
同友会これからの企画 (2022.7.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

7/6 9:00 農業経営部会7月例会

視察先;ヤンマー
アグリジャパン
㈱北海道支社、
㈱輝楽里

★定員に達しました

7/6 16:30
経営厚生労働委員会
7月公開学習会

Zoom

テーマ;家族信託の基礎知識と活用事例紹介
報告者;弁護士法人PLAZA総合法律事務所
　　　　　　　　　　　　　　行政書士　関上　健一郎 氏
　　　司法書士すみかわ事務所　司法書士　鈴木　郁子 氏

7/7 18:00 第70期同友会大学第27講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;教育の本質と「学習権宣言」
講　師;北海道大学大学院教育学研究院
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　宮﨑　隆志 氏

7/8 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
7月緊急オープン例会

ベルクラシック
リアン平安閣ま
たはZoom

テーマ;樋口隆一氏講演～北海道防衛とウクライナ情勢～
報告者;明治学院大学　名誉教授　樋口　隆一 氏

7/9 11:00
南地区会7月例会
親睦パークゴルフ大会

吉田農場　札幌
パークゴルフ石
山

.

7/11 15:00
第4回「人を生かす経営」
研究セミナー

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;生きる・働く・学ぶことが実践できる企業に
　　　～企業の「育てる力」とは～
報告者;花園大学 教授・名古屋大学 名誉教授　植田　健男 氏

7/12 18:30 北地区会7月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;銀行融資のリスケジュールと倒産手続・連帯保証
報告者;すがさわ法律事務所　代表弁護士　菅澤　紀生 氏
　　　(合)ジダイグループ　代表社員　上口　素司 氏

7/13 18:00
組織・企画委員会
Join to the Doyu＆With the Doyu

ジャスマックプ
ラザホテル

テーマ;さぁ、これからだ！未来を感じる価値ある同友会
ナビゲーター;㈱D＆C　代表取締役　髙橋　恵 氏
プレゼンター;㈱松木測量　代表取締役社長　松木　要 氏
　　　　　　一般社団法人m4Lab
　　　　　　　　　　　　　　代表理事　中居　美和 氏
　　　　　　㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏
　　　　　　㈱恒栄工業　代表取締役　上原　伸也 氏
　　　　　　㈱Pay it Forward
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　佐藤　文昭 氏
　　　　　　シオンテクノス㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　村野　篤 氏
　　　　　　㈱リポートサービス北海道
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　西田　宙文 氏

7/13 16:00 HoPE7月例会
道総研プラザま
たはZoom

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part Ⅳ
企業と地域を変える『デザイン経営』！ 第1回
第1回テーマ;今なぜデザイン経営か？
報告者;㈱ＧＫデザイン機構
　　　　　　　　代表取締役社長/CEO　田中　一雄 氏

7/14 18:00 第70期同友会大学第28講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205ABまたは
Zoom

テーマ;支えあう職場の関係づくり
講　師;北海道大学　名誉教授・学校法人共育の森学園
　　　　　　　　　　　　　　　理事長　間宮　正幸 氏

7/15 18:30 女性経営者部会7月例会
同友会ホール
ＡBまたは
Zoom

テーマ;「フードバンク」とは？！
　　　経営者として知っておきたい地域の大切なこと
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

7/15 18:30 西・手稲地区会7月例会
手稲区民セン
ター 和室すずら
ん

テーマ;共育委員長が語る！
　　　我が社の社員教育への取り組みと事例報告
　　　～新しい共育とは～
報告者;シオンテクノス㈱　代表取締役社長　村野　篤 氏

7/19 18:00 江別地区会7月例会
セレモニーホー
ルはやし野幌店
またはZoom

テーマ;デジタルの力で売り方を変える方法
報告者;エコモット㈱　代表取締役　入澤　拓也 氏

7/19 18:30 豊平・清田地区会7月例会 調整中 調整中

裏面もご覧ください
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7/20 14:00 中小企業魅力発信セミナー
同友会ホール
AB、2階または
Zoom

テーマ;高校生がつくる地域の未来
　　　～中小企業振興条例で地域課題の解決に挑む～
講　師;㈱ヒューマンライフ　代表取締役　中山　英敬 氏

7/20 18:00
映画「大地の侍」上映会
白石・厚別地区会7月例会

同友会ホール
AB

テーマ;未開の地！
　　　北海道開拓先駆者の歴史から、
　　　　　　　　　　　   　　挑戦の精神や覚悟を学ぶ
協力・報告者;(一財)北海道農業企業化研究所
　　　　　　 HAL財団アグリサポートチーム
                                           　　        伊東　和紀 氏

7/20 19:00 中央東地区会7月例会
札幌文化芸術交
流センター

テーマ;売上に直結するメモの取り方
報告者;㈱リューツー　取締役　川原　晋仁 氏

7/21 18:00 第70期同友会大学第29講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;同友会の共育理念と企業づくり
講　師;中小企業家同友会全国協議会　顧問　国吉　昌晴 氏

7/22 9:00 中央西地区会7月移動例会 小樽、余市方面
テーマ;バスに揺られて小樽＆余市へ
　　　～自然とともに生きる会社を訪問～

7/22 18:30 後継者ゼミナール起望峰7月例会 同友会ホールA
テーマ;心の通った事業計画書の作り方
報告者;本田機電㈱　代表取締役社長　本田　和也 氏

7/25 18:30 東地区会7月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102ABまたは
Zoom

テーマ;知ってる？
　　　経営にワクワク出来る経営指針委員会って何？
報告者＆コーディネーター;
　　　　　　㈱たいわや　代表取締役　中村　文昭 氏
パネルディスカッションPart1パネラー;
　　　　　　㈱ふじ研究所　代表取締役　弘田　安 氏
　　　　　　㈱サン設計事務所　専務取締役　吉岡　雄一 氏
　　　　　　温熱療法院えがお　代表　千葉　かずみ 氏
パネルディスカッションPart2パネラー;
　　　　　　㈱D＆C　代表取締役　髙橋　恵 氏
　　　　　　㈱落合建設　代表取締役　落合　靖巳 氏
　　　　　　㈱カズノ　代表取締役　鹿角　一之 氏

7/27 18:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
7月例会

北広島市芸術文
化ホールまたは
Zoom

テーマ;中小企業が今こそ知りたい！
　　　企業間連携から経営のヒントを探る
講　師;㈱LOL LABO　代表取締役　城地　和哉 氏
　　 　㈱マルズクラフト　代表取締役　長濵　円 氏

7/27 18:30 中央北地区会7月例会 白石区
テーマ;バーベキューをしながら
　　　ざっくばらんな経営相談をしよう！

7/27 18:30 国際ビジネス研究会7月例会
ANAホリディ・
イン札幌すすき
の

テーマ;激変する世界情勢をふまえその背景と問題の核心
講　師;日本経済新聞社　コメンテーター　秋田　浩之 氏

7/27 13:30
全道共育委員会
営業社員ステップアップセミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;感動・ 共感・信頼を生む営業とは！！
　　　～現場の実践から学ぶ～
基調報告1;今、誰かの力に
報告者;㈱ティーピーパック　営業部 課長　戸田　達弥 氏
基調報告2;営業を楽しむ
報告者;清水勧業㈱　営業部　所　弘典 氏

7/28 18:00 第70期同友会大学第30講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;幹部社員の任務と役割
講　師;サンマルコ食品㈱　代表取締役社長　藤井　幸一 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札幌支部
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会

会長:本村信人
Teｌ:011-702-3000（担当事務局員:佐藤）/ＦＡＸ:011-702-9573

7/8 千歳・恵庭・北広島・長沼地区緊急例会/懇親会出欠回答用紙

※締切7/4

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7月緊急オープン例会のご案内

このたび千歳・恵庭・北広島・長沼地区会の7月緊急例会についてお知らせいたします。

今回は、戦時中ユダヤ難民と北海道を救った樋口季一郎氏の直径の孫、樋口隆一氏から北海道防衛とウクライナ情勢につい

て語っていただく緊急例会を企画しました。

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、北海道への影響、中小企業を取り巻く様々な外

部環境について考察します。

＜テーマ＞ 樋口隆一氏講演

～北海道防衛とウクライナ情勢～

■講演:明治学院大学名誉教授 樋口隆一氏
プロフィール

日本の音楽学者、指揮者。明治学院大学名誉教授。哲学博士（エバーハルト・カール大学テュービン
ゲン）。国際音楽学会副会長・日本選出理事。音楽文献目録委員会委員長。日本アルバンベルク協会
常任理事。DAAD友の会元会長。戦時中、ユダヤ難民と北海道を救った樋口季一郎氏直系の孫。

■日 時：7月8日（金）
〔第１部:例会〕18：30～19：40 〔第2部:懇親会〕19：50～21：00

〇懇親会では樋口氏と本テーマについて直接語らい、意見交換を行っていただけますと幸いです。

■参加費：1,000円（ZOOM参加者も頂戴します） 懇親会参加者:6,000円

※例会は当日キャンセルは参加費を頂戴いたします。

※例会のみ参加の方：1,000円/クレジット払いまたは請求書での支払いとなります。

※例会・懇親会ともに参加の方：6,000円/当日会場にて現金でのお支払いになります。

■場 所：ベルクラシックリアン平安閣（千歳市錦町４丁目９）またはZoom

７月例会に□出席します（□会場参加□ZOOM参加）□欠席します

※本例会より例会参加費はクレ
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。

懇親会に □出席します □欠席します

ゲスト参加 役職 氏名 .

※ゲスト参加の方はEメールアドレスか電話番号もご記入ください: .
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南地区会の７月例会は、毎年恒例となった親睦パークゴルフ大会です。 

会員同士の親睦を深め、プレー後には美味しいジンギスカンをいただきます！さわやかな石山の空の

もとで顔を合わせながら、この機会にコロナ禍での情報交換なども行いましょう。 

また、ゲストの方の参加も大歓迎です！是非ともお誘いあわせの上、ご参加くださいませ。 

南地区会 7月例会 
 

 

日 時：7 月9 日 (土) 11:00～15:00 

会 場：吉田農場 札幌パークゴルフ石山 
(札幌市南区石山 816 ℡：011－593－3300) 

会 費：5,000 円(プレー代、クラブ代、昼食代ほか) 

※会費は吉田農場様に直接お支払いください。領収証が発行されます。 
※締切後のキャンセルは、キャンセル料を頂戴する場合がございます。 

(申込締切：7月 4日(月)) 

※新型コロナ感染症の状況によっては開催を見合わせる場合がございます。 
 

★無料送迎バス★ 

10:30真駒内中学校グラウンド横 発 

南地区会７月例会出欠回答（7/9） 

□ 参加します （□送迎バス利用有  □送迎バス利用無） 

□ 参加しません 
 

会社名                役職         氏名              

ゲスト 会社名           役職         氏名              

FAX返信先／同友会事務局 FAX 011-702-9573 （担当：中村 ℡011-702-3000） 

 

^ydy  

〈スケジュール〉 

11:00 開会 

      パークゴルフ開始 

13:00 表彰・昼食（ジンギスカン） 

     （食べ飲み放題） 

15:00 現地解散 

     (真駒内行き送迎バス出発) 
 
※スケジュールは変更になる可能性が

ございます。 

 2022年 6月 1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   
TEL 011-702-3000 FAX 011-702-9573 

景品もご用意して

皆様のご参加をお待

ちしております！！ 

 

親睦パークゴルフ大会 
南地区会恒例 
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7/11 「人を生かす経営」研究集会 申込書 

 
会社名︓                Zoom用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ︓                 

参加者名 お役職 いずれか〇 
  会 場   ・   Zoom 

  会 場   ・   Zoom  
▼返信先 FAX︓011-702-9573  または 

Mail アドレス︓sapporo_shien@hokkaido.doyu.jp (担当︓石戸谷) 

【報告者】 
花園大学（京都） 教授 ・ 名古屋大学 名誉教授  

植田 健男 氏 
＜プロフィール＞ 
1955年兵庫県生まれ、京都大学大学院博士課程学修認定退学。京都大学教育

学部助手。大阪経済大学経営学部講師、名古屋大学大学院教育発達科学研究

科教授を経て、現在、花園大学社会福祉学部教授。 

専門は教育経営学で教育課程づくりを軸とした学校づくりについて研究を進

めています。今回中同協から発行された「共に育つ 4」～一人ひとりが輝く企

業～を執筆され、その教育実践は各方面から注目されています。 

と き：7 月11 日 (月) 15:00～18:00 
ところ：デ･アウネさっぽろビル 101 又は Zoom 

(札幌市東区北 6東 4 ﾃﾞ･ｱｳﾈさっぽろﾋﾞﾙ１階)  
参加費：2,000 円(会場参加・Zoom 参加共通)  
    ※参加費は講演後にご請求致します。  
締 切：7 月 4 日(月)18:00 まで 
       ※締切日以降のキャンセルは全額申し受けますので 

あらかじめご了承ください。 

第 4回「人を生かす経営」研究セミナーのご案内

 

 

＜タイムスケジュール＞ 
 

15:00  開会挨拶 

15:35  基調報告（70 分） 

16:45  休憩 （10 分） 

16:55  グループ討論（40 分） 

17:35  グループ報告（15 分） 

17:55  閉会挨拶 

18:00  閉会 

締切︓7/4(月)まで 

2022年 5月 30日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 
人を生かす経営推進連携会議 
設営 全道共同求人委員会 

 
 

「生きる・働く・学ぶことが実践できる企業に」 

～企業の「育てる力」とは～ 

「経営者と社員の関係性や、それぞれの固有の役割は違います。ですが、「共育ち」の中でその関係性を超えて、
地域に貢献していく、そういう中小企業の仕事そのものを一緒に育てていく関係を考えれば、それは上下の関係に
留まらず、共に学ぶべきことの方が沢山あるのではないでしょうか。」(中同協出版「共に育つ 4 植田健男著」)より 
植田先生から人間らしく生きるための学びと働くことのあるべき姿とその関係を学びます。 
社員が生き生きとやりがい、生きがいを持つ職場のあり方、企業が人を育てる力をどのように生み出していくのかを
教育の原点に立ち返って考えます。 
是非とも「共に育つ 4」をお読みいただきご参加くださいますようご案内申し上げます。 

＜テーマ＞ 
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（株）松⽊測量  
  代表取締役社⻑ 松⽊  要 ⽒ 
           （業種︓測量全般） 

 

 ⼀般社団法⼈m4Lab  
 代表理事   中居  美和  ⽒ 
      （業種︓障がい者福祉事業） 

 

【当⽇のタイムスケジュール】 
▼17︓30 受付開始 
▼18︓00 Jon to the Doyu開会  
        同友会へのナビゲーション 
▼18︓10 ①会員経営者２名 
               によるプレゼン 

▼18︓25 同友会の学びとはこれだ︕ 
※5名の委員⻑によるプレゼン 

▼18︓50 閉会・換気休憩 
▼19︓10 With the Doyu開会 
              経営指針委員会のプレゼン  
               共育委員会のプレゼン  
▼19︓30 閉会・懇親会準備 
▼19︓40 懇親会開会 
▼21︓00 閉会挨拶・閉会 

2022年6⽉23⽇ 
(⼀社)北海道中⼩企業家同友会札幌⽀部 

⽀部⻑  横⼭ 敏章 
組織・企画委員⻑  久保 毅仁 

※締切以降のキャンセルは全額頂戴いたします。 

 

▽と   き︓７⽉１３⽇（⽔） 
   Join ｔｏ ｔｈｅ Ｄｏｙｕ & Ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｄｏｙｕ 

18︓00〜19︓30 
    懇親会 20︓00〜21︓00 

▽と こ ろ︓ジャスマックプラザホテル  
       5Fザナドゥ（中央区南7条⻄3丁⽬425 ） 

▽参加費︓無料 
   懇親会費︓3,000円 

7/13 Join to the Doyu 出⽋回答（締切7/6） 

企業名 お役職 お名前 

企業名 お役職 お名前 ゲスト 

会 員 

□出席します（懇親会に  □出席します  □⽋席します）   □⽋席します 

ご連絡先             E-mail                    

ゲストに同友会を知ってもらう企画です︕ 
今回は同友会の具体的な活⽤⽅法を知る 
「With the Doyu」と⼆部構成になっております。 
周りの経営者をお誘いの上、ご参加ください︕ 

②同友会の学びとはこれだ︕ 

 シオンテクノス（株） 
 代表取締役社⻑ 村野 篤 ⽒ 
      （業種︓空調設備販売等） 

（株）恒栄⼯業 
 代表取締役 上原 伸也 ⽒ 

      （業種︓各種設備⼯事） 

（株）Pay it Forward 
 代表取締役 佐藤 ⽂昭 ⽒ 

      （業種︓FP業務） 

（株）⼯藤商事 
 代表取締役 ⼯藤 英⼈ ⽒ 

      （業種︓運送業） 
（株）リポートサービス北海道 
 代表取締役 ⻄⽥ 宙⽂ ⽒ 

      （業種︓排⽔溝製造等） 

①会員経営者によるプレゼン︕ 

返信先FAX︓011-702-9573(担当︓⼭崎) 

③同友会の活⽤⽅法を 
委員会からプレゼン︕ 

経営指針委員会 

委員⻑   ⼯藤 英⼈  ⽒ 
 
共育委員会 

委員⻑   村野 篤  ⽒ 

（株）D＆C  代表取締役  髙橋  恵  ⽒         
                   （業種︓建築設計） 
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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 7 月例会のご案内 
 

2022 年 6 月 15 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 

 
女性経営者部会に昨秋入会したフードバンクイコロさっぽろ代表の片岡氏からコロナ禍によって起きている現状や

我々経営者にできることを学び、多くのボランティアスタッフや支援業者を集める創意工夫をお話しいただきます。 

【テーマ】 

「フードバンク」とは？！ 
経営者として知っておきたい地域の大切なこと 

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 

1977 年北海道十勝清水町生まれ。小樽商科大学卒業時に就職氷河期
にあたり、ワーキングプアの状態を長く経験した。もったいない食品を困窮者につ
なげたいと札幌市東区を拠点に 2018 年にフードバンクを立ち上げ、現在は年
間約 30 トンの食品を社会福祉施設や困窮世帯へと渡している。 

2021 年同友会入会、東地区会幹事。 

 

札幌支部女性経営者部会 7 月例会出欠回答 (締切り 7/12)    
 

□ 出席します (□会場  □Zoom)      □ 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／ 7 月 15 日（金）18:30～20:15 

会 場／ 同友会ホール AB または各自 Zoom 
     （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  
締切り／  7/12 以降のキャンセルは参加費が発生する場合がございます  

 

※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。カード払い以外の方は後日請求書をお送り 

しますのでお支払いをお願いします。 

※Zoom でご参加の方には、前日までにミーティング 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 

19：45 質疑応答 

20：00 その他連絡事項 

20：15 閉会挨拶  

MyDoyu のトップ画面右上にバナーがござ
います。そちらからクレカ決済マニュアルを
ご覧いただけます。 

プロフィール 
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（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

Teｌ:011-702-3000/ＦＡＸ:011-702-9573

7/15 西・手稲地区例会/懇親会出欠回答用紙 （締切：7/12）

□ 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）

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7月例会のご案内

西・手稲地区会の7月例会は共育委員長の村野氏を講師に迎え、自社の社員教育の取り組みや、自身の思う共育とはと

いう視点から、思いを熱く語って頂きます。村野氏の報告と実践事例から、新たな発見やヒント得て、中小企業にとって

欠かせない社員教育の重要性の再認識をしましょう！

＜テーマ＞

共育委員長が語る！

我が社の社員教育への取り組みと

事例報告 ～新しい共育とは～

■報告者:シオンテクノス（株） 代表取締役社長 村野 篤氏

１９７２年生まれ４９歳 平成２６年に父から会社を購入する形で事業承継を行う。イケイケの経営手腕
で３年で売上４割アップするも、社員の疲弊から幹部・中堅社員のほとんどが退職し倒産寸前の事態に
なる。残されたのは技術力のない新入社員だけ。残された経営資源で何ができるか？それは、若い社
員のモチベーションを上げることしかなかった。現在はＶ時回復により最高益を叩き出す。

■日 時：7月15日（金）
〔第１部:例会〕18：30～20：30 〔第2部:懇親会〕21：00～22：30

■参加費：1,000円（会場代として） 懇親会:5,000円

(※例会の当日キャンセルは参加費を頂戴致します。例会参加費はMyDoyuからクレジット払いまたは請求書払いで
す。7/13以降の懇親会のキャンセルは、会費を頂く場合がございます。懇親会費は会場で現金払いです。）

■例会会場：手稲区民センター 和室すずらん（札幌市手稲区前田１条１１丁目１−1０）

懇親会会場：鳥太郎手稲店（札幌市手稲区手稲本町１条３丁目５−３）

□ 欠席します

□ 参加します □ 欠席します

7月例会に

懇親会に

※本例会より例会参加費はクレ
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。
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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 7 月例会 

「デジタルの力で売り方を変える方法」 

日 時：7/19(火)  18：00～21：00 

会 場：セレモニーホールはやし野幌店 または Zoom 
（江別市野幌町 55-2） 

参加費：6,000 円（懇親会費 5,000 円、例会参加費 1,000 円） 

※締め切り以降のキャンセルはキャンセル費をいただく場合がございます。 

※世の中の情勢を鑑み、内容を変更する場合がございます。 

締 切：7/13(水) 18:00 

江別地区会 7 月例会はコロナ禍で急速に進んだ企業のデジタル化を念頭に置き、エコモット株式会社の

社長であり、北海道 IT 推進協会会長であられます入澤氏に、企業での IT・IoT の活用法や新たな戦略

を生み出すヒントを学びます。 

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 7月例会(7/19)出欠回答 

エコモット株式会社 

代表取締役  入澤 拓也 氏 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
※〆切 7/13(水) 

2022 年 6 月吉日 江別地区会 会長 前田 昭二 

プロフィール/2007 年設立、資本金 6 億 1,529 万円、従業員 154 名 
1980 年生まれ、北海道札幌市出身。 
エコモット(株)設立後、IoT 用端末製造、通信インフラ、アプリケーシ
ョン開発並びにクラウドサービス運用等の業務のワンストップサーピ
スを展開している。2017 年札証アンビシャス上場、2018 年東証マ
ザーズ上場。2019 年札幌商工会議所の起業家表彰において「大賞」を
受賞。2019 年 5 月より「北海道 IT 推進協会」会長を務める。2022
年 4 月より「札幌市 CDO 補佐官」に就任。 

□出席    □会場参加（例会・懇親会）6,000 円 
□会場参加（例会のみ）1,000 円 
□Zoom 参加（例会のみ）1,000円 

□欠席 

（一つだけ選んでご回答ください） 
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◆日 時：7/19（火）18：30～
〔①例会 18:30～19:50〕

〔②懇親会 20:00～21:30〕

◆会 場：ダルマホール（札幌市豊平区平岸2条4丁目5-19）

▶入口は、平岸ハイヤーさん裏手の屋外階段を上がって2階

▶お車の方は、近隣の有料駐車場をご利用ください

◆参加費：①例 会 1,000円（事務手数料ほか。Mydoyuからクレジット払い、または当日現金）

②懇親会 5,000円（税込、領収書は会場から発行。当日現金）

①②とも、7/15以降のキャンセルは、参加費を申し受けますことをご了承ください。

2022年7月5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

7月例会は、「ダルマホール」にて、経営環境と環境問題をテーマに開催いたします。これからの環境にとって、

そして我々にとって、どのような車両が移動手段として最適になっていくのでしょうか？

赤地氏には、これからの車社会のあり方ならびに、自動運転も含めた未来の自動車について伺います。

佐竹氏には、札幌市の気候変動対策や水素エネルギーに関する取組と、次世代自動車の補助等について

お話しいただきます。

また、当日会場前にて、平岸ハイヤー株式会社さんが、札幌市内のタクシー車両として初めて導入された

水素自動車「MIRAI（みらい）」の展示も行います！ 皆さまのご参加をお待ちしております！

豊平・清田地区会7月例会（7/19）出欠回答【回答期日 7/14(木)】

□出席します（□例会 □懇親会）・ □欠席します

会社名 役職 氏名

「そうだ、あの人も同友会に！」ゲストのご参加もお待ちしています！

会社名 役職 氏名

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

「ＭＩＲＡＩ」を通して未来を語る
【報告者】 札幌地方自動車整備振興会 青年経営研究会 会長 赤地 勇己 氏

札幌市環境局 環境都市推進部 環境政策課 係長 佐竹 輝洋 氏

【スケジュール】

18:15 受付開始、

MIRAI展示〔終了まで〕

18:30 開会、開会挨拶

18:35 赤地氏ご報告

19:05 佐竹氏ご報告

19:25 質疑応答・補足報告

19:50 例会閉会

20:00～21:30 懇親会

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部

豊平・清田地区会7月例会
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2010 年 6 月 18 日に「中小企業憲章」が閣議決定され、全道各地で中小企業憲章の地域版とも

いわれる「中小企業振興基本条例」制定の取り組みが広がり、2022年 5月末現在、道内では 61の

自治体で理念型の条例が制定されています。 

加えて、2019年には中小企業基本法の公布・施行日である 7月 20日を「中小企業の日」、7月の

1ヶ月間を「中小企業魅力発信月間」と制定されました。 

より多くの方に中小企業の存在意義や魅力・ 社会的役割を知っていただき、「社会の主役」で

ある中小企業の活性化が日本経済の発展につながることを確認する機会としましょう。  
 

◆日 時： ７月２０日（水）14：00～16：30  

◆会 場： デ・アウネさっぽろビル 13階（または 2階）・ Zoom 
（札幌市東区北 6 条東 4 丁目 1-7 北海道中小企業家同友会、TEL:011-702-3411） 

◆参加費： 無 料           

◆参加対象： 中小企業経営者、行政・支援機関職員、教育関係者、研究者、学生等 
    
かつて筑豊炭田の中心都市として賑わった福岡県田川市。10 万人を数えた人口は半数以下とな

り、「この町でずっと暮らしていけるか」が住民の心配事でした。8割以上の人が働く中小企業が元

気にならねば町は元気にならないと、2015年に田川市中小企業振興基本条例が制定されます。 

この条例のもと設置された田川市産業振興会議では、地域の全事業者を対象にした調査を行い、

持続可能な地域のためには子どもたちが地域に残ることが不可欠なことから、キャリア教育に注力。

地元高校 3校の生徒に地域の問題・課題を投げかけ、子どもたちが仮想会社をつくりその解決策を

提案してきました。今、その実現にむけて地域での議論が活発化しています。今回は、産業振興会

議会長で、中小企業家同友会全国協議会幹事長の中山英敬氏に講演していただきます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

■主催：一般社団法人北海道中小企業家同友会、独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道本部、 

北海道中小企業団体中央会、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 

■後援（予定）：北海道経済産業局、財務省北海道財務局、北海道、札幌市、北海道市長会、北海道町村会、

北海道市議会議長会、北海道町村議会議長会、一般社団法人北海道商工会議所連合会、北海

道商工会連合会、北海道教育委員会 

【お問合せ・お申込み】北海道中小企業家同友会 事務局    TEL:011-702-3411   FAX:011-702-9573 

                                                       e-mail:info@hokkaido.doyu.jp  

７/２０ 2022中小企業魅力発信セミナー 参加申込書（締切 7/13） 

□会場参加            ・          □Zoom参加 

貴社名  電話  

お名前 お役職 メールアドレス 

   

   

中小企業の活力で、もっと元気な北海道を！！ 

2022 中小企業魅力発信セミナー 

【基調講演】 

【テーマ】高校生がつくる地域の未来 

～中小企業振興条例で地域課題の解決に挑む～ 

【講 師】(株)ヒューマンライフ 代表取締役 中山 英敬氏（福岡） 
田川市産業振興会議 会長 

（一社）福岡県中小企業家同友会 相談役・理事 

中小企業家同友会全国協議会 幹事長 
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白石・厚別地区会７月例会 

映画「大地の侍」上映会のご案内 

2022年 6月 14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 Dグループ 

TEL：011-702-3000 

HAL 財団にご協力いただき、明治維新後の開拓民の姿や北海道農業の歴史を描いた映画「大地の

侍」上映例会を開催します。未開地を開拓する精神と苦難の克服、想像を絶する困窮, 屈辱、悲愁  

に耐え先駆者が創り上げた北海道に住む者として、開拓と覚悟の歴史を学びます。上映に先立って

HAL 財団の方から、映画の舞台になった時代についてお話しいただきます。ぜひご参加ください。 

7/20(水) 
18︓00～20︓30 

開催 

概要 

札幌支部白石・厚別地区会７月例会(７/20)出欠回答用紙 締切 7/15  
 

会社名                         お役職                 氏名                     

 
 
 
 

▼FAX返信先 011-702-9573(担当︓小西) 

＜協力・報告者＞ 

（一財）北海道農業企業化研究所 

HAL 財団アグリサポートチーム 

伊東 和紀 氏 

於︓同友会ホールAB（定員44名） 
（東区北 6条東 4丁目 1-7） 

参加費1,000 円 
（クレジットカード決済または後日請求） 

※当日欠席の方はキャンセル料1,000円頂戴いたします。ご了承ください。 
※クレジットカード決済をご利用の方は必ずMyDoyu からご回答ください。 
※請求希望の方は 7~9月分を 10月にまとめて請求させていただきます。 

会社名                     お役職                 氏名                    

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！ 

＜テーマ＞ 

未開の地！北海道開拓先駆者の歴史から、挑戦の精神や覚悟を学ぶ  

□出席     □欠席 

12



会社名：            役職           氏名                

ゲストのご参加もお待ちしています！ 

会社名：            役職           氏名               

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

（一社）一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 

中央東地区会 7 月例会 ご案内 
【同友会 共育委員会とのコラボ例会です】 

2022 年 7 月 6 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 

共育委員会 委員長 村野  篤 

「今後の自社の事業展開をどのようにお考えですか？？」 

コロナやウクライナ情勢など社会は大きく変化しています。以前と同じ状況に戻

ることは考えらず、原材料費や最低賃金も上昇しています。どのような経営戦略

を立てるべきか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。 

 もし３つのスキルを手に入れることができたらいかがでしょうか？ 

・新しいビジネスのアイディアがどんどん出てくる 

・売上げアップの手法がわかる 

・利益があがるポイントがわかる 

3つの視点からピンチをチャンスに変える方法を学ぶ例会に、ぜひご参加ください！ 

 

＜テーマ＞ ビジネスデザインで 
売上・利益を２倍にする！ 

＜講  師＞ Platinum 代表 川原 晋仁 氏 

（同友会 共育委員会副委員長/白石・厚別地区幹事） 

〔講師 プロフィール〕  

専門：セールスとマーケティングの 
★☆コンサル・講演実績多数！ 

ジョンソン・エンド・ジョンソンなど、３社の外資

系１００年企業で勤務し、世界 No１チームや、 

売り上げゼロから２年で日本 No１を獲得。 

２０１０年に事業承継のため札幌に帰郷。 

世界的企業で使われている手法を、中小企業

でも使えるようにアレンジ。業種業態・規模に 

関わらず結果が出るお手伝いをします。 

日時7/20(水) 〔①例会〕  18：15～20：40 

〔②懇親会〕21：00～22：30 

会場 ①札幌市民交流プラザ２F（会場のみ）  

札幌文化芸術交流センターSCARTS スタジオ 

（札幌市中央区北 1 条西 1 丁目 Tel：011-271-1955） 

     ②焼肉としゃぶしゃぶ おにくテリア 
（中央区北３条西２丁目 カミヤマビル B1） 

参加費 ① 1,000 円（会場費等として・現金 OR クレジットカード払い） 

         クレジット決済ご希望の方は

② 5,000 円（税込・現金。領収書はお店から発行します。7/19 以降のキャン

セルは参加費を申し受けます） 

＜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 

＜当日スケジュール＞ 

18:15  受付開始 

18:45  開会、開会挨拶 

委員会報告 

3 分スピーチ 

19:00  川原氏講演（90 分） 

20:30  質疑応答 

20:40  閉会予定 

 

21:00～22:30  懇親会 

【懇親会会場】  

焼肉としゃぶしゃぶ おにくテリア 

中央東地区会・共育委員会 7月例会(7/20)出欠回答  【締切：7/15】 

□出席します→(□例会 □懇親会)  □欠席します 

 

問合せ：北海道中小企業家同友会事務局/渡部 ℡011-702-3000  FAX011-702-9573 
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コロナ禍の影響で親交を深めることが難しかった昨今。今回はお互いを知り学びを深めるために、 

小樽・余市方面への移動例会を企画いたしました。本例会は貸切バスで訪問先を巡ります。 

学びを共有する場を用意していますので、ぜひ自社と皆様自身についてお話しいただきたいと思います。 

９︓００ 札幌駅北⼝発 
１０︓００ ⽥中酒造⻲甲蔵 
 
１１︓００ 旧⻘⼭別邸(施設⾒学) 
 
１２︓００ ⻘塚⾷堂にて昼⾷ 
１３︓００ ⼩樽発、余市へ 
１４︓００ UVA&U ⾃社農園⾒学 
 
１４︓３５ 余市ワイナリー⾒学 
１５︓３０ 余市発、札幌へ 
１６︓３０ 札幌駅着、解散 

 
中央⻄地区会 7 ⽉例会(7/22)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) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜タイムスケジュールと見学先＞ 

⽇ 時︓7 ⽉22 ⽇(⾦) 
 
会 費︓8,000 円(バス料⾦、施設⾒学料、昼⾷代他として) 
 
 
 

※ 締切以降のキャンセルは全額頂戴します。 

札幌駅北⼝より 
バスを運⾏します 

8︓45 札幌駅北⼝バスのりば集合 
9︓00 札幌駅北⼝出発 

★7 ⽉ 15 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！ 

2022 年 6 月 28 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 小林信子、安富聖慈、松木剛、加藤真紀 

℡(011)702-3000 

中央西地区会 7 月移動例会 

※お支払方法は請求書(7 月～9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。 

▶おすすめポイント① 
1899 年創業。田中社長による酒蔵案内と講話 

▶おすすめポイント② 
北海道を舞台にした某漫画の聖地で有名に！小樽の歴史を感じましょう 

▶おすすめポイント③ 
地元会員推薦"特大にしん焼き定食スペシャル"をどうぞ 
 

▶おすすめポイント④ 
小川社長(中央西地区会会員)による案内と講話 

株式会社 UVA&U 
代表取締役 小川 将氏 
完全無農薬でブドウを栽培し、 

ワイン「51(サンコンテアン)」を製造・販売。 
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◆日 時：7/22（金）18:30～20:00
◆会 場：デ・アウネさっぽろビル13階ホールA

（札幌市東区北6条東4丁目）

▶お車の方はデ・アウネ駐車場をご利用ください。

◆懇親会：20：30～22：30

会場：鳥太郎（札幌市北区北7条）

▶札幌駅北口店、またはさっぽろ店のいずれか。

どちらの店舗になるか、当日ご連絡いたします

◆参加費：①例 会 無料

②懇親会 4,000円程度

▶税込・実費。領収書はお店から発行します。

▶7/21以降の懇親会キャンセルは、参加費を申受けます。

2022年7月5日
（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部
後継者者ゼミナール起望峰 代表 山美 太生

場当たり的でなく理念に基づいた経営を実現するために、よりどころとなる事業計画書作成につい

て考える例会を開催します。

まず、DVD動画で事業計画書の必要性について改めて学びます。

続いて道内金融機関での勤務経験がある部会員の本田氏から、融資の種類や金融機関が着目

するポイントについて伺うほか、自社の事業計画書作成についてもざっくばらんに伺ってまいります。

部会員の皆さま、ぜひこの機会にご参加お待ちしております！

後継者ゼミナール起望峰 7月例会（7/22) 【申込期日：7/20】

□出席→（□例会 □懇親会） □欠席

会社名 役職 氏名

心の通った事業計画書の作り方

報告者：本田機電（株）代表取締役社長 本田和也氏

【スケジュール】

18:15 受付開始

18:30 開会、開会挨拶

18:35 動画視聴【事業計画書】

18:55 本田氏報告

19:30 質疑応答・補足報告

20:00 閉会、移動

20:30～22：30 懇親会

【懇親会 会場：鳥太郎】

（札幌駅北口店、またはさっぽろ店

のいずれか）

後継者ゼミナール起望峰 7月例会

問合せ：北海道中小企業家同友会事務局/渡部 ℡011-702-3000 FAX011-702-957315



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７⽉例会のご案内

◆日時：７月２５日（月）

2022年6⽉16⽇
（⼀社）北海道中⼩企業家同友会

東地区会会⻑ 柳下 真⼈

■例会終了後、グランド居酒屋富⼠（中央区南5⻄4 富⼠会館ビル）で懇親会を⾏います。併せてご予定ください。
※参加費︓4,000円（懇親会場で現⾦でお⽀払いください）

企業名︓ お役職︓ お名前︓

懇親会︓□出 席 □⽋ 席

１８：３０～２0：3０

皆さんの会社には『経営指針』はありますか。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つを合わせて『経営指針』と呼んでいます。札幌⽀部には経営指針委員会があり、その中で1年間かけて成
⽂化に取り組む「経営指針研究会」があります。
今回は経営指針の成⽂化とはそもそも何なのかを過去の研究会修了⽣と、未だ受講したことがない未修了⽣がそ

れぞれパネルディスカッションを⾏い、意義を深めてまいります。
経営指針の必要性、委員会や研究会に⼊る意義、そもそも『経営指針』は必要なのか︖を皆様と議論していきま

す。経営指針に興味のある⽅や、よく分からないという⽅必⾒の例会です。この機会に是⾮ご参加ください。

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

◆参加費：１，０００円
※クレジットカードでの⽀払いが可能になります。MyDoyuからお申込みください。現⾦は
取り扱いませんので、カード払い以外の⽅は３カ⽉に１度纏めて請求書をお送りします。

※前⽇以降のキャンセルは参加費を貰い受けますので、予めご承知おきください。
※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7⽉例会（7/25） 出⽋回答⽤紙<7/20締切>

例 会︓□出 席（□会場参加 ・ □Zoom参加） □⽋ 席

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

☆テーマ︓「知ってる？経営にワクワク出来る
経営指針委員会って何？」

☆報告者＆コーディネーター︓
(株)たいわや 代表取締役 中村 ⽂昭 ⽒（札幌⽀部経営指針委員会副委員⻑）

〈タイムスケジュール〉

18:30 開会／会⻑挨拶
18:35 中村⽒報告
18:50 パネルディスカッション①
19:10 パネルディスカッション②
19:30 休憩
19:40 グループ討論
20:10 グループ発表など
20:30 閉会

☆パネルディスカッションPart1パネラー︓
(株)ふじ研究所 代表取締役 弘⽥ 安 ⽒
(株)サン設計事務所 専務取締役 吉岡 雄⼀ ⽒
温熱療法院えがお 代表 千葉 かずみ ⽒

☆パネルディスカッションPart2パネラー︓
(株)D＆C 代表取締役 髙橋 恵 ⽒
(株)落合建設 代表取締役 落合 靖⺒ ⽒
(株)カズノ 代表取締役 ⿅⾓ ⼀之 ⽒
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1990年生まれ。
建設業・飲食業などの経験を経て、各業界の売上や集客方法を追求したいと思い、
2018年WEBコンサルタントとして株式会社ツヨシオカに入社。主に営業とWEBサイト制作
ディレクション業務を担当。IT業界に従事してきた中で動画制作の魅力に引き込まれ、
2021年10月に株式会社LOL LABOを設立。企業PR動画や商材PR動画の作成、

Youtubeチャンネルの運用等を行う。プライベートでは映画製作も行っている。

講師 : 株式会社L O L L A B O 代表取締役 城地 和哉氏

2004年ITエンジニアとして札幌市内のIT企業に就職。
組織のチームリーダー・マネジメント業務を行う。その後2010年までWEBディレクター兼
デザイナーとしてWEBサイト制作の企画立案、制作、運営、保守などの全般業務を行う。
2013年より株式会社ツヨシオカにてWEBコンサルタントとして従事。
両企業で合計100社以上のWEBサイトの新規立ち上げ・リニューアルを手掛ける。
2021年3月に株式会社マルズクラフトを設立。
千歳市の老舗洋菓子店との連携プロジェクトを進行中。

（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7月例会のご案内

２ ０ ２ ２ 年 6 月 3 0 日
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
会 長 本 村 信 人

◆日 時 ： 7/27(水) 18：00～19：00

◆会 場 ：北広島市芸術文化ホール 活動室3
（北広島市中央6丁目２－１）

または Zoom （ミーティング情報は後日お知らせします。）

千恵広長地区会7月例会 出欠回答用紙 （締切：7/20）

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

会社名 役職 氏名 .

講 師 : 株式会社マルズクラフト 代表取締役 長濵 円氏

（□ 会場参加 □ Zoom参加） □例会:欠席
例会後に懇親会を行います

19:15〜 炭火胃酒屋なり 北広島市北進町１丁目２−２−４ 入船ビル1F
会 費/3,500円（会費はお店で現金払いです）

□懇親会:出席 □懇親会:欠席

中小企業が今こそ知りたい！

企業間連携から経営のヒントを探る

◆参加費 ：1,000円（MyDoyuからクレジット払いまたは後日請求書払い）

社内ベンチャーを活用して起業し、WEBを活用した新たな取り組みを始めた長濱氏・城地氏の
実例紹介と今後の展望から、それぞれの強みを活かした中小企業の企業間連携の業務効率化や、
優れたサービス・商品提供を生み出すヒントを学びます！

□例 会:出席
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参加費 4,000 円(食材代、飲料代等として) 

 
中央北地区会 7 ⽉例会(7/27)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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央北地区会 7月例会のテーマは〝BBQ×経営相談”！ 
 

普段なかなか本音を出せない経営者の皆さん、 

美味しいお肉とお酒を片手に最高のロケーションで BBQを楽しみましょう！ 
 

初めて例会に参加する新会員さんや最近あんまり出てないなあ～というご無沙汰さんも大歓迎！

みんなでわいわい楽しみましょう。皆様のお越しをお待ちしております！ 

中央北地区会 7 ⽉例会 

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！ 

2022 年 7 月 4 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 渋谷昇吾、吉野俊文、田中悟 

℡(011)702-3000 

開催 

日時 18:30 ～ 20:30 7 / 27 (水) 

会場 
吉野邸(白石区) 

参加費 
※お支払方法は請求書(7 月～9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。 

★7 ⽉ 20 ⽇(⽔)までにご回答ください 

※詳細は参加される方に 

  別途ご連絡差し上げます。 
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国際ビジネス研究会７月例会のご案内                        ２０２２．６．23 

主催 一般社団法人 北海道中小企業家同友会 

国際ビジネス研究会 会長 池川 和人 

 

 

世界規模の変化が、日本に地域に私たちの生活に大きな影響を与えています。 

コロナ・パンデミックにロシアのウクライナ侵攻と原料不足と値上り、世界経済の減速も余

儀なくさせています。 

今回は外交、安全保障問題のエキスパート日本経済新聞社 秋田 浩之氏をお招きご講

演いただき、その後 懇親会を開催いたします。 

 

日  時  ７月２７日（水）１８：３０～２１：００ 

【１部 １８：３０～講演会 ２部 １９：３０～懇親会】 

参加費  5,000円 

会  場  ANAホリディ・イン札幌すすきの 

（札幌市中央区南５条西３丁目７番地） 

 

<テーマ＞激変する世界情勢をふまえその背景と問題の核心 

講師 日本経済新聞社 コメンテーター 秋田 浩之 氏 

【プロフィール】 

1992年ボストン大学大学院国際関係論専攻修了。 2006年ハーバード大学 

日米関係プログラム研究員。 日本経済新聞社政治部次長兼編集委員等を経 

て、2009年から編集委員兼 政治部論説委員を務め、米中関係や北朝鮮核 

問題の分析や論評などを行い、2018年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。 

 

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

国際ビジネス研究会 7月例会 （締切：7/22） 

7月例会に   □参加します  □欠席します 

 

 

会社名                     役職              氏名                

 

※7/24以降のキャンセルは参加費を頂戴致します。例会参加費は当日会場で頂戴します。 

 

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