
同友会これからの企画 (2022.10.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

10/3 16:40 2022年度役員研修会 第2講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;「人を生かす経営」～わが社の実践
講　師;㈱ティーピーパック　代表取締役　池川　和人 氏
　　　㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏

10/5 16:30
経営厚生労働委員会
10月学習会

Zoom 報告者;㈱防災コンサルタント　代表取締役　馬場　暁子 氏

10/7 12:00
第37回全道経営者“共育”研究集会
　　　　　　with「道青交」in札幌

ロイトン札幌 .

10/7 21:00 白石・厚別地区会10月例会
グランド居酒屋
富士

テーマ;〈＃道研へ行こう〉
　　　他支部の会員経営者と 共に学び、懇親を深めよう！

10/7 21:00
道研特別企画
江別地区会 懇親会

Beer Bar
NORTH
ISLAND

テーマ;SAPPORO INNOVATIONから
　　　　　　　　　　EBETSU INNOVATIONへ

10/7 21:00
道研特別企画
南地区会 懇親会

魚桜 咲 .

10/11 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第1講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;生きること、働くこと、学ぶこと
　　　～映画『学校』が問いかけるもの～
講　師;花園大学 社会福祉学部　教授　植田　健男 氏

10/12 16:00 HoPE10月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ;植物を知り、そして活かす。
　　　～サーキュラーバイオエコノミー社会の
　　　　　　　　　　　　　　　　構築に向けて～
報告者;国立研究開発法人産業技術総合研究所
　　　　　　　　北海道センター 所長　鈴木　馨 氏

10/12 8:30 東地区会 秋の親睦ゴルフコンペ
札幌カントリー
クラブ　滝のカ
ントリークラブ

.

10/12 9:00 北地区会 会員交流ゴルフ大会
茨戸カントリー
倶楽部

.

10/17 14:00 事業承継支援セミナー
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ1;東京からプロフェッショナル人材事業で入社、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二代目社長就任
報告者;㈱岡田建具製作所　代表取締役　小泉　雅博 氏
テーマ2;内部昇格で自社幹部へ事業承継した私の決断
報告者;清水勧業㈱　相談役　土屋　洋二 氏

10/18 13:30
全道共育委員会
新入社員フォローアップ研修

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;社会人として半年、これまでの成長を確認しよう！
　　　～あなたは期待されています～
報告者;サンマルコ食品㈱　品質保証部　鷲巣　由梨奈 氏
　　　 ㈱りんゆう観光　層雲峡事業所　竹内　りえ 氏

裏面もご覧ください

メインテーマ;SAPPORO INNOVATION ～激動の中を仲間と共に～
＜10月7日（1日目）＞
12:00 受付開始
13:10～17:30 分科会：ロイトン札幌・オンライン
18:30～20:30 懇親会

＜10月8日（2日目）＞
9:10～10:40 記念講演：ロイトン札幌・オンライン

テーマ; 北海道とともに、世界へ！

～僕らは地域と一緒に成長すると決めた～

講 師; ㈱コンサドーレ

代表取締役GM 三上 大勝 氏

（詳細お問い合わせは事務局まで）

10:40～12:00  全体会：ロイトン札幌・オンライン
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10/19 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第2講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;ヒトとはどのような存在か
　　　～人類の起源と文化的多様性～
講　師;北海道大学 アイヌ・先住民研究センター
      　                              教授　加藤　博文 氏

10/22 11:00
白石・厚別地区会
第6回親睦パークゴルフ

えべつ角山パー
クランド

.

10/25 13:30 中堅幹部社員セミナー
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;幹部社員に求められる教育力
報告者;㈱アイワード　代表取締役　奥山　敏康 氏

10/25 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第3講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室204
またはZoom

テーマ;子どもたちは今～教育政策の変遷と学校教育～
講　師;北海道大学大学院 教育学研究院　教授　守屋　淳 氏

10/26 18:00 江別地区会10月例会
セレモニーホー
ルはやしまたは
Zoom

テーマ;新卒採用・人材育成・地域活性化
　　　魅力的な企業になるヒントをお伝えします！
報告者;㈱北創　代表取締役社長　角川　幸治 氏

10/28 18:30 国際ビジネス研究会10月例会
ANAホリデ
イ・イン札幌す
すきの

テーマ;～激変する世界と金融情勢の中で～
　　　100歳人生を楽しむお金の話
報告者;㈱ボーイズビーアンビシャス
　　　　　　　　　　　代表取締役　青木　寿文 氏

10/28 18:30 後継者ゼミナール起望峰10月例会
同友会ホールA
またはZoom

テーマ;第二創業の精神で
報告者;㈱エーティック　代表取締役社長　舟田　幸太郎 氏

10/31 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第4講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;学生の就職問題とキャリア教育
　　　～大学はどこへ行くのか～
講　師;法政大学 キャリアデザイン学部
　　　　　　　　　　　　教授　児美川　孝一郎 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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日時：10 月 7 日(金) 21:00～22:30 

会場：グランド居酒屋富士 
   （札幌市中央区南 5 条西 4 丁目） 

参加費：2,500 円 

定員：60 名 

回答締切：9 月 30 日(金) 

 

2022 年 9 月 12 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 

10 月は、北海道同友会最大の学びの場である「第 37 回全道経営者“共育”研究集会（道研）」が開催され
る月です。例年各支部持ち回りで開催しており、今年は札幌支部が担当します。 
そんな年に 1度の全道経営者が集う大会で白石・厚別地区会は「学びの懇親会」と銘打って他支部の会

員経営者も参加できる懇親会を企画いたします。 
道研の分科会から懇親会まで参加し、そこで得た学びを他支部の会員経営者と交流し、より深いものに

しましょう！ぜひお知り合いの会員さんを分科会からお誘いあわせの上、お申し込みください！ 

※コロナの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。 

 

（10/7）白石・厚別地区会 10 月例会参加申込書 回答締切：9/30 

□ 出席      □ 欠席 

企業名                 役職           氏名           道研分科会    

企業名                 役職           氏名           道研分科会    
FAX 送信先：011-702-9573（担当事務局 小西） 

【まずはこちらにお申し込みください！】 

第 37 回全道経営者“共育”研究集会 
日時：10 月 7日(金)～8日(土) 
会場：ロイトン札幌 
参加費：参加形態によるため詳細は以下のリンク

からご確認ください。 
回答締切：9月 26日(月) 

特設サイト（分科会詳細、お申込み） 
https://sites.google.com/view/2022sapporodoken/ 

「学びの懇親会」 

3

https://sites.google.com/view/2022sapporodoken/


 

2022年 9 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〉道研特別企画 江別地区会懇親会（10/7） 回答締切 9/30(金) 

 

□出席     □欠席 
 

 

会社名               役職         氏名         道研分科会     

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

第３７回全道経営者“共育”研究集会で学んだ内容をわたしたちの街“江
別”で生かすために地区会の皆さんと語り合いませんか︖ 
江別で地ビールを製造している会員「ＳＯＣブルーイング株式会社」で運営

している「Beer Bar NORTHISLAND」にまだ行ったことが無い方、すでに常
連の方、最高のビールと食事でお待ちしております︕ 

【テーマ】 
～SAPPORO INNOVATIONから 

EBETSU INNOVATION へ～ 

日時︓10 月 7 日(金) 21:00～22:30 

会場︓Beer Bar 
NORTH ISLAND 

（札幌市中央区南 2条西 4丁目 10-1 
ラージカントリービル 10階） 

 
参加費︓今回は個別会計を予定しております。 

※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。 

※定員になり次第、お申し込みを締め切らせていただきます。ご了承ください。 

【まずはこちらにお申し込みください！】 

第 37 回全道経営者“共育”研究集会 
日時：10月 7 日(金)～8 日(土) 
会場：ロイトン札幌 
参加費：参加形態によるため詳細は以下のリンク

からご確認ください。 
回答締切：9 月 26 日(月) 

特設サイト（分科会詳細、お申込み） 
https://sites.google.com/view/2022sapporodoken/ 

定員 30 名 
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同友会事業承継支援相談窓口「つなげる」企画

10月事業承継支援セミナーのご案内

　北海道同友会は、会員企業の事業承継を支援するための相談窓口「つなげる」を設けています。
　今月はお二人の承継事例に学ぶ支援セミナーを下記の通り開催いたします。奮ってご参加ください。

　報告１/東京からﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材事業で入社、二代目社長就任

　　　　　　　　　　　　　　　㈱岡田建具製作所　代表取締役　小泉　雅博氏
●1967年に現会長の岡田守さんが創業、事業承継のため内閣府のプロフェッショナル人材事業を利
用。小泉さんは「企業経営をやりたい」との思いからメガバンクを退職し、数社の経営企画部門や外資系
企業に勤務後、専務として2018年に入社。2020年に社長に就任される。

　報告２/　内部昇格で自社幹部へ事業承継した私の決断
　　　　　　　　　　　　　　　　清水勧業㈱　　相談役　　土屋　洋二氏
●1947年の創業。北電及び工事会社に配電材料、機械工具、安全具、制御機器、システム機器、
通信機器などを販売。土屋氏は2代目社長。2009年に現社長の渡辺氏に承継される。札幌支部長を
2004年～2009年の間務められた。つなげるシニアアドバイザー相談員。

　日　時／ 2022年10月17日 （月)　14:00～16:30
　会　場／　同友会大久保記念共育ホール・またはZoom参加の併設です
　　　　　　（札幌市東区北6東4デ・アウネさっぽろ13階　有料駐車場有　℡011-721-3411）
　会　費／ １,０００円（MyDoyuで参加申込の場合はクレジット決済が可能です。ご利用ください。
　　　　クレジット決済以外の方は後日請求書をお送りいたしますので、お振込みをお願いいたします。）
　プログラム／報告　各40分 ・グループ討論30分
　申込締切／10月12日です。以降のキャンセルは参加費を申し受けます。

***************************************************************
 「つなげる」 事業承継相談：個別相談を受け付けています。下記申込書をお送りください。
   事業承継を経験された経営者、会員専門家、公的支援センター等で対応しています。
   事務局窓口：細川・中上011-702-3411・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：tsunageru@hokkaido.doyu.jp

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆事業承継支援セミナー（10/17）参加申込   ▼ＦＡＸ 011-702―9573

□参加します　➜（□会場で参加します・□Zoomで参加します）

☆「つなげる」事業承継相談申込：□事業承継の個別相談を希望します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※電話にて相談日程を調整いたします）

貴社名：　　　　　　　　　    お名前：　　　　　　   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（　　　　　　　　　）

２０２２年９月２日
一般社団法人北海道中小企業家同友会

電話011-702-3411  Fax011-702-9573
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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 10 月例会 

「新卒採用・人材育成・地域活性化」 
魅力的な企業になるヒントをお伝えします！ 

日 時：10/26(水)  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：10/19(水) 18:00 

角川氏は、社長として 5 年間で会社 5 社、売上 5 倍、社員 5 倍を達成し、さらに若手人材の採用が困

難な昨今において、5 年間で１０代２０代の新卒若手社員を２０名以上採用するなど、事業の拡大と若

手人材の採用に力を注がれています。また若手人材の育成や地域活性化にも積極的に取り組まれてお

り、若手起業支援として「角川塾」を主催し、起業家を目指す若者の支援をされたり、地域活性化の活

動においては「市電の歴史を紡ぐ史電プロジェクト～市電を活躍したふるさとに戻したい」と題し、ク

ラウドファンディングを活用した地域活性化にも成功しています。バイタリティに溢れる角川氏からご

講演をいただくことで、企業経営における学びや気づきを得る機会といたします。 

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 10 月例会(10/26)出欠回答 

株式会社北創 

代表取締役社長  角川 幸治 氏 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
※締切 10/19(水) 

2022 年 9 月 9 日 江別地区会 会長 前田 昭二 

プロフィール/1969 年生まれ、北海道札幌市出身。 
会社は 1963 年に父である角川元朗現会長が創業。現在資本金
2,000 万円、従業員 35 名。公共土木工事の施工管理、市道路除雪業
務民間工事の施工管理を手掛ける。 

□出席    □会場参加（例会+懇親会）6,000円 → 現金支払い 
□会場参加（例会のみ）1,000円 → 現金支払い 
□Zoom参加（例会のみ）1,000円 → 後日請求 

□欠席 

（一つだけ選んでご回答ください） 
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国際ビジネス研究会 10月例会のご案内                       ２０２２．9．9 

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 

 

～激変する世界と金融情勢の中で～ 

100歳人生を楽しむお金の話 

報告者 （株）ボーイズビーアンビシャス 代表取締役 青木 寿文 氏 

【講師プロフィール】 

1963年静岡県生まれ。山一證券廃業後、札幌に移住。 

北海道銀行、アリコジャパン生命、CSK勤務ののち、保険代理店として独立。 

生命保険、損害保険、証券のコンサルが専門。 

「10０歳人生を楽しむお金の勉強会」を主催し、長い人生の中で有効な長期の

株式投資についてお話ししています。 

 

世界規模のあらゆる環境変化が、私たちの生活に大きな影響を与えています。 

世界経済の減速が余儀なくされる中、金融情勢の変化や、日本国内の少子高齢化も進行

しており、市場の縮小は顕著になっています。今回の例会は当会会員の青木寿文氏より現

況、そして「100歳人生」と言われる中での今後の個人資産の運用まで、踏み込んだお話

をしていただきます。 

日  時  10月 28日（金）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ホリデイ・イン札幌すすきの（札幌市中央区南 5条西 3丁目 7番地） 

 

国際ビジネス研究会 10月例会 出欠表 （締切：10/24） 

10月例会に  □参加します  □欠席します 

 

会社名                  役職        氏名                

 

※10/25 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。 

≪担当≫ TEL：011-702-3000（担当：佐藤） ▼FAＸ送信先：011-702-9573 
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◆日 時：10月28日（金）18:30～20:00

◆会 場：デ・アウネさっぽろ13階ホールA、Zoom

（札幌市東区北6条東4丁目）

◆懇親会：20：２0～22：０0

会場：鳥太郎 札幌駅北口店
（中央区北7条西2-2-2東京建物札幌ビルB1F）

◆参加費：①例会 無料

②懇親会 4,000円（税込、領収書はお店から）

▶10/27〔木)以降の懇親会キャンセルは参加費を申受けます。

▶新型コロナウイルスの状況によっては、懇親会を中止する

場合がございます。

2022年9月20日

後継者ゼミナール起望峰

代表 山美 太生

舟田氏は建設コンサルタントを営む二代目社長。2014年の代表

就任以来、営業・技術力強化と人材確保・育成に奔走するも

数々の壁にぶち当たりました。多様化する価値観の中でいかに

組織をハンドリングするべきか、右往左往しながらも今年で就

任9期目を迎え、捻り出したキーワードは「第二創業の精神で」。

2008年の起望峰設立メンバーが近況をご報告します！

後継者ゼミナール起望峰 10月例会（10/28) 【申込期日：10/24】

□出席（□例会・会場 □例会・Zoom □懇親会）

□欠席

会社名 役職 氏名

第二創業の精神で
報告者：株式会社エーティック

代表取締役社長 舟田 幸太郎 氏

【タイムスケジュール】

18:15 受付開始

18:30 開会、開会挨拶

18:35 舟田氏ご報告

19:15 グループ討論

テーマ「第二創業の視点で自社の

事業承継を考える」

20:00 閉会、移動

20:20～22:00 懇親会

（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 10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

【企業概要】

◆創業:1973年1月

◆資本金：4,800万円

◆社員数：77人

◆事業内容：

道路・河川・構造設計、

土木計測・施工管理、

地質調査・解析、環境アセスメント、

構造物調査・診断
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