
同友会これからの企画 (2022.9.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

9/4 10:00
江別地区会９月例会
WEえべつ

アースドリーム
角山農場

テーマ;江別の同友会企業の魅力をPR‼

9/7 8:17 西・手稲地区会 秋の親睦ゴルフ大会
真駒内カント
リークラブ

.

9/7 16:30 経営厚生労働委員会9月学習会 Zoom

テーマ;もし家族が認知症と診断されたら
報告者;㈲札幌すこやか介護サービス
　　　　　　　グループホームすこやか
　　　　　　　　　管理者・認知症指導者　青柳　明美 氏
　　 　㈲札幌すこやか介護サービス
　　　　　　　居宅介護支援事業所 すこやか介護サービス
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者　藤田　和也 氏

9/7 18:30 農業経営部会9月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;やらなきゃ損、納屋の整理整頓！
　　　映える農家になろう！
報告者;コレモッタ㈱　代表取締役　廣澤　克美 氏
報告者;イズコーディネートオフィス
　　　　　　　　　　　　代表　鈴木　いずみ 氏

9/7 18:30 国際ビジネス研究会9月例会 ロイトン札幌
テーマ;韓国新政府の外交基調および韓日関係
講　師;駐札幌大韓民国総領事館　総領事　裵　炳洙 氏

9/8 18:30 全道グループ討論研修会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;学びを深めるグループ討論を目指して
　　　～同友会らしいグループ討論を学んで実践しよう～
報告者;㈱ティーピーパック　代表取締役　池川　和人 氏

9/9 18:30 南地区会＆中央南地区会合同9月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;激動の中を全道の仲間と共に学べる「道研」とは？
報告者;㈱ワコーバイオケミカル
　　　　　　　　　　　　代表取締役　佐々木　和秀 氏

9/10 7:10
豊平・清田地区会ゴルフ同好会
ゴルフ交流会

スウェーデンヒ
ルズゴルフ倶楽
部

.

9/11 10:30
中央東地区会9月例会
パークゴルフ交流会

吉田農場　札幌
パークゴルフ石
山

.

9/12 16:40 2022年度役員研修会 第1講 Zoom
テーマ;同友会運動の歴史と理念に学ぶ
講　師;中小企業家同友会全国協議会　顧問　国吉　昌晴 氏

9/13 18:30 中央西地区会9月例会 豊水会館

テーマ;誰もが活躍できる職場環境を目指して
　　　～女性が活躍できる職場は、男性も活躍できる職場～
報告者;㈱井上技研　専務取締役　犬嶋　ユカリ 氏
　　 　㈱井上技研　工事部推進課主任　石村　美貴 氏

9/14 18:00
組織・企画委員会
Guide to the Doyu

同友会事務所
ホールABまた
はZoom

報告者;㈲ホクレア 行政書士佐々木ひとみ事務所
　　　　　　　　　　代表取締役　佐々木　ひとみ 氏

9/14 16:00 HoPE9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3回
テーマ①;東京と旭川・美瑛町の関係人口・交流人口づくり
　　　　～人と自然を藍で結ぶ、
　　　　　　　　　SDG ｓ体験価値の向上を目指して～
報告者;㈱水野染工場　代表取締役　水野　弘敏 氏
テーマ②;もったいないの気持ちに向き合う
　　　　　　　  　　　　　　廃校を活用した新規事業
　　　　～リユース(ゴミにしないで)
　　　　　　　リユース(再利用)・リデザイン(新しい価値)～
報告者;デザイントーク㈲　代表取締役　大谷　薫 氏

裏面もご覧ください
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9/16 17:30 無二の会9月全体例会
グランド居酒屋
富士または
Zoom

テーマ;事業承継から10年
報告者;職人工房㈱　代表取締役
　　　㈱北海道フキ　会長　一関　脩 氏

9/16 18:30 北地区会9月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;正しい労使関係のつくり方
　　　実録 労働漫談家が語るココだけの話
報告者;NPO北海道勤労者安全衛生センター
　　　　　　　　事務局長　齊藤　勉 氏

9/20 16:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
9月例会

余湖農園
テーマ;開拓者の系譜～戦争の時代を生きて～
報告者;余湖農園　代表取締役　余湖　智 氏

9/20 18:30 豊平・清田地区会9月例会
札幌市民交流プ
ラザまたは
Zoom

テーマ;救われた、と思うとき、人は誰かと話している
　　　～チャイルドラインほっかいどう
　　　　「子ども専用電話」の活動から子どもたちに
　　　　　　　　今、何が起きているのかを知ろう～
報告者;認定NPO法人チャイルドラインほっかいどう
　　　　　　　　　　　　　　顧問　児玉　芳明 氏

9/21 8:20
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
秋の交流ゴルフ大会

隨縁カントリー
クラブ

.

9/22 18:30 中央北地区会9月例会
酒とそば
まるき

テーマ;三代続く地元密着企業！
　　　やまもく山口社長のリブランディング戦略と
　　　　　　　　　　　　　　ランチェスター経営
報告者;㈱やまもく　代表取締役　山口　雄大 氏

9/22 18:30 後継者ゼミナール起望峰9月例会
同友会ホールA
またはZoom

.

9/24 11:00 女性経営者部会9月例会 パークホテル
テーマ;今こそ！「論語」を学ぼう
講　師;孔　佩群 氏（こうはいぐん）

9/27 18:00 白石・厚別地区会9月例会 おたる別亭

テーマ;白石・厚別地区会をもっと知ろう！楽しもう！
　　　～事務局・次星会・情報セキュリティ勉強会の紹介～
報告1;同友会事務局
　　　(一社)北海道中小企業家同友会
　　　　　　　　　　　　　事務局員　小西　貫太 氏
報告2;人財養成塾「次星会」
　　　㈱三桜アサヅマ　取締役副社長　福澤　康弘 氏
報告3;情報セキュリティ勉強会
　　　合同会社オークニック　代表社員　笹川　伸之 氏

9/27 13:30
全道共育委員会
中堅幹部社員セミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;幹部社員は自分の言葉で会社のビジョンを熱く語れ
報告者;㈱リペアサービス　専務取締役　岩泉　賢治 氏

9/29 13:10 東地区会9月例会
札幌大谷大学 大
講堂

テーマ;札幌大谷大学×札幌の中小企業
　　　地域で「はたらく」喜びを知る×
　　　次世代が「はたらきたい」会社になる

9/29 18:30
経営厚生労働委員会＆西・手稲地区会
インボイス制度セミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;企業も個人事業主も対応が必要な
　　　インボイス制度の開始。準備は進んでいますか？
報告者;㈱レストレイション　代表取締役　目黒　久美子 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　℡011-702-30002



一般社団法人 北海道中小企業家同友会札幌支部 江別地区会 

 
 
 

トンデンファームコラボ 

９月例会ミニWE江別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これまで当地区会では、コロナ禍で2年間WEえべつ祭り（江別の同友会企業の魅力をPRする目的）の開催を

見送っておりましたが、この度会員企業の(株)トンデンファームさんより、9月4日（日）開催の感謝祭にて

同友会コラボPRブース設置の申し出を頂きました。短期間での準備となりますが江別地区会会員企業の出店

を募り、この2年間出来なかった対面、対外でのイベントを実施し、Withコロナ時代への知見を高めることを

目的に皆様のご理解を頂きながら進めてまいりたいと思います。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 
 

私たちの会社がある江別の企業を市民の方にＰＲするためのお祭りです。過去には 31 社が参加し、約 
15,000 名が来場しました。物販はもちろんのこと、企業展示、子供向け縁日、普段は市民の方が目にするこ
とのない機械に触れてもらう等…アイディア次第自社の特徴を活かした様々な企画でもＯＫです。 

 

※ご不明な点は、事務局（電話 011-702-3000）までお問い合わせください。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

２０２２「ＷＥえべつ祭」 ※必要事項をご記入の上ご返信下さいませ 

 

□出展します（□1 コマ・□2 コマ） □検討中 □出展しません 
   
 
 

  

 

出展内容 

 

8月 19 日(金)までに同友会事務局へご返信下さい。 
 

※当日地区会員一覧をチラシで来場者の方に配布致します（企業名・住所・電話番号・事業内容）。
チラシへの掲載不可の場合は、お手数ですが事務局までご一報くださいませ。 

 

◆開 催 日 ９月４日（日）  

◆開催時間 ：１０時００分～１６時００分 
 

◆開催場所 ：アースドリーム角山農場（江別市角山584-1） 
 

◆出展要綱  ：ブース代：１コマ ５,０００円（税込） サイズ：間口 3.6m×奥行 3.6m 

机会議テーブル２脚、イスは現地にあり。火気厳禁。 

電気は1000w以上使用する場合発電機持参の事。小容量の場合は各自延長ケ

ーブル持参 

返信先 FAX０１１－７０２－９５７３ 

出展のご回答 

ＷＥえべつとは？ 

2022年8月吉日 

一般社団法人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 

担当幹事 高田敬太郎 

会社名                            役職                    氏名                               
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2022年7月2５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

9/7 西・手稲地区会親睦ゴルフ大会 出欠回答用紙 （締切：8/31）

□ 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

秋の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・手稲地区会では秋の親睦ゴルフ大会を企画いたしました。

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：中川副会長

■日 時： 9月7日（水） 8:17スタート予定

※開始30分までにご集合ください。

■料 金：キャディー付きカート 10,9００円

■場 所： 真駒内カントリークラブ
（札幌市南区常盤２００） ☎011-591-8422

■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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（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 

農業経営部会９月例会のご案内  

2022 年 8 月 23 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 
 

「やらなきゃ損、納屋の整理整頓！ 
              映える農家になろう！」 

   

つい忙しさにかまけて、道具や資料などを置きっぱなし、使いっぱなしにしてしまい、「これがない」「あれはどこ
行った」と時間をとられることはありませんか。特に農業には必要な道具が多く、また時期とともに変化するうえ、
多くの人が関わるので、整理整頓は重要課題です。そこで今月は、整理整頓や環境整備の専門家である廣
澤代表、鈴木代表をお招きして、農経メンバーの葛西さんの農場と納屋を事例に「インスタ映えする農場・納
屋」について考えてまいります。ぜひご参加ください︕ 

【タイムスケジュール】 
 
18:30 開会・部会長挨拶   
18:40 廣澤氏の報告 
19:20 鈴木氏の報告 
20:00 質疑応答 
20:20 連絡事項 
20:30 閉会  

日時：9 月 7 日(水) 
     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 

 
 

※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。 

 農業経営部会９月例会（９/７） 締切（９/１(木) 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（中上）まで TEL：011-702-3000 ▼FAX：011-702-9573 

【報告者】  コレモッタ（株） 代表取締役 廣澤 克美 氏 

業務内容／5S・思考整理他社員研修（web対応）、業務改善コンサル、モデルハウス収納コーディネート等 

【報告者】  イズコーディネートオフィス 代表 鈴木 いずみ 氏 

業務内容／社員満足度を上げて生産性をアップするオフィスの素敵な空間と環境 
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国際ビジネス研究会9月例会のご案内                        ２０２２．8．9 

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 

 

韓国新政府の外交基調および韓日関係 

 

講師 駐札幌大韓民国総領事館 総領事 裵炳洙 氏 

【講師プロフィール】 

1989年 高麗大学 政治外交学科卒業。 1994年 外務部入部。 

2000年 駐アトランタ（アメリカ）領事、2003年 駐ボン（ドイツ）1等書記官、 

2008年 駐国際連合 1等書記官、2011年 公共外交政策課長、 

2019年に儀典局長を経て、2020年から駐札幌総領事 

 

日本と韓国は歴史的な交流が長く地理的にも近い隣国であり、最近では人的、文化的

交流がますます活発になってきています。近年ではコロナ・パンデミックやロシアのウクラ

イナ侵攻と世界情勢が刻々と変化し、両国関係のあり方、また国際情勢にどのように関わ

っていくかがあらためて問われています。 

今回の例会では駐札幌大韓民国総領事館 総領事 裵炳洙氏をお招きしご講演いただ

き、その後、懇親会を開催いたします。 

 

日  時  9月７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  ロイトン札幌（札幌市中央区北 1条西 11丁目） 

 

国際ビジネス研究会 9月例会 出欠表 （締切：9/1） 

9月例会に  □参加します  □欠席します 

会社名                     役職              氏名                

 

※9/6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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激動の中を全道の仲間と共に学べる「道研」とは︖ 

南地区会と中央南地区会は合同で９月例会を企画しました。全道経営者”共育”研究集会（道研）

が今年は 10/7～8 に札幌で開催されます。全道最大の「学びの場」と呼ばれ、各支部から会員が一堂

に会し「つながり」を深める機会です。 

今回は、実行委員長を務める（株）ワコーバイオケミカルの佐々木和秀社長（札幌支部幹事長）をお

招きして、道研についてお話いただきます。この機会に地区会同士の交流を図り、新しいつながりをつ

くりませんか。未だ同友会に加入していない経営者の方の参加も大歓迎です。 

2022 年 7 月 29 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 
中央南地区会会長 江野 英嗣   

TEL 011-702-3000 FAX 011-702-9573 

南地区会＆中央南地区会
合同９月例会のご案内 

＜テーマ＞ 

＜報告者＞ 

（株）ワコーバイオケミカル 
代表取締役 佐々木 和秀 氏 

（札幌支部幹事長・道研実行委員長） 
＜プロフィール＞ 

1991 年に酪農機器用洗浄剤並びに殺菌剤の製造販売会社として設立。佐々木氏
は 2012 年に二代目として代表取締役社長に就任、17 年から代表取締役。 
同友会へは先代が 04 年に入会。12 年に会員を引き継いだ後、17 年から北地区

会会長を３年間務め、20 年から札幌支部の幹事長に就任。 

と き︓9 月 9 日（金）18：30～20：00 

ところ︓ﾃﾞ･ｱｳﾈﾋﾞﾙ 13F ホール A･B＆Zoom 

（東区北 6東 4-1-7 011-702-3000） 

参加費︓1,000 円（会場費として） 
※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、まとめて請求書
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。予めご承知おきください。 
※新型コロナ感染状況によっては開催方式を変更す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 佐々木氏報告（40分） 
19:15 グループ討論（30分） 
テーマ：あなたの経営者人生における 
    最大の学びとは 
19:45 グループ発表 
19:55 札幌道研 PR（三澤支部副幹事長） 
20:00 閉会 
20:30頃 懇親会 

会 場／鳥太郎さっぽろ店（札幌駅東口） 
 （北区北７西１NCOビル B１F） 

参加費／5,000円（お店へのお支払い） 
※コロナ感染次第で懇親会は中止になる場合があります。 

南地区会＆中央南地区会合同 9月例会（9/9） 出欠回答用紙<9/5締切> 

□例会に出席します（□会場 □Zoom）    □欠席します 
□懇親会に出席します 

企業名                           役職              氏名                  

企業名                           役職              氏名                  
 

＜ゲスト欄＞お知り合いの経営者の方をぜひお誘いください!! 

℡ 011-702-3000 担当事務局︓中村 FAX 011-702-9573 

 7



 中央東地区会 9月例会～パークゴルフ交流会のご案内 

9 月例会は、同友会会員の吉田農場（南地区会幹事）さんが運営する会場にて、

パークゴルフ交流会を開催いたします！屋外で体を動かし、焼肉（ジンギスカン・豚肉）

食べ飲み放題で残暑を乗り切る英気を養い、会員同士の親睦を深めませんか？ 

2022 年 8 月 17 日  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 会長 石井 賢治 

 

日 時：9 月11 日 (日) 10:30～14:30 

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：4,400 円(プレー代、クラブ代、昼食代) 

▶当日現金でお支払いください（領収証は会場から発行） 

▶会費のほか景品代実費（1,000円前後）を申受けます。 

締 切：9月 2日(金) 

  ▶9/9以降のキャンセルは参加費を申し受けます。 

【連絡事項】 

・雨天時は屋根付き会場でお食事のみ（参加費 4,100円） 
9/9（金）に、お申込みの方へ開催形態の最終連絡をします。 

・無料送迎バス（要・事前申し込み） 発着場所： 
中央区大通西 1丁目（テレビ塔北側・カナモトホール側の車線） 

・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 
あります。 

【タイムスケジュール】 
 

9：15   大通西 1 丁目に集合 

9：30   送迎バス発、移動 

10：00   会場へ直行の方 集合時間 

10：15 頃 送迎バス会場着 

10：30   プレー開始（27 ホール） 

12：15 頃 昼食（食べ飲み放題）・表彰式 

14：30 頃 閉会、解散（送迎バス出発） 

15：30   送迎バス 大通西 1 着、解散 

自家用車でお越しの場合の集合時間は 10 時です 

中央東地区会 9月例会（9/11） 出欠回答 【締切：9/2】 

□ 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               

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

ご協賛いただける方はこちらにもお名前をご記入ください →                             あ 

 

景品のご協賛をいただける方は、事前に

事務局または担当幹事（廣川）へご連絡

のうえ、当日ご持参をお願いいたします 
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新型コロナウイルスの感染拡大状況をみて 

可否を判断いたします。 

希望される方は「懇親会の参加を希望します」に 

☑を入れてお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが活躍できる 
職場環境を目指して 

～女性が活躍できる職場は、男性も活躍できる職場～ 

井上技研///1985 年創業。特定建設業・一級建築士事務所登録。2006 年から「チーム井上技研」を提唱し女性の新卒採用に取り
組む。2017 年自社の取組みを題材にした論文が中小企業庁長官賞を受賞。今年 8 月「女性技術者育成功労賞」を受賞。 

会社組織が活性化していくためには 
そこで働く社員が活躍し成⻑出来る職場環境づくりが必要不可⽋です。 
 

多様性の尊重、中でも男性や⼥性を問わずに、 
社員の皆さんが活躍していくための職場作りへの取組みを学びます。 

 
中央⻄地区会 9 ⽉例会(9/13)出⽋回答  

□出席します    □⽋席します 

□懇親会の参加を希望します   
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) 

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！ 

懇親会 

について 
参加費 

1,000 円(会場代等として) 

開催 

日時 9 / 13(火) 

18:30 ～ 20:30 

2022 年 8 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 福田直之、小田晃広、鈴木暁彦、金城錦花 
℡(011)702-3000 中央西地区会 9 月例会 

 

【報告者】 株式会社井上技研 専務取締役 犬嶋 ユカリ 氏 

工事部推進課主任 石村 美貴 氏(新卒入社 5 年目) 

※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。 

会場 
豊⽔会館 2 階和室 
(中央区南 8 条西 2 丁目 5-2) 
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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 7月 28日 
北地区会会長 小野浩二 

 

 

自社において社員の方々と良い関係を築けていますか？ 

企業の発展には円滑な労使関係が必要不可欠です。 

“あの会社”の労使紛争の実例から学びます。                                                                                                

■日  時 ： ９月 16 日 （金）  18：30～20：30 

 

（ ■ ） 

 

北地区会９月例会  

■会  場 ： 同友会ホール 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） 

 

  ９／１６  北地区会９月例会 出欠回答用紙 【締切：９/１３（火）】 

□出席します。（□会場参加  ・  □Zoom参加）  □欠席します。 

 

【報告者】 NPO北海道勤労者安全衛生センター     

事務局長   齊藤  勉  氏 

 ( 

 

 

≪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 

【企業名】                                       【役職】                         【氏名】                      

お知り合いの経営者の方 とぜひご参加ください！ 

※クレジットカード決済 または 後日請求 

【企業名】                                        【役職】                         【氏名】                      

■参加費 ： 1,000円 

（ ■ ） 

 

 

「正しい労使関係のつくり方」  
 

※MyDoyuではクレジットカード支払いが可能です。 

カード払い以外の方は３カ月に１度、まと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、予めご了承ください。 

※社会情勢によってオンラインに変更になる場合があります。 

 

【プロフィール】 

札幌生まれ札幌育ち。札幌東高校・北海学園大学経済学部卒。 

学生時代は落語研究会と交通遺児を励ます会のボランティア活動に没頭。 

就活時の役員面接で落語を披露し社内初の一芸で入社。 

自称 “世界一明るい労働漫談家” 

北海道勤労者安全衛生センター 事務局長 

北海道ライフサポートセンター 暮らしなんでも相談室長  

職場の権利教育ネットワーク 常務理事 

RADIOワンダーストレージ FMドラマシティ パーソナリティ 

 

 

労働漫談家が語る  

ココだけの話  

【タイムスケジュール】 

18：30  開会 開会挨拶 

18：35  講演 

19：35  休憩 

１９：４5  グループ討論 

20：30  閉会 
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千恵広長地区会9月例会出欠回答
□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 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会9月例会

会場 余湖農園 (恵庭市穂栄323)

9/20 (Thu.)
開催
日時

１,０００円

開拓者の系譜～戦争の時代を生きて～
2022年8月10日

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 地区会長 本村信人

16:30 ～ 19:00

回答締切日 9月13日 18時

ロシア・ウクライナ戦争により、私たちの生活にも様々な面で多大な影響が出てきています。
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会９月例会は、戦争について学ぶことで未来について考え、どのよ
うに行動するかを考えるうえで一助となる例会を開催いたします。
今後食糧危機など我々の生活に重大な影響が起きることが予想されるますが、戦争経験談から
学ぶことで、これから起き得る問題を乗り切る知識を学びます。

【余湖氏プロフィール】
昭和４７年に（有）余湖農園を設立。
現在55haの圃場で調理・加工用トマト3haのほか、約７０品目の
特別栽培野菜を精算。
加工場・直売所・バーベキューハウスを建設し、６次産業化を推進。
戦争を語る会も発足させた。

余湖農園 代表取締役

余湖 智氏

〇例会参加費

【余湖氏より】

両親は、開拓者として佐渡島から恵庭に入植しました。親は悲惨な歴史を持っています。満州に開拓者として
渡りましたが、1945年にソ連軍が攻めてきて、佐渡に帰ってきました。故郷は先祖伝来の農家でしたが、満
洲に行く際に次男に権利をゆずったために居場所がなく、第２の開拓民として恵庭に来ました。

□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

※本例会は例会参加費はクレ
ジットカードでの支払いが可能
です。MyDoyuからお申し込
みください。

※例会参加費1,000円はクレジット払いまたは請求書での支払いになります。

※例会申し込み後の当日キャンセルは参加費を頂戴いたします。

※17：30からは余湖農園内で懇親会を開催します。懇親会参加費は当日会場で現金のお支払です。

※懇親会参加費:焼肉食べ放題2,500円/アルコール飲み放題:1500円/ソフトドリンクのみ飲み放題:1000円
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◆日 時：9/2０（火）18:30～20:20
◆会 場：札幌市民交流プラザ２階

SCARTSスタジオ、またはZoom
（札幌市中央区北1条西1 札幌市民交流プラザ2Fエスカレータ横）

◆参加費：1,000円（会場代・事務経費として）

▶お支払方法 クレジットカード決済、または請求書（7～9月参加分を10月に
請求）にてお願いいたします。クレジット決済は「Mydoyu」から
オンラインにてお申込みください。

▶9/16（金）以降のキャンセルは、参加費を申受けます。

2022年8月18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

企業経営の方向づけを的確に行うためには、経営者自身が世の中の動きを捉えるアンテナを張り、関心を持って世の中を見ることが
欠かせません。日本では不登校の子どもが年々増加。いじめや虐待の報道も後を絶たず、子どもの自己肯定感は先進国の中で最低
水準にあります。20年間この問題に取り組んでいるチャイルドラインほっかいどうの児玉氏から、なぜ日本ではこのように子どもが生きづら
いのか、また地域の未来を担う子どもたちを支援するために、私たちは何をするべきかを学び、考える例会を開催いたします。

豊平・清田地区会９月例会（9/20) 【申込期日：9/15（木）】

□出席（□会場参加 □Zoom参加） ・ □欠席

会社名 役職 氏名

「救われた、と思うとき、人は誰かと話している」
～チャイルドラインほっかいどう 「子ども専用電話」 の活動から

子どもたちに今、何が起きているのかを知ろう～

報告者：認定NPO法人チャイルドラインほっかいどう

顧問 児玉芳明 氏
横浜市出身。中央大学法学部卒。
道新スポーツ 元社長。 北海道コンサドーレ札幌 元社長
認定NPO法人チャイルドラインほっかいどう 顧問

【スケジュール】

18:15 受付開始

18:30 開会、開会挨拶

18:35 児玉氏ご報告

19:20 グループ討論

20:00 質疑・補足報告

20:20 閉会

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部

豊平・清田地区会９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 FAX011-702-9573
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千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 春の交流ゴルフ大会申込書（9/21） 

 

交流ゴルフ大会に  □申し込みます 

 

企業名                役職          氏名             

 

 

下記日程にて、千歳・恵庭・北広島・長沼地区会交流ゴルフ大会を開催いたします。 
皆様是非ご参加ください！ご参加にあたり、マスク着用、消毒などコロナウイルス感染拡大
防止の配慮にご協力お願い致します。 

 

秋の交流ゴルフ大会 
（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 

 

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 会長 本村 信人 

ＴＥＬ：011-702-3000／ＦＡＸ：011-702-9573 

◆日 時：9月 21日（水） 

8:20 集合 8:52スタート 

◆場 所：隨縁カントリークラブ 

    （恵庭市盤尻 144、TEL:0123-33-8080） 

◆会 費：４，０００円（景品代として） 

（他、プレー代 約 11,000円などは各自清算） 

◆プレー：ダブルぺリア方式・６インチプレース（セルフ） 

４組１６名を予定 ※表彰式はレストランで簡単に行います 

★申込締切：9 月 14 日（水） 

ロビー、レストランでは、ソーシャルディスタンス・マスク着用に 

ご協力下さい。 

交流委員会委員長 

◆登立和紀 

（北海道ワーク 会長） 

大会長 

◆成田茂利 

（相互建材工業 社長） 

問い合わせ・申込み先（相互建材工業㈱ 成田社長宛） 電話；090-9436-5509 

ＦＡＸ；0123-33-7683  メール；sougokenzai.1@abeam.ocn.jp 
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中央北地区会 9 ⽉例会(9/22)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) 

ここから申込みできます ▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★9 ⽉ 14 ⽇(⽔)までにご回答ください 

2022 年 8 月 24 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 高橋博音、榎本洋、田中悟 
℡(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！ 

～創業 98 年企業の「不易流行」～ 

事業承継後に借金まみれの債務超過から脱却。 

地域 No.1 工務店を目指した地域戦略や、会社のリブランディング、"やまもく SDGs 宣言"策定など、 

創業 100 年に向け変革を断行してきた３代目経営者の実践報告。 

開催 

日時 9 / 22 (木) 

例    会 18:30 ～ 19:15 

会場 
酒とそば まるき 
(中央区南 2 条西 2 丁目カドレビル 1 階) 

参加費 6,000 円(会場代および懇親会費として) 

報 告 者：株式会社やまもく 
代表取締役 山口 雄大 氏 

企業概要：2006 年設立。資本金 1,000 万円。年商 4 億円。 

従業員数 11 名。木造戸建住宅の新築、リノベーション、リフォーム。 

中央北地区会 9 月例会 

※お食事の手配の都合上、締切後のキャンセルは 

キャンセル料がかかります。ご了承ください。 

懇 親 会 19:30 ～ 21:00 
【会場定員につきまして】 

会場の都合により定員 20 名といたします。 

お早目にお申込みください。 

三代続く地元密着企業！         山口社長の 

プ レ 報 告 

★札幌道研参加申込み受付中★ 
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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 9 月例会 のご案内

女性経営者部会　会長　廣澤克美

 

講師: 孔 佩群(こうはいぐん) 先生

今こそ︕
「論語」を学ぼう

【講師紹介】
令南派（れいなんは）76 代目孔子子孫。
中国広東省肇慶（ちょうけい）市出身。
中国肇慶教育学院卒業。元学校教員。
2001 年来日。２児の母・子育てに追われながら
独学で日本語能力試験１級取得、市立中学校の生徒指導、
通訳、翻訳等の日本社会での経験を積み、
栃木県「足利学校」で５年間広報・施設案内に加え

「論語活動」を推進。
2016 年４月から登別市役所で勤務し、論語の教育実践を
通じて人材育成に携わっている。

76 代目「孔子」子孫の孔先生から「論語」を学べる貴重な講演会。
「論語」を既に学んだ人も初めての人も「仕事」や「人生」に活かせる
学びがきっとあるはずです︕
この機会に「論語」を一緒に学びましょう♪

9/24
( 土 )

□ 参加します

女性経営者部会　9 月例会 (9/24) 　参加申込書

FAX 011-702-9573※「FAX」又は「My Doyu」からお申込みください。

会社名 役職 氏名

講演後、
美味しいランチをいただきながら懇親会を行います。
孔先生と語り合えるチャンスです︕︕
皆さまのご参加をお待ちしています。

会　場 : 札幌パークホテル
 　

参加費 : 3,300 円 ( ランチ付き )

日　時 : 9 月 24 日 ( 土 )
【講演会】11:00 ～ 12:00
　　　　　※受付 10:30 ～

【ランチ】12:00 ～ 13:00

ゲスト参加も大歓迎です︕
一緒に学びたい経営者の方も是非お誘いください。

 B1F「パーククラブ」
札幌市中央区南 10 条西 3 丁目

※1,300 円（講師代・事務経費他）はクレジット決済または後日請求。
※2,000 円（会場費・ランチ代）は会場で現金にて申し受けます。領収証はパークホテル発行となります。
※9 月 21 日正午以降のキャンセルは参加費を申し受けます。

お問合せ
事務局 / 長谷部

011-702-3411

申込締切
9/16(金)

ゲスト / 会社名 役職 氏名
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日時：9 月 27 日(火)18:00～22:00 

会場：おたる別亭 
（中央区南４条西４丁目すずらんビル８階） 

参加費：5,000 円 
（会場費・懇親会費として） 

回答締切：9 月 20 日(火) 

※情勢により内容を変更する場合がございます。 
※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。予めご了承ください。 

【報告 1：同友会事務局】 

（一社）北海道中小企業家同友会 
事務局員 小西 貫太 氏 

【報告 2：人財養成塾「次星会」】 

（株）三桜アサヅマ 
取締役副社長 福澤 康弘 氏 

【報告 3：情報セキュリティ勉強会】 

合同会社オークニック 
           代表社員 笹川 伸之 氏 

 

2022年 8 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 
A グループリーダー 佐々木 亮太郎 

白石・厚別地区会では、会員企業の発展ために熱い取り組みをしています。次星会では、会員企業の将来を
担う社員のために人間力を培う機会を作っています。情報セキュリティ勉強会は、会員がハッキングなどに
よる深刻な損害から会社を守るための知識と手段を習得できる機会を作っています。そのような取り組みに
ついてあらためて代表者から紹介してもらいます。また、事務局のサポートも会員企業の発展に多大に貢献
しています。当地区会担当の事務局員から事務局の仕事等をご報告いただき、同友会への理解と会員・事務
局間の絆を深めます。同友会、白石・厚別地区会を知ることができる機会です。ぜひご参加ください。 

～事務局・次星会・ 

情報セキュリティ勉強会の紹介～ 

白石・厚別地区会 9 月例会 

 

（9/27 開催）白石・厚別地区会 9 月例会参加申込書 回答締切：9/20 

□ 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） 

〈タイムスケジュール〉 
18:00 開会 
18:10 事務局 小西氏報告 
18:40 次星会 福澤氏報告 
19:10 情報セキュリティ勉強会 笹川氏報告 
19:40 質疑・諸連絡 
20:00 懇親会 
22:00 閉会 
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企業も個人事業主も対応が必要なインボイス制度の開始。 

準備は進んでいますか？ 

 札幌支部 経営厚生労働委員会＆西・手稲地区会共催 
インボイス制度セミナー 

2022年 8月 26日 
(一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 
経営厚生労働委員会 委員長 佐藤 文昭 

西・手稲地区会 会長 加藤 景 

2023 年 10 月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。インボイス制度導
入による影響は課税事業者、免税事業者双方にあるため、この制度が導入されるにあたり、我々中小事業者が事
前にやるべきことや対処すべき事象など、改めてまとめて分かりやすく解説していただきます︕ 

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・佐藤）まで TEL︓011-702-3000 

参加申込書 9/29インボイス制度セミナー 回答締切︓9/16(金) ※会場は定員になり次第締め切ります。 

〈報告者プロフィール〉 
税理士事務所に勤務中、中小企業の苦悩に多面的にコンサルタント

がしたいと考え、2005年に会社を設立。 

現在は税理士法人小島会計札幌 office の事務長を兼任。税理士
事務所にて培った税法のノウハウを生かし、法人及び個人事業含め

多業種のクライアントのサポートを士業の方々と提携しコンダクター

としての役割を担いながら、事業継続に特化したコンサルティングを

幅広く多面的にプロデュースし実践している。 

9 月 29 日(木)18:30～20:30 
会場︓同友会ホール AB またはZoom 

（札幌市東区北 6東 4-1-7 デ・アウネさっぽろ 13階） 
会場定員︓40名 
参加費︓1,000円（クレジット決済もしくは後日請求書送付） 
      ※当日キャンセルは参加費 1,000円を申し受けます。 

【報告者】 
株式会社レストレイション 

代表取締役 目黒 久美子 氏 
（経営厚生労働委員会 副委員長） 

□参加（□会場  □Zoom）       □欠席 

※情勢によって開催内容を変更する場合がございます。ご了承ください。 
※Zoom 参加用の ID・パスワードは近くなりましたらお送りします。 
※当日体調のすぐれない方は、会場参加はご遠慮ください。 
※クレジット決済ご希望の方は MyDoyu よりご回答ください。 

MyDoyu のバナーにマニュアルがございますので、ご利用の際はこちらをご確認ください。 
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2022年 8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 

 

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９月例会のご案内 

テーマ： 札幌大谷大学 × 札幌の中小企業 

地域で「はたらく」喜びを知る ×  
次世代が「はたらきたい」会社になる 

東地区会の継続事業である「札幌大谷大学との交流会」は、今年で 5 回目を迎えます。「企業の社会的意義を探求する」と
いう目的で行われている大学 2年生の講義に東地区会がコラボした企画で、今回は 55名の学生とリアルに交流します。 
大学時代は、次世代の社会人が働き始める直前期間ですが、どのように自分が働く場所を選べばいいのかわからない、そもそも

社会にはどのような仕事があるのかよく知らない学生も多くいます。一方、私たち企業経営者は、少子化等により次世代の採用・
育成が年々厳しくなる中、自社の仕事が若者にとって魅力あるものに映っているかを知る必要があるように感じます。 
そこで今回は、学生に地域で「はたらく」喜びを知ってもらうと共に、企業側の皆様にも学生の意見から学ぶ機会にしたいと

考えております。具体的には学生とのグループトークの中で、自社の仕事について皆様にプレゼンしていただく場を設けて、学
生から意見をもらいます。次世代が「はたらきたい」会社になるためにはどうしたらよいか。この機会に一緒に考えてみませんか。 

■日 時；９月２９日（木） １３：１０～１６：２０ 

■会 場； 札幌大谷大学 大講堂（東区北１６条東９丁目１－１） 

■参加費； ５００円 （お茶代等として） 
 
※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。当日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 

一度纏めて請求書をお送りします。 

※学内には駐車場のご用意がありません。周辺のコインパーキングも距離が 

離れておりますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

※準備の都合上、締切日以降のキャンセルは参加費を貰い受けます。 

※新型コロナ感染の状況が好転した場合には、懇親会を行うことも考えて

おります。その際は別途、ご案内させていただきます。 

 

東地区会９月例会（９/２９） 出欠回答 〈回答締切 ９/２２〉 
 

□出席します        □欠席します 

 

会社名・役職・氏名                                                                

 

会社名・役職・氏名                                                                
 

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

【タイムスケジュール】 
12︓50  受付開始  
13︓10  開会／挨拶 
13︓15  全体主旨説明  
13︓25  グループトーク① 
14︓15  休憩 
14︓25  グループトーク② 
15︓15  休憩 
15︓25  グループ報告 
16︓00  まとめ 
16︓15  閉会挨拶 
16︓20  閉会 
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