マインドコネクト　代表　大野　良太 氏

6/28 13:00
全道共育委員会
接客好感度アップセミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;我々の商品は『我々自身』です
　　　～脱ディーラーという挑戦～
報告者;十勝三菱自動車販売㈱
　　　　　　　　総務課マネージャー　宮本　慶一郎 氏
　　　　　　　　ショールームリーダー　山岸　かなえ 氏

6/30 18:00 第70期同友会大学第26講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;中小企業のマーケティング戦略
講　師;小樽商科大学大学院商学研究科
　　　　　　　　　　　　教授・副学長　近藤　公彦 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
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会場

①Zoomによるオンライン参加（定員100名）

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partⅢ

「北海道の森林資源を考える」第3回

＜メインテーマ＞「道内森林資源の利活用」
報告テーマ① 「自伐型林業・環境保全型林業の可能性」

報告者：里山部 代表／

北海道自伐型林業推進協議会副代表理事 清水省吾氏 (旭川)

清水氏プロフィール／1986年生まれ。大学よりコウモリの研究を行い、 生物多様性や森林保全の大切さを知る。オサラッ
ペ・コウモリ研究所副所長と、フリーの木こりとして活動している。現行の林業のやり方に疑問を持ち、環境と経済のバラ
ンスを重視する小さな林業、自伐（じばつ）型林業のモデルづくりをするため、2014年に山林を購入した。

報告テーマ② 「厚真町における小型木質バイオマス導入について」

報告者：㈱sonraku代表取締役／㈱あんぐらエナジー 取締役井筒耕平氏(士別)

井筒氏プロフィール／1975年生まれ。博士（環境学）。愛知県出身、北海道岩見沢市在住。士別市に“半身”赴任中。
木質バイオマスエネルギー分野を基軸に、分野を超える新しい事業創造を目指しており、スポーツ、林業、福祉、観光
など掛け合わせたプロジェクトづくりを仕込む毎日。現在は、CLTの土木利用に関する新規事業立ち上げ、バイオマス
CHP事業の開発、野球独立リーグなどに携わっている。共著に「エネルギーの世界を変える。22人の仕事（学芸出版社）」
「持続可能な生き方をデザインしよう（明石書店）」などがある。

※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

6/8 (水)
開催

日時 16:00～ 17:45

産学官連携 HoPE

HoPE６月例会のご案内HoPE６月例会のご案内
「北海道の森林資源を考える」シリーズ第3回・６月例会のご案内をお送りします。

今回は、山林の利活用や木材の付加価値の付け方、消費者との関わり方について(清水氏)、さらに小型木質バ

イオマスの導入事例について(井筒氏)それぞれ報告頂き、道内森林資源の利活用についてご一緒に考えてまいり

ましょう。どなたでも出席頂けますので、ぜひご参加ください。

参加費
無料 （交流会はございません）

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

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 ： ＠

(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

締切 6/3（金）

HoPE７月例会／7月13日(水)16：00開催予定。詳細は改めてご案内いたします。
今からご予定下さい！

Zoom ・ 来場

Zoom ・ 来場

②道総研プラザ1階セミナールーム(使用不可の場合あり)
(札幌市北区北19条西11丁目 TEL:011-747-0200）
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一枚の写真の中に夢を創造する仕事 
～同友会で得た学びを話します～ 

 

 
 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

南地区会６月例会のご案内 

講 師： （株）写真工房 取締役 富井 純朗 氏 
（業務内容：カレンダーやポストカード等の制作・ 販売、海外風景を中心とした写真販売） 

2022年 5 月 17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 6 月例会(6/10)出欠回答 ※締切:6/6(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： ６月１０日(金)  18：30～19：30 

会 場： 澄川地区会館（南区澄川 3- 2- 6 TEL：011- 813- 5300）  

 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 富井氏報告 

19:05 グループ討論 

19:25 グループ発表 

19:30 閉会 

 

タイム 

スケジュール 

※例会終了後、懇親会をガルバンゾで行います。 

（参加費 4,000円 住所：南区澄川 4条 2丁目 1-7） 

※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。        

南地区会 6 月例会は、南地区会会員の(株)写真工房の富井純朗取締役にご報告いただきます。 

1988 年に、ストックフォトの撮影会社として株式会社を設立。現在は、カレンダー制作を主力事業と

する写真工房。 

富井氏は 2017 年に第 14 期経営指針研究会を受講し、自社の経営について学びを深めました。 

「経営指針で得た学び」や「カレンダー制作のこだわり」を報告していただきます。お誘いあわせの上、

ぜひご参加ください。 
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2022年3月31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

6/15 西・手稲地区会親睦ゴルフ大会 出欠回答用紙 （締切：6/○）

□ 参加します

▼FAX送信先：011-702-9573

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

会社名 役職 氏名 .

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

西・手稲地区会

親睦ゴルフ大会のご案内

西・手稲地区会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、このたび西・手稲地区会では親睦ゴルフ大会を企画いたしました。こんな時

だからこそ皆で明るく楽しみましょう！

皆様お誘い合わせのうえ、ぜひ参加ください。

＜親睦ゴルフ大会開催要領＞ 担当：中川

■日 時： 6月15日（水） 7:56スタート予定

■料 金： キャディー付きカート 10,9００円（税込）

■場 所： 滝のカントリークラブ
（北海道札幌市南区滝野２１３） ☎011-591-5361

■参加費： 2,０００円（景品代に充てます）

詳細につきましては、参加申し込みいただいた方に
あらためてご連絡いたします。

□ 欠席します
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■ 日  時 ： ６/１７  （金 ）  18：30～2１：００ 

■ 会  場 ： 同友会事務所 ホール AB  または  ZOOM 

（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） 

６/１７   北地区会６月例会 出欠回答 【締切：６/１４（火）】 

□出席します。（□会場参加  ・  □Zoom参加） 

【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】                                  

今後 10年間で 127万社

が廃業する大廃業時代が訪

れると言われる中、後継者不

在で先行きが不透明な中小

企業も多く存在します。 

全ての中小企業にとって事

業承継への備えは、必要不可

欠です。 
 

本例会では３名の地区会

員から自身の事業承継に関

わる経験・取り組みを共有し

ていただき、企業の継続なら

びに発展につながる事業承

継のポイントを考えます。 

業務内容：地質調査業 調査機器研究開発他 

社 員 数：36名 
 
1994年アルバイト入社。2002年取締役執行役員就任。 

2017年二代目代表取締役社長就任。現在オーナー社長 

 

業務内容：24 時間賃貸住宅向け修繕サービス 

社 員 数：31名 
 
中途採用で同社に入社。現在、後継者候補として、現社長

と二人三脚で社内承継の準備を進めている。 

（株）レアックス  代表取締役社長   成田 昌幸 氏  

（株）リペアサービス   専務取締役   岩泉 賢治 氏 

  
202２年 5月 19日 

北海道同友会 札幌支部 

北地区会 会長 小野 浩二   

■ 参加費 ： 1,000円 ※後日、請求書を郵送いたします。 

石田中小企業診断士事務所   代表  石田 英司 氏 

業務内容：①経営改善②現状分析による成長戦略と具体的行

動計画作成③事業承継を経営者様と伴に考える 
 
2度の事業承継（親族内・M＆A）を経験。自身の事業承継の
ような苦い経験を皆さんに味わってほしくないとの思いか
ら中小企業診断士の資格を取得。 

社内承継 
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 札幌支部白石・厚別地区会 第 4回親睦パークゴルフ(10/23)出欠回答  

       □ 出席します（以下の該当箇所にチェックお願いします）    □ 欠席します 
         □現地へ直行 

□送迎バス利用（□出口塗工店の駐車場利用  □東西線南郷 7丁目駅乗下車） 
□クラブレンタル（300円別途）  

会社名                       お役職                   氏名                   

▼FAX返信先 011-702-9573(担当︓小西) 
当日連絡先：090-8277-8614（出口社長携帯） 

白石・厚別地区会の皆様へ  

■日  時： 6 月18 日（土） 現地集合10：30(送迎バス利用の方下記参照） 

■場  所： 八剣山パークゴルフ場（札幌市南区砥山 182番地 / TEL：011-596-5454） 

■参加費： 5,000円（送迎バス、プレー代、景品代、ジンギスカン食べ+飲み放題代として）  

■締  切： 6 月15 日(水) 18:00 

■スケジュール：競技開始      11：00スタート～12：00終了（2 コース 18ホール） 
            表彰式・懇親会 12：00～13：30  

              現地解散      14：00 

 

 

 

 

 

 
 

※雨天時の対応 

☆多少の雨の場合 → 決行予定。到着次第判断し、難しい場合は「小金温泉～懇親会」に変更。 

☆前日時点で大雨予報の場合 → ボウリング＋懇親会（参加費 5,900円） 

 13:00～ ディノスボウル札幌白石店（2 ゲーム） 白石区南郷通 1丁目 ※終わり次第タクシーで移動 

 14:30～ アサヒビール園 白石 はまなす館（ラムしゃぶ食べ放題） 白石区南郷通 4丁目 1-1 

※決行または変更の判断は前日 12：00までにメールでお知らせいたします。 

会員の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 
新型コロナウイルスワクチンの 3 回目の接種状況などから見て 2 年半前の生活を取り戻
すべく、徐々にではありますが社会経済活動も明るい方向へと進むことを実感します。 
つきましては、会員相互の『気分～最高。爽やか健康』をこの異国情緒たっぷりの八剣

山パークゴルフ場にて開催する運びとなりました。 
時節柄大変お忙しいことと存じますが、多数のご参加お待ち申し上げます。 

2022 年 5 月 20 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 
企画； 白石・厚別地区会 D グループ 

第 5回親睦パークゴルフのご案内 
 

〈送迎バス〉 

○行き 

 出口塗工店 集合 9:15、出発 9:30 

（白石区本通 9丁目北 2-3） 

 ※途中乗車 地下鉄東西線 南郷 7丁目 2番出口 

 

○帰り 

出発 14:00 

※途中下車 地下鉄東西線 南郷 7丁目 2番出口 

出口塗工店 到着 15:00～解散 
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千歳・恵庭・北広島・長沼地区会＆農業経営部会 合同移動例会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022年 5月 11日 
（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 
農業経営部会 部会長 雉子谷 忠 

 

 千恵広長・農経６月合同例会（６/２０） 締切（６/１６(木) １８：00）   

□参加  ➡（□バス︓□①JAながぬま・□②江別・□③札幌駅・□④道の駅恵庭） 
➡（□自家用車希望） 

□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（佐藤・松本）まで TEL：011-702-3000 ▼FAX：011-702-9573 

都市近郊型農場の経営戦略 
～千歳・恵庭の 2 社の取り組みから学ぶ～ 

日  時： ６月２０日(月) 1４:２５～１６：４０ ※雨天決行 

参加費： 2,000 円／定員： 40 名（先着順） 

※自家用車で参加希望の方も 2000円申し受けます。可能な限りバス乗車にご協力をお願いいたします。 
※昼食は各自でお済ませください。 
※新型コロナウイルスの影響により、開催方式を変更する場合がございます。ご了承ください。 

6月例会では、10月 8日・9日に開催の札幌道研に向け”プレ道研”を開催します！道研で報告予定の 

（株）あしだファーム・蘆田氏と（株）グローバル自然農園・余湖氏の農場を訪ね、都市近郊型農場の実情や

新戦略、北海道農業への想いなどを伺います。ぜひ皆様お誘いあわせの上ご参加ください。 

★当日はチャーターバスで移動します。乗車場所をお選びください。 

①11：３０発 JAながぬま駐車場（長沼町銀座北１丁目５−１９） 

②1２：０５発 江別防災ステーション駐車場（江別市大川通６） 

③1３：００発 札幌駅北口 

④1４：１０発 道の駅 恵庭（恵庭市南島松８１７−１８） 

★例会の詳細は 2 枚目をご覧ください。 
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行程 時間 スケジュール 内容 

 

出発時間 

11：３０ JAながぬま発  

 

車内で参加者近況報告 

1２：０５ 江別防災ステーション発 

1３：００ 札幌駅北口発 

1４：１０ 道の駅 恵庭発 

 

視察 

1４：２５ あしだファーム着  見学・報告  

15：３０ あしだファーム出発  

1５：５０ グローバル自然農園着  見学・報告  

1６：４０ グローバル自然農園出発 まとめ・閉会 

 

下車時間 

1６：５５ 道の駅 恵庭着 ※15分間停車予定  

1８：１５ 札幌駅北口 

19：１０ 江別防災ステーション 

19：４５ JAながぬま着 

【報告者プロフィール】 

 

（株）あしだファーム（千歳市釜加 229-1） 

代表取締役 蘆田 裕介 氏 

兵庫県出身。近畿大学（商経学部）に在学中に自然や環境に興味がわき、就

職氷河期のなかで自分のやりたいことを自問自答し、北海道で農業をする

結論にたどり着く。大学卒業と同時に恵庭市の農家で研修を開始し、

2001 年より現在地にて営農開始。2014 年には農園を法人化、現在も鋭

意営農中。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株）グローバル自然農園（恵庭市穂栄 323） 

代表取締役社長 余湖 智 氏 

1947年新潟県佐渡市に生まれ、3歳の時に両親とともに恵庭市に移住し農

業に従事。1972 年に(有)余湖農園に設立し、1983 年から有機農業と直販

の取り組みを開始。1992年特別栽培農産物の販売を行う（株）グローバル自

然農園を設立。2006 年には全国初の農産物を担保とした ABL 契約を行

う。2012年より JGAP認証農場となる。6次化や観光農業、研修生・外国人

実習生の受け入れにも取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当日のスケジュール】 
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（株）山陽管理代表取締役
（一社）ふくやま社中理事

他、公職多数

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 前田昭二）
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

角田千鶴氏

概要 道内や江別市内の中小企業は5名以下で構成されている企業の割合も多く、事業承継や次世代の育成は常に優先度の高
い課題です。今回、広島県で地域に根差した優良企業として知名度も高い山陽不動産・山陽管理様の具体的事例から「事業
承継のあらまし」「少人数企業で出来た数々の挑戦」「創業支援を通じた地域活性化」等を学ぶ例会です。

角田氏プロフィール 大手不動産会社の営業職を経て、24歳で親族の経営する赤字会社を引き継ぐ事となり「0→1を実践す
る」をモットーに15年連続増益増収へと変革を成し遂げる。2019年経済産業省中小企業庁創業機運醸成賞受賞。創業支援で
はシェアオフィス5棟運営、学生創業イベント主催、高校生の居場所づくり等も取り組む。地域ではTV CMを市民が口ずさむ
程、身近な存在の企業。

（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6月例会（オープン例会）

（本社広島県福山市）

新しい経営情報シリーズ第4弾

6/20
(月曜日)

18:30～20:30

江別地区会会長

前田 昭二

（有）機弘社
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・全国から参加可能
参加費用 1000円（※後日ご請求させて頂きます）

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。
今年度も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・6/16

事業承継 地域振興今回のテーマ
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 (一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

豊平・清田地区会６月例会 
 

2022 年 6 月 1 日 
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 
豊平・清田地区会 会長 富田 訓司 

6 月例会は「健康」をキーワードに、地区会員の「しもの まさひろ」こと霜野氏のお話を伺います。 

霜野氏は、陸上自衛隊の駅伝強化選手、整骨院・整形外科リハビリ科勤務をへて、2007 年に自身が考案した

「あへあほ体操」で、簡単に無理なく心と体の健康を増進する事業を展開してきました。コロナ禍では集合教室スタイ

ルからオンライン事業に舵を切り、北海道発の健康事業を世界へ広げるべく、日々奮闘されています。   

※当日は霜野氏の報告に加え、簡単なエクササイズと「健康のお悩み相談コーナー」も行います。この機会に心と身

体の健康について、改めて考えてみませんか？服装はスーツ・Y シャツで構いません。ぜひ気軽にお越しください！ 

テーマ ：コロナに負けない、 

あへあほ体操流健康事業 

報告者：（株）AH プロジェクト 代表取締役 霜野 昌博 氏  

と き／６月20 日（月） 

18:30～20:00 

ところ／デ・アウネさっぽろ 13F ホール A 
（札幌市東区北 6 条東 4 丁目）  

   または Zoom 

参加費／1,000円（会場代・事務経費として） 

 ▶お支払方法 …今回からクレジットカード決済、または請求書（4～6 月参加分を 7 月

に請求）にてお願いいたします。クレジット決済の場合は必ず「Mydoyu」でご回答ください。 

豊平・清田地区会６月例会(6/20) 出欠回答 （回答期限：6/17） 

 

                  □ 会場で出席 

□ Zoom で出席 

      □ 欠席 
 
会社名                        お役職              氏名                   

 
お問合せ：同友会事務局 渡部 TEL：011-702-3000  ▼FAX 返信先 011-702-9573 
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会社名：           役職          氏名                
ゲスト 

会社名：           役職          氏名               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

中央東地区会６月オープン例会 
2022 年 6月 1日 

（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 石井 賢治 

 

お問い合わせ：同友会事務局 渡部 TEL：011-702-3000 FAX：011-702-9573 

例会   □出席（□会場・Zoom ウェビナー）□欠席 

懇親会  □出席 □欠席  

 

出欠回答 (6/21)中央東地区会 6月例会 （申込締切 6/16） 

 

中央東地区会の６月例会は、ＵＨＢの廣岡アナウンサーにご講

演頂きます！ 

「みんテレ」のメインキャスターとして、月～金の夕方に全道に

対して様々な情報をお伝えしている廣岡氏に、「伝える」をテー

マとして、この場限りのお話をして頂く予定です。 

感染対策を行ったうえで、Zoom でのリモート参加も予定して

おります。皆さまどうぞご参加下さい！ 

〔当日の予定〕 

19：15 受付開始  

19：45 開会    

3分スピーチ  
20：00 講演（60分） 

21：10 懇親会 

22：30 閉会 

講師 北海道文化放送株式会社 

アナウンサー 廣岡 俊光 氏 
 

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 

講師プロフィール： 

広島県安芸郡府中町出身、岡山県育ち。 

岡山高等学校、立教大学経済学部卒業後、2005年北海道文

化放送(株) 入社。 

担当番組： 

みんテレ メインキャスター、コンサラボ 主任研究員 
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白石・厚別地区会 6月例会 (6/22)申込書  ※締切 6/17 
 

□出 席     □欠 席 
  
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) 

白石・厚別地区会 6月例会 

「地区会ファースト！！会員紹介例会・懇親会！！」 

 

2022 年 5 月 26 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 
B グループリーダー 金田  保 

白石・厚別地区会 6 月例会は地区会第一に考えた会員の紹介例会です。当地区会の特徴である 4 つのグルー

プからそれぞれ報告に出てきていただき、自社紹介や現状報告等、自由にお話しいただきます！同じ地区会の

会員がどんな人でどんな会社なのか、新たな発見と懇親を深める場にします。新型コロナウイルスの流行は世

の中に変革をもたらし、流行する以前の社会に完全に戻すことはもはや不可能であるとの見立てが多い中、新

たな戦略や事業展開もお話しいただき、希望と活気あふれる例会にしたいと思います。懇親会も予定しており

ますので、会員・ゲスト問わずたくさんのご参加をお待ちしております！ 

＜テーマ＞ 

「地区会ファースト！！会員仲間をもっと知ろう！！」 

■日時：６月22日(水) 18：00～21：00 
 

 

■場所：おたる別亭 
（中央区南４条西４丁目１１ すずらんビル 8階） 

 

■参加費：5,000円（懇親会費として） 

※6/17(金)18:00以降のキャンセルは全額申し受ける場合が 
ございます。ご了承ください。 

 

■回答締切：６月17日（金） 18：00 

報告者は事前に各グループリーダーか

らお願いに上がります。 
どなたが報告するかは当日のお楽しみ

です！ 
 
〈当日スケジュール〉 
 
18:00 開会 
 
18:05 各グループ代表者からの報告

（約 10 分×4 グループ） 
 
18:55 報告終了 
 
19:00 懇親会開始 
 
21:00 閉会 

【ゲスト欄】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！ 

 

※コロナ感染状況によって、内容を変更する可能性がございます。 

ご了承ください。 
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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               

 
 

もう恐くない！インボイス制度への対応 

とき：６/２３(木) 18：３0～２０：０0 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。 

2023 年 10 月から開始される「インボイス制度」。皆さんはもう対応済みですか？ 

これからの方はもちろん、既にお済の方も、今一度制度の仕組み・登録方法や必要な準備を学び、導入

後の対応について情報共有しましょう！皆様のご参加をお待ちしております。 

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６月例会(6/23)出欠回答 【締切 6/21】 
□出席【□会場（お弁当□有・□無）・□Zoom】【懇親会 □出席・□欠席】   

□欠席 
 

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

中央南地区会６月例会のご案内 2022年 5月 23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 

  

  

税理士法人すずらん総合マネジメント 代表社員 山谷 謙太 氏 

函館市出身。北海学園大学を卒業後、アース㈱、税理士法人中野会計事務所の
勤務を経て 2010年にすずらん会計事務所を創業。３年後に法人成りし、現在社
員１８名。顧問先３００社の支援に奔走しています。 

税理士法人日成コンサルティング 社員税理士 市村 亮 氏 

北海道札幌市出身。小樽商科大学大学院を卒業後東京の大手税理士法人へ
勤務。札幌に帰省し、2012年 1月に日成コンサルティングへ勤務。2020年より
社員税理士となり、現在は法人税・所得税だけでなく、相続税や事業承継の業務
に携わる。 

--報告者---------------------------------------------------------------
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中央北地区会 6 ⽉例会(6/23)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) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 5 月 31 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 越山克志、堀内駿、櫻井孝吉 

℡(011)702-3000 

※締切以降のキャンセルは全額申し受けます。 
 ご了承ください。 

中央北地区会 ６⽉例会 

開催 

日時 

座 談 会 18:30 ～ 20:00  
懇 親 会 20:00 ～ 21:30 

ORIGINAL DINING KENT,S 
(中央区大通東３丁目１−１ 
               トルチュビル 1 階) 

参加費 6,000 円 

6 / 23 (木) 
会場 

地区会恒例の『遠友座談会』を開催いたします。遠友座談会は新たに中央北地区会に⼊られた皆様に、 
ご⾃⾝や⾃社の取り組みついてお話いただき、お互いに懇親を深めます。 
今回は下記の 3 名の⽅がお話しされます。皆様お誘い合わせの上、是⾮ご参加ください。 

★6 ⽉ 16 ⽇(⽊)までにご回答ください 

参加費 

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！ 

(例会費、懇親会費として) 

（有）エーエス企画 代表取締役社⻑ 笠井 綾⼦ ⽒ ≪20２１年４⽉⼊会≫ 

  【事業内容】海産物販売、飲⾷でスナックを経営しております（カニやエビ、⼲⿂などお正⽉⽤品まで各種販売） 

TAMA 社労⼠事務所 社会保険労務⼠ ⽟置 伸哉 ⽒ ≪20２2 年４⽉⼊会≫ 

  【事業内容】障害年⾦の請求⼿続きや障がいをお持ちの⽅の就労等をお⼿伝いしている社会保険労務⼠事務所です。 

（株）yazzo ホールディングス 常務取締役 花⽥ ⼤輔 ⽒ ≪20２2 年４⽉転籍≫ 

  【事業内容】保険代理業 

～朋、遠方より来る有り、また楽しからずや～ 

41 
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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Ⅱのご案内 
2022年 5月 17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：６月２３日(木) 18：00 ～ 21：00  
◆ところ： オンライン又は大久保記念共育ホール 

（札幌市東区北 6条東 4丁目 1番地 7 電話 011-702-3411） 

◆会  費： 2,000円（第 70期同友会大学受講生は無料）※講演後にご請求致します 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎参加申込は 6／17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Ⅱ（6月 23日）参加申込書 

会社名                   zoom 用メールアドレス                       
 

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≫「人を生かす経営」の総合実践で、 
共に未来を拓く！ 

 ～コロナ禍の今こそ、同友会型企業づくり～ 
        

≪講  師≫ エイベックス株式会社 代表取締役会長 

愛知同友会 相談役理事  加藤 明彦 氏 
 
＜講師プロフィール＞創立１９４９年。資本金１０００万円、年商７３．６億円（２０２
１年５月）、社員数４６４名（正規２４０名、パート２２４名）（２０２１年５月）。 
事業内容／自動車関連部品（ＡＴバルブ、ミッション）・高精度小物精密研削、切削加工。
加藤氏は１９４７年生まれ。１９９３年愛知同友会入会。共同求人委員長、代表理事、会
長を経て２０２１年度より相談役理事、中同協副会長。 

 
リーマンショック時に売上げが一気に７割減となり、企業存亡の危機を迎えた同社。全社員の

雇用を守ると宣言し、助成金や銀行借入で人件費を賄い、それ以外すべての費用に着目した改善

活動を徹底します。いかに外部環境が厳しくても明確な経営指針を示し、社員と共に育つ関係を

重視して企業体質を強化。同友会で貪欲に学び、自社で素直に実践し、外的要因に左右されない

「克ち進む経営」をあるべき姿として描き、自社の強みを追求。社員の成長こそ企業の発展であ

ると位置づけ、社員の潜在能力が発揮される社風づくりに粘り強く取り組み、この不屈の実践が

コロナ禍に負けない強い経営体質の根幹となっています。 
経営者と幹部社員が激変する情勢を共に正確に捉え、同友会理念と「人を生かす経営」の視点

に立ち社内体制を強化し、新しい仕事づくりや需要創造をどう進めるか、加藤氏に学びます。 

激変する情勢をどう捉え、需要を創造するか？ 

経営者・社員共に学びましょう。ぜひご参加を！ 
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■日 時：６月24日（金） 18:30～20:30

■会 場： デ・アウネさっぽろビル13FホールA・B＆Zoom
（住所：札幌市東区北6条東4丁目1-7）

■参加費：１，０００円

※本例会よりクレジットカードでの支払いが可能になります。MyDoyuからお申し込みく

ださい。なお、会合当日は現金は取り扱いませんのでカード払い以外の方は後日請求書を

お送りしてお支払いをお願いします。

※Zoomでご参加の方には、前日に事務局よりミーティングIDをお送りします。

※新型コロナウイルス感染の状況で、開催方式が変更になる場合がございます。

〈タイムスケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 片岡氏報告

19：15 質疑応答

19：30 休憩

19：40 グループ討論

20：15 討論発表

20：30 閉会

報告者：ＮＰＯ法人フードバンクイコロさっぽろ

理事長 片岡 有喜子 氏

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６月例会のご案内
2022年5月23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：「もったいない」から「ありがとう」へ

廃棄食品が笑顔に変わるフードバンク活動

東地区会6月例会は、新しく地区会幹事になったNPO法人フードバンクイコロさっぽろの片岡有喜子理事長
に自身と自社の取り組みを報告していただきます。
フードバンクとは、まだ食べることが出来るにも関わらず廃棄されてしまう食品を譲り受け、各社会福祉

施設やひとり親世帯、こども食堂、困窮世帯へと渡す活動です。その他様々な活動もされています。私たち
も明日から始められる社会貢献・地域活動を本例会から学びます。

お誘いあわせの上、是非ご参加ください。

東地区会６月例会（6/24）出欠回答用紙 〔回答期限：6/21〕

□ 出 席 （ □会場参加 ・ □Zoom参加 ） □ 欠 席

会社名： 役職： 氏名：

【プロフィール】
十勝管内清水町出身。「誰でも食べ物に困ることはある。困った時に助け合う社会に

したい」との思いで、2018年7月に勤めていた社会保険労務士事務所を退職し、知人
らと設立。企業や家庭で余ったりしている食品を家計が苦しい家庭や「子ども食堂」に
届けるフードバンク事業を始めた。名前の「イコロ」はアイヌ語で宝物を意味し「大地
の恵みを分け合いたい」との思いを込めて名付けた。
同友会へは2021年7月に入会。今年度からは東地区会の幹事も務める。

※お問い合わせ先（事務局：中村）

TEL：011-702-3000 FAX：011-702-9573

MyDoyuのトップ画面に右のバナーがございます。
そちらからマニュアルをご覧いただけます。
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2022 年 5 月 30 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 伊藤文議、小原慎也、小松洋輔 

℡(011)702-3000 

※締切以降のキャンセルは全額申し受けます。ご了承ください。 

中央西地区会 ６月例会 

開催 

日時 

例    会 18:30 ～ 20:30   
懇 親 会 21:00 ～ 22:30 

参加費 500 円 (会場費、事務経費として) 

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) 

参加費 4,000 円 

 
中央⻄地区会 6 ⽉例会(6/28)出⽋回答  

 例会に □ 出席します(□会場で参加 □Zoom で参加) 
   □ ⽋席します  
 懇親会に □ 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) 

6 / 28 (火) 

例会 

会場 

※例会参加費のお支払方法は請求書(4月～6月をまとめて請求)かクレジット決済をMyDoyuよりお選びいただけます。 

 

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！ 

★6 ⽉ 21 ⽇(⽕)までにご回答ください 

懇親会は開催一週間前の新型コロナウイルス 

感染拡大状況を基準とし、中止とする場合がございます。 

懇親会 

会場 

 
「風が吹くと桶屋が儲かる」では無いですが、コロナ渦で今までの 

当たり前が通用しなくなったり、今までに無いものが生まれています。 

そこで、無責任にもそれぞれの参加者が勝手に５年後の社会 

(自社の業界)を予測して意見交換をすることで、異業種の変化の 

予測を知り、自分なりのビジネスチャンスを見つけてみましょう！ 

(正解はないので、楽しく意見交換しましょう) 

<タイムスケジュール> 
18：30  開会、開会挨拶、新会員紹介 
18：35 担当幹事が語る自社の業界予測 
19：00 グループ討論① 
19：30  グループ討論発表① 
19：40   グループ討論② 
20：10  グループ討論発表② 
20：20  今後の会合案内、閉会挨拶 
20：30 閉会 

香香厨房 パセオ店 
(北区北 6 条西 2 丁目 パセオイースト 1 階 
                     (JR 高架下）) 

または Zoom 
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西・手稲地区会6月例会出欠回答 (6/28)

□例会に出席します

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：担当事務局佐藤☎011-702-3000）

北海道中小企業家同友会札幌支部 西・手稲地区会6月例会（共同求人委員コラボ例会）

会場

○デ・アウネさっぽろ 2F203
(札幌市東区北6東4丁目1-7 )

○Zoom

6/28 (Thu.)
開催
日時

１０００円（お一人様）

御社の魅力、求職者に届いていますか？

2022年5月27日
西・手稲地区会 地区会長 加藤 景

例会担当幹事：共同求人委員 敬禮 匡

16:00 ～ 18:00

（□会場参加 □ Zoom参加）

回答締切日 6月24日 18:00

～今すぐ始められる効果的な採用ページの作り方～

求職者の「知りたい」情報と、企業の「伝えたい」情報のすれ違いを分析し、採用に関する
具体的な方策を、くしろ支部求人委員長大野氏よりご報告頂きます。今の若者の現状を把握
すると共に、情報発信の重要性を学びましょう！

【大野氏プロフィール】
20歳で起業し、人手不足と言われる外食企業を24年間運営しリクルート

メント対応・社員教育・労務管理などを実践。2021年にマインドコネクト

の事業責任者に就任。釧路地域に特化した求人サイトの運営や、企業の採

用アウトソーシング動画の企画・制作、採用に効果的なライティングなど

を総括し、採用の面からの企業支援を実践している。

合同会社マインドコネクト
（有限会社ZEN Style Dining代表取締役）

大野良太氏（くしろ支部求人委員長）

〇参加費

【報告内容】

採用ページ作成サービスの種類や活用方法
効果的な文章表現(文章ライティング)の事例紹介
求職者に魅力的な採用ホームページの事例紹介 など

※ZOOMミーティングIDは、例会前日にメールでお知らせいたします。

※6月25日以降のキャンセルは全額を申し受けます。

□例会に欠席します

□懇親会に参加します □懇親会に欠席します

※例会後、共同求人委員の皆さんと懇親会を行います。（18:30〜すすきの三海の華会費5,000円）

※締め切り後請求書をお送りいたします。

※会場定員:30名
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