
同友会これからの企画 (2022.8.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

8/2 8:30 無二の会2022一泊移動例会 新潟・長岡 .

8/2 13:30 同友会 経済セミナー
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;『新しい資本主義』と日本経済
講　師;公益財団法人はまなす財団　理事長　濱田　康行 氏

8/3 16:30
経営厚生労働委員会
8月公開学習会

Zoom

テーマ;従業員のこころとからだへの経営者の配慮を考える
　　　イントロダクション編（健康経営の基礎編１）
報告者;NPO法人未来の職場　理事長（医師・産業医）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤川　恵子 氏

8/4 18:00 江別地区会8月納涼会
三美焼鳥
江別店

テーマ;みんなで集まってワイワイ語ろう！

8/4 18:30 中央南地区会8月納涼会
ノルベサ屋上テ
ラス ザ テラス
ビアガーデン

テーマ;味の散歩道

8/5 18:30 中央北地区会納涼会
ジャスマックプ
ラザホテル

テーマ;恒例の納涼例会が、
　　　"学べる"納涼会としてパワーアップ！

8/10 18:30 北地区会8月納涼例会
サッポロ ノル
べサ ビール園

.

8/10 16:00 HoPE8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2回
テーマ(1);デザイン経営をどう始めどう進めるか？
　　　　  －光浦醸造工業の実践－
報告者;光浦醸造工業㈱　代表取締役　光浦　健太郎 氏
テーマ(2);デザイン経営に係わる道内の動き
話題①;HIDERAとまちなかキャンパス
　　　 ～町をあげた産学一致の人材づくり〜
報告者;旭川工業高等専門学校　教授　浜田　良樹 氏
話題②;北海道経済産業局の
　　　　　　　　デザイン経営導入支援事業について
報告者;北海道経済産業局　知的財産室長　溝下　聡 氏

8/17 14:00 親族承継支援セミナー
同友会ホール
ABまたは
Zoom

報告1;私の後継者育成・経営の見える化・伴走支援
報告者;㈱北海道フキ　会長　一関　脩 氏
報告２;親族承継にあたっての税務上の留意点
報告者;ふたば税理士法人
　　 　代表社員・公認会計士　西　俊輔 氏

8/18 12:00 農業経営部会8月移動例会 森町 ・ 函館市
訪問先;㈱みよい　代表取締役　明井　清治 氏
　 　　㈱吉田食品　代表取締役　吉田　貴之 氏

8/19 18:30 豊平・清田地区会8月納涼例会
アサヒビール園
はまなす館

.

8/19 18:30 中央西地区会8月納涼例会
ハワイアングリ
ルアロハアミー
ゴ

テーマ;短い夏の暑いビアガーデン
　　　ジュージューBBQで熱く語り合おう！

8/20 11:15 白石・厚別地区会8月納涼会

ディノスボウル
札幌白石、アサ
ヒビール園 白
石はまなす館

テーマ;家族も参加できる納涼会

裏面もご覧ください
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8/23 18:30 共育委員会学習会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;何度も繰り返される問題、
　　 　指導するのに疲れてしまった経験はありませんか？
　　　 ～「発達障害の基礎」を知ることで、
　　　　　　　　　　　　　あなたの生き方が楽になる～
報告者;オフィスレアリーゼ　代表
　 　　(カサンドラ・ラボ　代表)　神田　裕子 氏

8/24 18:30
中央東＆
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
合同納涼例会

ニュー桂和ビル
すすきのビア
ガーデン

テーマ;千歳・恵庭・北広島・長沼地区会と
　　　 中央東地区会の交流ビアガーデン！
　　 　～他地区の活動から、
　　　　　　　　　　経営に活かせるテーマを学ぼう！～

8/25 18:30 西・手稲地区会8月例会
西区民センター
大会議室

テーマ;18時だョ！全員集合
　　 　新会員さん、お久しぶりの出番です！
　　 　～どんな仕事をしているのか教えて下さい！ ～

8/26 8:30 女性経営者部会8月移動例会
美瑛　喫茶 す
ずらん、藍染結
の杜

テーマ;美瑛までのバス旅で
　 　　女性経営者部会担当分科会の話を事前に聞こう！
報告者;㈲良栄・PLAN　代表取締役　佐々木　良榮 氏

8/26 18:30 南地区会8月例会 北海道ビール園 .

8/26 18:30 後継者ゼミナール起望峰8月例会
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;中小企業の経営者という生き方
報告者;㈱ライナーネットワーク
　　　 取締役会長　安井　清吉 氏

8/30 8:31 中央南地区会親睦ゴルフ大会
真駒内カント
リークラブ 空
沼コース

.

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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 みんなで集まってワイワイ語ろう！ 

江別地区会 8 月納涼会 
2022 年 7 月 14 日 

（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 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

〈出欠回答〉江別地区会 8 月納涼会（8/4） 回答締切 7/29(金) 

 

□出席（□ノンアルコールビール希望）   □欠席 
 

会社名                  役職          氏名              

ＴＥＬ：０１１-７０２-３０００ ＦＡＸ：０１１-７０２-９５７３（事務局 小西） 

江別地区会 8 月例会は会員同士の親睦を深めるために、納涼会を開催いたします。 
江別地区会ではコロナ禍で対面形式の会合が減り、直接会う機会が少なくなっていました。同友会で

は「経営者は孤独である」と言いますが、そんな孤独な経営者を作らないためにも久しぶりに顔を合わ
せて語り合いましょう！  
同じ江別地区会員仲間の SOCブルーイング(株)のNORTH ISLAND BEERとクリーンハウス(株)の

三美焼鳥を堪能しましょう！ 
久しぶりの参加の方も会員でない経営者の方も大歓迎ですので、お誘いあわせの上ご参加ください！ 

日 時：8 月 4 日(木) 18：00～20：00 

会 場：三美焼鳥 江別店（江別市野幌町 57-12） 

参加費：4,000 円（飲食費として） 

回答締切：7 月 29 日(金) 18:00 

※雨天時はテントを張って決行いたします。 

※コロナの状況を鑑みて開催内容を変更する場合がございます。 

※新型コロナウイルス対策として入場前に検温を実施させていただきます。37.5℃以上の方は入場を

お断りさせていただく場合がございます。当日体調に不安のある方は参加をご遠慮ください。 

※7月 29 日以降のキャンセルは、後日参加費全額を請求いたします。 
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2022年 7月 7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 

担当︓阿部、小原、亀田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

8/4（木）18:30～20:30 
 
ノルベサ屋上テラス ザ テラス ビアガーデン 

ハワイアングリル”アロハアミーゴ”（定員 35 名） 

（中央区南 3 条西 5 丁目 1－1 ノルベサ 7F 南テラス） 

5,000 円（飲食代ほか） 

8 月は 2 年ぶりに納涼例会「味の散歩道」を開催します！ 

新入会員の方はもちろん、コロナ禍でここ数年足が遠のいていた方・普段なかなか会合に参加

できない方も、この機会にぜひ交流を深めましょう！皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

・身の回りの未使用の品をお持ちください！（3,000 円以内で） 
景品交換会を行います！ 

 
・味の散歩道は、浴衣での参加が恒例となっています。 

可能な範囲で浴衣やアロハシャツなどのドレスコードをお願い
します！ 

出欠回答・キャンセル締切は7/29（金）18:00です。 
ご回答は FAX またはMyDoyu にてお願いいたします。 

日 時 

会 場 

参加費 

-------------------- 中央南地区会 8月例会（8/4)   回答締切︓7/29 -------------------- 

□出席します    □ 欠席します 
会社名                           役職           氏名                

 

会社名                           役職           氏名                

返信先/北海道同友会事務局 FAX(011)702-9573 TEL(011)702-3000 担当 松本 

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︕ 
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中央北地区会 8 ⽉納涼例会(8/5)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) 

恒例の納涼例会が、‟学べる”納涼例会としてパワーアップ！ 
 
2020 年に代表に就任し経営指針を作成した 
（株）北日本消毒 湊社長より、 
ルールを守ることが面倒と感じる社員がいるなか 
どのように経営指針を浸透させているのか？ 
多くの人がつまずきやすい経営指針の実践を 
日々の業務に落とし込むヒントをご報告いただきます。 
 
その後は冷たいビールで乾杯！一緒に短い夏を満喫しましょう。 
皆様のご参加をお待ちしております。 

＜企業概要＞ 

1982 年創業、資本金 1,000 万円、正社員 12 名。害虫・害獣駆除、鳥獣被害対策、 

ウィルス消毒、HACCP・5S 指導、特殊清掃、廃棄物の収集運搬。 
 
＜報告者プロフィール＞ 

2000 年 4 月大学卒業後アルバイトとして入社。2020 年 7 月代表取締役社長就任、

2021 年 4 月東京農業大学客員研究員に就任。同友会には 2009 年入会。 

報告者：（株）北日本消毒 代表取締役社長 湊 亨 氏 

（しりべし・小樽支部経営指針委員長） 

経営指針の実践はじめました 

  
2022 年 7 ⽉ 25 ⽇ 

(⼀社)北海道中⼩企業家同友会  
中央北地区会 

会⻑ 杉本 英範 
担当︓湊秀樹、⼆俣博信、崔世憲 

TEL︓011-702-3000 

中央北地区会 8 ⽉納涼例会 

【テーマ】 

⼀ 般 社 団 法 ⼈ 北 海 道 中 ⼩ 企 業 家 同 友 会 札 幌 ⽀ 部 

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！ 

★8 ⽉ 1 ⽇(⽉)までにご回答ください 

開催 

日時 8 / 5 (金) 

報   告 18:30 ～ 19:30  
納 涼 会 19:30 ～ 20:30 

会場 
ジャスマックプラザホテル 

5 階ガイア(中央区南 7 条西 3 丁目 425) 
参加費 

5,000 円(会場費、懇親会費等として) 
※締切以降のキャンセルは全額頂戴します。 

ご了承ください。 
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2 0 2 2 年 7 月 1 5 日 

北海道同友会  札幌支部 

北地区会 会長 小野 浩二 

タイムスケジュール 

■日  時  ： 8 月10 日（水） 18：30～20：30 

■会  場  ： サッポロ ノルべサ ビール園 (地下) 
（札幌市中央区南 3条西 5丁目 ノルベサ地下１階  ☎011-215-0420） 
  

 

■参加費  ： 4,950 円（お店の領収書になります）  

※当日、現金でのお支払いになります。 

※8月 3日（水）18時以降のキャンセルは参加費全額を申し受けます。 

 

 

□出席します。    ・    □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 

８/１０ 北地区会８月納涼例会 出欠回答用紙 【締切：8/3（水）】 

※社会情勢の変化

により、開催を見

送る場合がござい

ます。予めご了承

下さい。 

【企業名】                              【役職】                    【氏名】                      

【企業名】                              【役職】                    【氏名】                      

ジンギスカン食べ飲み放題 
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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）

テーマ(1)： 「デザイン経営をどう始めどう進めるか？

－光浦醸造工業の実践－」

報告者：光浦醸造工業(株) 代表取締役 光浦 健太郎 氏

※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

8/10 (水)
開催

日時 16:00 ～ 17:45

産学官連携 HoPE

HoPE 8月例会のご案内HoPE 8月例会のご案内
HoPEでは、昨今関心を集めている「デザイン経営」を取り上げ、そのエッセンスや実践のポイントについてシリーズで学びます。

シリーズ２回目は、業務用のみそ・しょうゆメーカーとして150年以上の歴史を持つ中、レモンティーや何度も使えるストローなど
話題性の高い新商品開発を進めながら、デザインの考え方を活かした経営に取り組んでいる「光浦醸造工業（山口県）」
の光浦社長を迎え、中小企業におけるデザイン経営の導入・実践について学び考えます。
また、デザイン経営に係わる道内の動きとして、旭川高専浜田教授から「北海道イノベーティブデザイン経営研究協議会」

(HIDERA) の取組、北海道経済産業局から「デザイン経営導入支援事業」をご紹介いただきます。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 8/5（金）

HoPE9月例会／9月14日(水) 開催。詳細は改めてご案内いたしますので、今からご予定を！

Zoom ・ 来場

Zoom ・ 来場

光浦氏 プロフィール / 1977年生まれ。東京農業大学で醸造を学び、卒業後すぐに家業を継業。
代々続く味噌づくりを続けながら、乾燥レモン付き紅茶「フロートレモンティー」などの新商品開発も積極的に取り組む。
同社は慶応元年（1865年）創業。味噌・醤油・紅茶及びその他関連加工食品の製造販売。本社・山口県防府市。

テーマ(2)： 「デザイン経営に係わる道内の動き 」

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２回

話題 ① 「HIDERAとまちなかキャンパス」

～町をあげた産学一致の人材づくり～

報告者：旭川工業高等専門学校

教授 浜田 良樹 氏

話題 ② 北海道経済産業局のデザイン経営

導入支援事業について

報告者：北海道経済産業局

知的財産室長 溝下 聡 氏

7



2022年6月13日
一般社団法人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
TEL:011-702-3000

企業名 役職 氏名 .

(一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部

農業経営部会 8月例会のご案内

□出席します

□欠席します

農業経営部会 ８月例会(８/１８～１９) 回答締切日：8/1４

（現地までの移動方法： □ ①JR ・ □ ②自家用車）

企業名 役職 氏名 .

お知り合いの方もぜひお誘いください！

《FAX返信先➡ 011-702-9573》 担当事務局：松本(011-702-3000)

ご連絡欄

★現地までの移動方法をお選びください

※例会期間中はチャーターバスで移動します

【①JRでお越しの方】

8:４３ 札幌駅発 ～ 11：４８ 森駅着 （北斗6号）

【②自家用車でお越しの方】

10:45までに函館駅前バスターミナル集合（バス乗車）

⇒12：00までに①・②ともに森駅前で集合します。

日時： 8月１８日(木) 12:00 ～１９日(金) 14:00

8月例会は、昨年やむなく延期となった道南方面への移動例会を開催いたします！
森町で日本一の糖度を誇るかぼちゃを生産する㈱みよい。農場・工場見学をさせていただいた
後、明井社長から土づくりや食品会社との連携、加工品製造のチャレンジなどについてお話い
ただきます。
また、2日目はみよいのかぼちゃを使ったスイーツの製造販売を行っている吉田食品に訪問し、
工場見学や吉田社長の講演から商品の加工・流通・販売までの流れを学びます。
地域で愛されるみよいブランドかぼちゃの成り立ちや仕掛け、地域発信型の販売戦略などを学
び、自社の生産や経営の参考にしましょう。皆様のご参加お待ちしております！

例会の詳細については裏面(2枚目)をご覧ください。

参加費無料 ※お食事代・宿泊費等は別途実費となります
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（株）みよい 代表取締役 明井 清治 氏
1957年、北海道茅部郡森町生まれ。77年に実家の農園を継ぎ、現在は47ヘクタールでカボチャを作付け
する。有機JAS認証（有機農産物）取得。2007年に株式会社みよいを設立し、有機かぼちゃペーストの製造
販売を行う。30年間の模索の後に出会った有機農法のカギは、「土中の管理」。（マイナビ農業より）

（株）吉田食品 代表取締役 吉田 貴之 氏
1942（昭和17）年に吉田製菓として函館市で創業。以来、事業を拡大させ、2015（平成27）年、函館市西
桔梗町に本社と工場を新設。 「ヨシダのお菓子」のブランドで、まんじゅうやパイなど日配品の和菓子を製造
し、函館周辺や道内各地に卸売している。 (おいしい函館より)

当日のスケジュール ※多少変更になる可能性があります。

会員企業ホテル紹介

・ 函館国際ホテル
函館市大手町５−１０
☎0138-23-5151

・ 東横INN函館駅前朝市
函館市大手町２２−７
☎ 0138-23-1045

・ ホテルテトラ 函館駅前
函館市若松町１９−１１
☎ 0138-22-0121

訪問先 会員プロフィール

宿泊先は各自でお手配ください。
函館駅

日程 日付 時間

8:43

10:45

12:00

13:00

13:15

13:30

15:00

16:00

17:00

18:30

9:00

9:30

9:40

10:15

11:00

11:30

12:00 昼食（男爵ラウンジ）、道の駅見学

13:50 バス移動（道の駅→新函館北斗駅）

14:00

お土産購入（和創菓ひとひら）

バス移動（吉田食品→道の駅なないろ・ななえ）

解散

各自魚まさ五稜郭総本店集合　社長講演・函館支部役員との懇談

8/1８
（木）

1日目

講演会場までバス移動

明井代表による講演

講演終了　バス乗車（市電五稜郭駅周辺・函館駅にて下車）

各自函館市内ホテルにチェックイン（下記参照）

2日目
8/19
（金）

函館駅前集合　出発

㈱吉田食品工場着

工場見学

製造に関わるお話などを伺う。

スケジュール

・JRの方　8:43札幌駅発（北斗6号）→11:48森駅着

・自家用車の方　函館駅集合・チャーターバス乗車

森駅前にて参加者合流　徒歩で昼食会場へ(雅茶一)

バス移動（森駅前→㈱みよい）

㈱みよい着

圃場および工場見学
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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 8月納涼例会 
のご案内 

2022 年 7月 12日  
豊平・清田地区会 会長 富田 訓司 

納涼例会の季節が近づいてまいりました！ 

今回はアサヒビール園で開催します！ジンギスカンを食べて 

夏の暑さを乗り切る英気を養いましょう！ 

お久しぶりの方、初めての方もぜひご参加をお待ちしております！ 

◆と き：8 月19 日（金） 18：30～20：10 

◆ところ：アサヒビール園 はまなす館「雅」 

      （札幌市白石区南郷通 4丁目南 1-1  TEL：011-863-5251） 
 

◆会 費：4,200円（飲食代他・領収書はお店から出ます） 

 

◆締 切：8月 9日（火） 

        ★8/10 以降のキャンセルは、参加費を申し受ける場合がございます 

          

豊平・清田地区会8月納涼例会（8/19）   【締切 8/9（火）】 

□ 出席します      □欠席します 

 

会社名                               役職                氏名                 

 

 問合せ：事務局/渡部 ℡011-702-3000  FAX011-702-9573 

＜タイムスケジュール＞ 

18:00  受付開始 

18:30  会長挨拶及び乾杯 

20:05  締めの挨拶 

20:10  終了 

担当者：馬場暁子、須藤隆、酒井利夫 
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5,000 円(飲食代、景品代として) 

気温も高く、気分高揚するこの頃、みなさま如何お過ごしですか？ 
 
海外に行けなくても、観光客が来なくても 

大変な時期を乗り越える事ができたのは、 

同友会の仲間が心の支えになったいたのではないでしょうか？ 
 
これから本格始動しそうな経済の動き、仲間なくては戦えない。 

今こそ信頼できる仲間で足元を固めよう！ 

 
中⻄地区会 8 ⽉納涼例会(8/19)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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央⻄地区会 8 ⽉納涼例会 

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 19 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 治山孔、徳島秀彦、小原木聖、山下美保子、田中康道、

瀨野和希、長瀬恵里子、天野淳一、吉田潤生 

℡(011)702-3000 

開催 

日時 18:30 ～ 20:30 8 / 19 (金) 

会場 

参加費 

★8 ⽉ 14 ⽇(⽇)までにご回答ください 

※締切日以降のキャンセルは 

キャンセル料がかかる場合がございます。 

ノルベサ THE TERRACE BEER GARDEN 

 (中央区南 3 条西 5 丁目 1-1 ノルベサ 7F 南側テラス) 
Hawaiian grill aloha amigo(ハワイアングリルアロハアミーゴ)  
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
白石・厚別地区会 8 月納涼会 出欠回答 〈回答締切 8/10〉 

□参加します（□ボウリング+懇親会  □懇親会のみ）    □欠席します 
 

会社名                                                                     

 役職                     氏名                                  （会員本人・社員） 

 役職                     氏名                                  （会員本人・社員） 

【以下ご家族】（該当箇所に〇を付けてください。） 

氏名                                               （大人・中高生・小学生・小学生未満） 

氏名                                               （大人・中高生・小学生・小学生未満） 

氏名                                               （大人・中高生・小学生・小学生未満） 

ゲスト会社名                        役職                氏名                   

※お問合わせ：同友会事務局(担当：小西) TEL：011-702-3000 、 FAX：011-702-9573 

2022 年 7 月 22 日 
一般社団法人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 
C グループリーダー 中田 貴司 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白石・厚別地区会 8 月納涼例会 

家族も参加できる納涼会 

久しぶりの地区会納涼会を開催します。ボウリングで汗を流し冷たいビールとジンギスカンで夏を乗り切

りましょう！ご家族、社員の方も参加できますので、ぜひご一緒にご参加ください！会員の皆様におかれ

ましては、お子様向けの景品（1000 円程度）ご持参いただけますようよろしくお願いします！ 

日 時：8/20(土) 11:15～14:30（懇親会から参加の方は 13:00～） 

会 場：①ディノスボウル札幌白石（白石区南郷通 1 丁目北 8-1） 
②アサヒビールはまなす館（白石区南郷通 4 丁目南 1-1） 

参加費：  

 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染状況により、例会内容を変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。 

※当日は体温測定やマスク着用、距離を取った飲食を徹底いたします。体調に不安のある方は参加をご遠慮ください。 

※8/15(月)以降のキャンセルは全額申し受ける場合がございますので、お早めにお願いいたします。 

〈ボウリング+懇親会〉 

大人：5,800 円 

中高生：4,400 円 

小学生：3,200 円 

小学生未満：1,170 円 

〈懇親会のみ〉 

大人：4,800 円 

中高生：4,040 円 

小学生：2,290 円 

小学生未満：無料 

定員 70 名 
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札幌支部共育委員会 学習会のご案内 
 2022 年 7 月 15 日 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 
 共育委員会 委員長 村野 篤 

 

あなたのまわりで、「生きづらさ」を抱えている人がいたら、発達障害を抱えた方かもしれません。 

発達障害は、「得意」「不得意」の差が大きいのが特徴で、周囲の人や社会生活に困難が発生しやすいと言われて

います。ただ、外見からは分かりにくく、その症状や困りごとは十人十色。対応に悩みをお持ちの方も多いので

はないでしょうか。 

さらに、本人に加えてパートナー（仲間）への影響も、大きいことがわかってきています。 

障害と性格の違いはどういった判断からなされるのでしょうか？どのような対応が必要なのでしょうか？ 

スタッフや皆さんの生き方を楽にする方法を学べるセミナーです。 

同友会ホールＡＢ 又は Zoom 
(札幌市東区北 6東 4 デ・アウネさっぽろビル 13階) 

会社名                          お役職               お名前                      

□出席します（□会場 □Zoom）  □欠席します 

◆Zoomでお申込みの方へ、8/22以降メールで ZoomIDをお知らせいたします 

FAX 011-702-9573 または My Doyu にてご回答ください。  事務局 渡部 

3,000 円 お申込期日：8 月 19 日(金) 

 

8/23(火)18:30～20:30 開催 

 

会場 

会費 

＜プロフィール＞  

心理カウンセラー。札幌市出身。立教大学大学院卒 犯罪加害者研究修士取得。 

20代後半から学校・企業で心理学の講義や研修を担当後に独立。発達障害とカサン

ドラ症候群を中心に、カウンセリング歴 30年。2014年 オフィスレアリーゼ設立、

2021年 カサンドラ・ラボ設立。 

年間 300回の講演実績があり、現在は全国ネットワークとオンラインで発達障害

のご家族支援を行なっている。著書『最高の考え方』他、2022年秋に発達障害に関

する書籍を出版予定。 

＜タイムスケジュール＞ 

18:15 会場受付 

18:30 開会・主催者挨拶 

18:35 神田氏講演 

20:05 質疑応答 

20:25 閉会挨拶 

20:30 閉会 

札幌支部共育委員会 学習会 出欠回答（8/23）  回答期日 8/19 

 

【報告者】 オフィスレアリーゼ 代表（カサンドラ・ラボ 代表）  神田 裕子 氏 

                     

何度も繰り返される問題、 

指導するのに疲れてしまった経験はありませんか？ 

～「発達障害の基礎」を知ることで、あなたの生き方が楽になる～ 

▶1 社で複数名ご出席される場合は、お 2 人目以降は参加費無料といたします。 

※ただし人数が多い場合は、会場と Zoom に分かれてのご参加をお願いする場合がございます。 

▶請求書（7～9 月ご参加分を 10 月に一括でご請求）にてお振込をお願いいたします。 

なお、当日会場にて現金の取扱いはいたしません。あらかじめご承知ください。 
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会社名：             役職         氏名                

ゲスト会社名：          役職         氏名               

 

 

2022 年 7 月 25 日 

（一社）北海道中小企業家同友会 

中央東地区会 会長 石井 賢治 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会  

会長 本村 信人 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

中央東＆千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 合同 

8 月は、中央東地区会では 3 年振りの納涼例会を、千歳・恵庭・北広島・長沼地区会と合同で

開催いたします。この機会に、地区会内外の会員と交流を深めてまいりましょう！ 

皆さまのご参加をお待ち申し上げます！ 

＜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 

スケジュール 

18:15～ 受付開始 

18:30  開会 

20:30  閉会 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会と 

中央東地区会の交流ビアガーデン！ 

～他地区の活動から、経営に活かせるテーマを学ぼう！～ 

会場：ニュー桂和ビルすすきのビアガーデン 

(札幌市中央区南５条西６丁目ニュー桂和ビル屋上) 

会費：5,000 円（領収証は会場から発行） 

※8/19(金)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 

 

参加申込書 ８/24 中央東＆千歳・恵庭・北広島・長沼地区会合同８月例会 〔締切８/18(木)〕  

□出席  ・   □欠席 

 

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

FAX 返信先:011-702-9573 

※新型コロナウイルスの感染状況により、開催を見合わせる場合がございます。
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西・手稲地区会には181名もの会員がいらっしゃいます。

8月の地区会例会は、「18時だョ！全員集合」と題して、新会員さんやお久しぶ
りの会員さんの会社紹介・自己紹介をしてもらい、親睦を深めます！

新旧会員が集い新入会員・お久しぶりの会員の皆様を心から歓迎いたします！
ここ最近例会から足が遠のいている方々もこの機会にぜひご参加ください。 当
日は西・手稲地区会のベテラン会員さんから同友会組織や各種活動について教
えてもらいましょう！同友会って色々な取り組みをしているんです。少しでも気
になることがあれば遠慮なくお気軽に質問してくださいね。

西・手稲地区会 8月例会のご案内

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部

全員集合＼18時だョ！／

2 0 2 2 . 8 . 2 5 ( T h u . )

2022年7月22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

＜プログラム内容＞

新入会員発表 自社紹介・自社PRや質疑応答

参加会員報告 自社紹介・同友会での体験談紹介

例会会場：西区民センター大会議室（西区琴似2条7丁目1-1）

懇親会会場：居酒屋琴似のきんぎょ（西区琴似1条3丁目3-22）

8/25 西・手稲地区例会/懇親会出欠回答用紙 （締切：8/22 12時）

8月例会に □ 参加します □ 欠席します

懇親会に □ 参加します □ 欠席します

会社名 役職 氏名 .

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

〔第１部:例会〕18：30～20：15

例会参加費： 500円

〔第2部:懇親会〕20：30～22：00

懇親会参加費： 4,000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。8/22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。）

新会員さん、お久しぶりの会員さん出番です！
～どんな仕事をしているのか教えて下さい！～

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈プロフィール〉 

設立：2003 年、資本金：300 万円、従業員数：3 名、年商：2,000 万円、業種：衣装

デザイン及び製造販売、商品企画・開発デザイン、テキスタイルデザイン及び製

造販売。2004年同友会入会、あさひかわ支部 女性部会野花の会 顧問 

と き／ 8 月２6 日（金）   
参加費／3,500 円（昼食代、バス代、事務経費ほか） 
担 当／廣澤、中野、若林 
※お支払方法はクレジット決済（MyDoyuより）または 

後日請求となります。 

※８/23 正午以降のキャンセルは参加費を申し受けます。 

2022 年 7 月 12 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 

 

＜報告者＞ 

（有）良栄・PLAN 

代表取締役 佐々木 良榮 氏 

(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

女性経営者部会 8 月移動例会のご案内 

１０月に開催される道研発表前の講話を聞いて、皆さんで意見交

換をし、内容をグレードアップしたいと思います。美瑛の街づくりの話です

ので、実際に街をみてもらいながら聞いてほしいと思います。当日はあさ

ひかわ支部の女性部会野花の会とも交流します。 

美瑛を最後の地に選んだ理由は？事業継承者がいないという問題

の解決は？自分の生き方が変われば、商売の在り方が変わる。現在

進行形の新規事業から自社のヒントに商いの原点を共に考えよう。 

美瑛までのバス旅で女性経営者部会担当分科会の話を事前に聞こう！ 

 
8/26 札幌支部女性経営者部会 8 月移動例会   

 
□ 出席します         □ 欠席します 

 
 

会社名                          役職                     氏名                   

 

 返信先：FAX 011-702-9573(担当：長谷部) 

締切:8/17（水） 

<タイムスケジュール> 

8：30 札幌駅北口発 

11：30 美瑛 喫茶「すずらん」着：ランチ 

12：50 美瑛 藍染結の杜 着 

13：00 例会 

14：15 グループ意見集約 

14：45 グループ発表 

15：00 結の杜見学 

15：30 帰路出発 

18：30 札幌駅北口着 

すずらん：19 61 年 、美 瑛 町 に初 め て出 来 た喫 茶 店  

藍染結の杜： 藍染のテーマパーク 7 月 7 日オープン！！ 
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2022 年 7 月 26 日 札幌支部後継者ゼミナール起望峰 代表 山美 太生 

1984年、フリーペーパー事業に異業種参入してしまった父（北海道同友会のチャーターメンバー）安井一雄氏

と共に、清吉氏の経営への戦いが始まりました。最初の２年間はなりふり構わず泥水戦を生き抜くことから始まり、

その後は学びの10年間、成長の20年間、そして成熟停滞期の5年間を経て、2019年にはM&Aで札幌の同業他社

の経営を引き受けました。 

「承継するべきは仕事よりも『経営者という生き方』であり、承継とは『見守り、励まし続ける』エンドレスなもの」と

安井氏は語ります。安井氏の考える経営者としての生き方とは？その他にも、中小企業事業承継特例制度の活

用事例をはじめ、36年を経た自社株や、昨年４月に代表取締役社長へ就任されたご子息への事業承継について

も伺います。皆さまのご参加をお待ちしています！！ 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 

「後継者ゼミナール起望峰」８月例会 ご案内 
 

テーマ     中小企業の経営者という生き方 

報告者 （株）ライナーネットワーク 

取締役会長 安井 清吉 氏 

 

≪報告者プロフィール≫ 

北海道同友会 副代表理事・共育委員長 

1980 年代から同友会に参加し、道北あさひかわ支部幹事長、副支部

長、北海道同友会理事、政策委員長を歴任。経営者が本気で学び、

使命感を持ち、社員と共に会社をより良くしていく同友会型企業づくりに取

り組む。 

◆日  時 ： ８月26 日（金) １８：３０～２０：３０ 

◆会  場 ： デ・アウネさっぽろビル 13階ホール A または Zoom 

◆参加費 ： 無料  

----------------- 後継者ゼミナール起望峰 8 月例会（8/26)   （回答締切：8/24）---------------- 

□出席します（□会場 □Zoom） □ 欠席します 

 

会社名                   役職         氏名            

         返信先/北海道同友会事務局 FAX（011）702-9573 担当 渡部 
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