
同友会これからの企画 (2022.11.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

11/2 17:00 南地区会11月例会
㈱メディア・マ
ジック

テーマ;「あなたの会社のこと教えてください！」
  　　　～会員企業訪問例会～
訪問先・報告者;㈱メディア・マジック
　　　　　　　　　　　　　　　執行役員　里見　翼 氏

11/2 18:30 経営厚生労働委員会11月学習会 Zoom
テーマ;道研での学びを共有！～第5分科会成果報告～
報告者;社会保険労務士事務所テラス　代表　倉　雅彦 氏

11/4 14:00 第1期事業承継計画書作成講座第1講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ1;事業承継とは
テーマ2;事業承継の進め方
講　師;事業承継・引継ぎ支援センター
　　　　　　　承継コーディネーター　新宮　隆太 氏

11/8 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第5講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102Aまたは
Zoom

テーマ;現代社会における子育ての課題と展望
　　 　～ウェルビーイング(well-being)を探求する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育とは何か～
講　師;藤女子大学人間生活学部　教授　庄井　良信 氏

11/9 16:00 HoPE11月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ;中小企業における DX 。3つのポイントとは？
報告者;エコモット㈱　代表取締役
　　　北海道IT　推進協会 会長　入澤　拓也 氏

11/9 16:40 2022年度役員研修会第3講 Zoom
テーマ;同友会の活動と運営、組織について
　　　 ～苫小牧支部「Guide Book」から～
講　師;㈲志のぶ　代表取締役　髙橋　憲司 氏

11/9 18:30 中央南地区会11月例会
コンチネンタル
ビル会議室

テーマ;今から備えよう！インボイス制度への対応 第2弾
報告者;熊谷亘泰事務所　所長　熊谷　亘泰 氏

11/10 18:30 白石・厚別地区会11月オープン例会
グランド居酒屋
富士または
Zoom

テーマ;近い将来、高齢者と外国人の雇用・育成が
　　　　　　　　　　　　　　　中小企業の命綱になる！
報告者1;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏
報告者2;㈱リューツー　取締役　川原　晋仁 氏

11/14 12:30
ゼロカーボン北海道研究会
11月移動例会

余市エコカレッ
ジ

テーマ;『人間らしく、自分らしく生きられる場所』とは
　　 　～省エネと創エネのある暮らし～
報告者;余市エコカレッジ事務局　理事長　坂本　純科 氏

11/14 10:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
11月例会

㈱エーデルワイ
スファーム

テーマ;新施設見学例会
 　　　～新事業展開、事業拡大への道筋から学ぶ！～
視察先・報告者;㈱エーデルワイスファーム
　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　野崎　創 氏

11/16 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第6講

デ・アウネさっ
ぽろ会議室203
またはZoom

テーマ;ユネスコ「学習権宣言」の今日的意義
　　 　～なりゆきまかせの客体から、歴史をつくる主体へ～
講　師;北海道大学 大学院教育学研究院
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　宮﨑　隆志 氏

11/16 18:30 農業経営部会11月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;世界と日本の小麦事情とこれから
　　 　～北海道の小麦や雑穀の可能性～
報告者;横山製粉㈱　代表取締役　横山　敏章 氏
　　 　横山製粉㈱　業務部部長　横山　雄紀 氏

11/17 13:30
インクルーシブ委員会
障がい者雇用を通して企業づくりを
考えるフォーラム

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;障がい者雇用で地域も人も元気に
　　 　～幸せの見える社会をめざして～
報告者;㈲グラン・ブルー　代表取締役　石井　雄一郎 氏
進行役;㈱ユーファースト　代表取締役　吉岡　俊史 氏

11/17 18:00 江別地区会11月オープン例会
ベーカリー&ベ
ジフル マチノ
キまたはZoom

テーマ;実践報告「より良い会社づくりのために」
報告者;㈱レイジックス　代表取締役　敬禮　匡 氏

11/17 18:30 中央西地区会11月例会
同友会ホール
AB

テーマ;インボイス制度を国税庁HPから学び、
　　　それぞれの会社の課題を語らおう！

裏面もご覧ください
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11/18 14:00 第1期事業承継計画書作成講座第2講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ1;事業承継計画の策定
テーマ2;事業承継計画書シートの書き込み
講　師;事業承継・引継ぎ支援センター
　　　　　　　承継コーディネーター　新宮　隆太 氏

11/18 18:00

組織・企画委員会
With the Doyu
（札幌支部会員サポート企画）
～経営指針編～

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;経営指針の学びを体験しましょう
報告者;㈱りんゆう観光　代表取締役社長　植田　拓史 氏

11/21 13:30
全道共育委員会
初めて部下を持つ人のための研修会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

基調報告1;いま、求められるリーダー像
報告者;㈱どんぐり　代表取締役　野尻　雅之 氏
基調報告2;スタッフと日々どう向き合うか
報告者;㈱どんぐり　琴似店店長　濱岸　良孝 氏

11/21 18:30
豊平・清田地区会＆東地区会
11月合同例会

グランド居酒屋
富士

テーマ;地域を大切にする経営とは？
　　 　～地域密着の経営から学ぶ～
報告者;平岸ハイヤー㈱　代表取締役社長　神代　晃嗣 氏
　　　社会福祉法人さっぽろひかり福祉会
　　　　　　　　　　　　　　常務理事　小畑　友希 氏

11/22 13:30
共同求人委員会
内定者フォローアップ研修会

Zoom

研修内容;・経営者講義～経営方針の意義～
　 　　　・グループワーク～キャリアビジョン～
ファシリテート;しごとつくる㈱
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　本宮　大輔 氏

11/24 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第7講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;こころの病の根源を見つめて
　　 　～生きづらさの階層的理解と「当事者研究」～
講　師;北海道医療大学　名誉教授　向谷地　生良 氏

11/24 18:30 中央東地区会11月例会 恵愛ビル会議室
テーマ;アフター道研
報告者;㈱やまもく　代表取締役　山口　雄大 氏
　　　㈱climb　取締役社長　佐々木　亮太郎 氏

11/24 18:30 中央北地区会11月例会
海鮮居酒屋よい
ところ 会議室

テーマ;人を育てる究極のリーダーの在り方
報告者;シオンテクノス㈱　代表取締役社長　村野　篤 氏

11/25 19:00
第70期同友会大学卒業生報告＆
歓迎研修会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;70期生・私の“イチ押し”
　　　レポート・卒論報告
　　　 ～同友会大学で第70期生が得たもの～

11/26 12:30
後継者ゼミナール起望峰11月例会
とかち支部へ移動例会

とかちむら、平
和園

報告1;㈱ネクサス　会長　曽根　一 氏
報告2;㈱平和園　代表取締役　新田　隆教 氏

11/28 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第8講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;人格の発達と労働の役割
　 　　～人間らしい大きなめあてを～
講　師;神戸大学　名誉教授　二宮　厚美 氏

11/28 16:00 西・手稲地区会11月例会
西区民センター
大会議室

テーマ;児童養護施設を知っていますか？
　　 　～親と離れて暮らす子どもたちの生活～
講　師;社会福祉法人北翔会　理事長　大場　信一 氏

11/29 18:00 女性部11月オープン例会＆望年会
札幌パークホテ
ルまたはZoom

テーマ;アルバイトから社長へ【女性は変革のSign Post！】
　　 　～あずきを世界のAZUKIに～
講　師;井村屋グループ㈱　代表取締役社長　中島　伸子氏

11/29 18:30 北地区会11月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205ABまたは
Zoom

テーマ;人と企業が成長し、若者が活躍できる企業づくり
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

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 

南地区会１１月例会のご案内  

2022 年 10 月 3 日 
（一社）北海道中小企業家同友会 

南地区会 会長 会長 髙島 幸志朗 
 

 南地区会１１月例会（１１/２） 締切（１０/２7（木) １８：00）   

【例 会     □参加  □欠席】 
【懇親会     □参加  □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（中村）まで TEL：011-702-3000 ▼FAX：011-702-9573 

「あなたの会社のこと教えてください！」 
～会員企業訪問例会～ 

「会員は辞書の１ページ」と表現する同友会。南地区会 11月例会は、今年６月に入会した（株）メディア・マ
ジックの里見翼さんの会社に伺う「会員訪問例会」を行います。 
バスの運行状況をリアルタイムで提供するシステム「バスキタ︕」や、キッチンカーをマップ上で簡単に見つけることが

できる web システム「ここキチ Do」などのアプリ開発やシステム開発など、様々な事業を展開する同社の取り組みか
ら学び、例会終了後は参加者で懇親を深めます。ぜひご参加ください。 

日  時：１１月２日(水)１７：00～1８：00      
参加費：1,000 円 

※後日請求書送付 or クレジット支払いをご希望の方は Mydoyu からお申し込みください。 

会  場：（株）メディア・マジック 
（札幌市中央区北 3 条西 18 丁目 2-10 NMA ビル） 

※地下鉄東西線西 18 丁目駅 3 番出口から徒歩 7 分。 
※車で来られる場合は、近隣駐車場（トラストパーク北 4 西 18）をご利用ください。 

【訪問先・報告者】 

（株）メディア・マジック 執行役員 里見 翼 氏 
【会社概要】設立︓1996年９月／従業員︓41名（パート含む） 
業務内容︓システム開発・アプリ開発・Webサイト制作・ECサイト制作・イラスト制作・コンテンツ配信 

★終了後に懇親会を行います★ 
会場︓すすきのコロポックル（札幌市中央区南 4条西 4丁目 松岡ビル３F） 
会費︓６，０００円 

懇親会会場が決定しました 
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第 1 期事業承継計画書作成講座のご案内 

情熱を注いできた事業を、親族に承継するために「事業承継計画書」を一緒に作成してみませんか！  

ウィズコロナと新たなエネルギー危機の時代を迎え、経営環境は大きく変化しています。事業のかじ取

りが難しくなるとともに、予想以上に時間のかかる事業承継も計画的に粘り強く進めなければならない

時代を迎えています。また、事業承継の見通しを社内外に示すことも求められるようになりました。その

第一歩が「事業承継計画書」の作成です。ぜひご参加下さい。 

 

 

 

☆事業承継計画書作成講座（11/４～12/９）参加申込  ▼ＦＡＸ 011-７０２―９５７３ 

□参加します ➜ （どちらかを選択ください ：□会場で参加・ □Zoomで参加）

貴社名：     お名前：    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

親族承継をより確かなものとするために 

「事業承継計画書」を一緒に作成しましょう！

2022 年 9 月 21 日 
共催/(一社)北海道中小企業家同友会 

事業承継相談窓口「つなげる」 
北海道事業承継・引継ぎ支援センター 

 

募 集 要 項 

◪ 開催期間： 11月４日（金）14：00から 12月 9日（金）まで全 4講座

(裏面にカリキュラム掲載) 

◪ 会 場： 同友会大久保記念共育ホール（札幌市東区北 6 東 4デ・アウネさっぽろ 13 階） 

  または、Zoom参加の併設です 

◪ 受講料： 全 4 講座 6,000 円 （申込書を受け付けた後に、請求書を送付いたします）

◪ 申込み：下記申込書に必要事項をご記入の上ご返送ください。 申込締切日：10月 28日 

◎ 会合形式：講義とグループ活動が中心です。ひとグループ 4～5 人で編成し、各グループにサポーター

が入って運営します。全４講座のカリキュラムです。  

◎ 主な内容：事業承継の進め方、「後継者との対話シート」作成、「事業承継計画書シート」作成など 

◎ テキスト：中小企業基盤整備機構発行「中小企業経営者のための事業承継対策」（全 52 ページ） 

◪ 申込期限：3 月 19 日(木)

◪ 受講料：65,000 円（会場代、一泊研修会の費用を含む）
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開催日時 テキストページ 講義テーマ
予定

時間
形態 講師

第1章２～８頁 計画的な事業承継の取組の必要性

ーーー 開講挨拶　　　　

11月４日（金） 第2章10～13頁 事業承継とは　　　　　　　　　　　　　　　　 40分 講義①

14：00～16：30 第2章14～19頁 事業承継の進め方　　　　　　　　　　　　　 45分 講義②

ーーー 講義についてのグループ討論　　　　　　　　 30分 グループ討論 サポーター

第2章13頁 「後継者との対話シート」の書き込み・作成

11月18日（金） 第2章24～30頁 事業承継計画の策定　　　　　　　　　　　 70分 講義③
事業承継・引継ぎ支援センター

承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ新宮隆太氏

14：00～16：30 第2章28～30頁 「事業承継計画書シート」の書き込み　　　 45分 グループワーク サポーター

第3章32～41頁 経営承継円滑化法(事業承継税制）　 30分 講義④
RITA税理士法人

税理士　山美太生氏

12月２日（金） 第3章42頁 民法特例　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30分 講義⑤
札幌英和法律事務所

弁護士　田中康道氏

14：00～16：30 第３章46頁 経営者保証についての支援制度　　　　　 30分 講義⑥
事業承継・引継ぎ支援センター

経営者保証ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ菊地國行氏

ーーー 講義についてのグループ討論　　　　　　　　 30分 グループ討論 サポーター

12月９日（金） ーーー 「事業承継計画書シート」の確認　　　　　 60分 グループワーク

14：00～16：30 まとめの全体会 各社の「事業承継計画書シート」発表　　 60分 全体会

●テキスト：中小機構発行「中小企業経営者のための事業承継対策」（全52ページ）

第1期事業承継計画書作成講座プログラム

第３講

共催：北海道同友会相談窓口「つなげる」・事業引継ぎ支援センター

第２講

開講式

第1講

事業承継・引継ぎ支援センター

承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ新宮隆太氏

●後継者の方とご一緒にご参加を！　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※カリキュラムは変更となる場合があります）　

※開講前に読み終えておいてください

共催関係者

※後継候補の方と自社で取り組んでください

第４講

事業承継・引継ぎ支援センター　統括

責任者寒川卓知氏・承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

新宮隆太氏・サポーター

☆開講前の各自学習

☆自社内での取組

5



会社名：           役職          氏名                

★事前質問記入欄★ 

                                       

 

 

今から備えよう！ 

インボイス制度への対応 第 2弾 

とき：11/9(水) 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（会場のみの開催） 

（札幌市中央区南１条西１１丁目１−３０２） 

     参加費：お弁当付き 2,000 円 （お弁当なし 1,000 円） 

    ※クレジット支払いを希望される方はMyDoyuからお申込みください。 

なお、会合当日、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。 

【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（会場で現金にて申し受けます） 

※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。 

中央南地区会 11 月例会は、地区会幹事で税理士の熊谷亘泰氏に、来年 10 月より開始される消費

税インボイス制度への対応第 2 弾としてお話しいただきます。6 月の第 1弾で取り上げたインボイ

ス制度の基本のおさらいと共に、具体的対応事例や国税庁から出されている Q＆A についても取り

上げ、インボイス制度対応の意思決定に役立つヒントを得られます。後半に質疑応答の時間を設け、

事前の質問も承っております。この機会に奮ってご参加ください。 

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

中央南地区会 11 月例会(11/9)出欠回答 【締切 11/4】 

例 会：□出席（お弁当□有・□無） □欠席   

懇親会：□出席 □欠席 

 

報告者： 熊谷亘泰事務所  

所長 熊谷 亘泰  氏 

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

中央南地区会 11 月例会

 

2022年 10月 13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 

  

  

―――――――――――――――――――――――― 
2006年 11月公認会計士試験合格、2007年 4月新
日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）札幌
事務所入所、2017 年 7 月公認会計士熊谷亘泰事務所
開業、同年 9 月税理士登録、2018 年 11 月中小企業
家同友会入会（中央南地区会） 
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 白石・厚別地区会 11月オープン例会 
実践から学ぶ高齢者・外国人の雇用と育成 

2022年 10月 19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 
C グループ 中田 貴司 

白石・厚別地区会 11 月例会では、経営指針の「経営計画（人材求人計画、社員教育計画）」にスポット

を当て、昨今の働き手不足の問題解決や会社を存続させるためのヒントを学びます。高齢者ドライバ

ーの働きやすい環境づくりを進める(株)工藤商事と、外国人雇用で人手不足を解消している(株)リ

ューツーの二社の実践から学びます。ぜひ他地区会、非会員の方をお誘いの上ご参加ください！ 

＜報告者 1＞ 

（株）工藤商事  

代表取締役 工藤 英人 氏 

企業プロフィール/2000 年設立、従業員 29 名、資本金 470 万円 

一般貨物自動車運送事業 産業廃棄物収集運搬業 

※世の中の情勢を鑑みて内容を変更する場合が
ございます。 

 
※直前キャンセルの方はキャンセル料を頂戴する
場合がございます。ご了承ください。 

 
※会場参加の方は参加費を当日現金でお受け
します。お釣りの出ないようご協力よろしくお願
いします。Zoom の方は後日請求いたします。 

近い将来、高齢者と外国人の雇用・育成が
中小企業の命綱になる！ 
実践事例をディスカッションで深めよう！ 

＜報告者 2＞ 

（株）リューツー  

取締役  川原 晋仁 氏 

企業プロフィール/1972 年設立、従業員 80 名、資本金 7,550 万円 

車検のコバック（3 店舗）、大型車整備、鈑金塗装工場完備、 

新車・中古車販売、保険代理店 

日時：11月 10日(木) 18:30～21:30 

会場：グランド居酒屋富士または Zoom 
（中央区南 5条西 4丁目 富士会館ビル） 

参加費：6,000円（例会費 1,000円、懇親会費 5,000円） 

回答締切：11月 2日(水) 18：00 

（11/10）白石・厚別地区会 11月オープン例会参加申込書 回答締切：11/2 

□ 出席              □ 欠席 

企業名                  役職              氏名               

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

□ ①例会と懇親会に参加（6,000円） 
□ ②例会のみ会場で参加（1,000円） 
□ ③例会のみ Zoomで参加（1,000円） 
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2022年 10月 21日 
（一社）北海道中小企業家同友会 

ゼロカーボン北海道研究会 
代表 鈴木 高士 

 ゼロカーボン北海道研究会 11 月移動例会（11/14） 締切（11/8(火) １８：00）   

例  会︓□出席します    □欠席します 

 

  会社名                       役職            氏名                

▼お問合わせは同友会事務局（磯野）まで TEL：011-702-3411 ▼FAX：011-702-9573 

『人間らしく、自分らしく生きられる場所』
とは 

～省エネと創エネのある暮らし 

日 時︓11 月14 日（月）12:30～17:30   

集合場所︓デ・アウネさっぽろビル正面玄関前（札幌市東区北 6東 4-1-7） 
参加費︓3,000円   
※デ・アウネさっぽろビル東側に専用駐車場がございます。 
※例会参加費についてはクレジットカードでの支払いが可能になります。MyDoyuからお申込みください。当日は現金を取 
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いたします。 

※準備の都合上、11/8以降のキャンセルは参加費の全額を申し受けます。ご承知おきください。 
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって開催を見送る場合がございます。 

11 月例会は、余市エコビレッジが実践する、「持続可能な食糧自給」、「持続可能なエネルギー」、「持続可能な経
済」、「持続可能なコミュニティー形成」から、私たちが取り組むべき課題について学びます。 

  
今回は、余市エコビレッジを訪問し、余市エコカレッジの取り組みについて坂本理事長からお話いただきます。 
この機会に研究会員同士の親睦も深めたいと思います。研究会にお誘いしたい方とのご参加も大歓迎です。是非ご参

加ください。 
尚、当日はエコビレッジで生産しているスパークリングワイン、ジュース、ジャムをご購入いただけます。 
 

★例会の詳細は 2 枚目をご覧ください。 

11
月
移
動
例
会 

ゼロカーボン北海道研究会 

バスで移動します︕ 
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時間 スケジュール 内容 

12:30 デ・アウネビル正面玄関前集合／受付  

12:40 デ・アウネビル前バス出発  

14:00 エコビレッジ 着 施設見学・報告・質疑応答など（120分） 

16:00 エコビレッジ 発  

17︓30 デ・アウネビル正面玄関前到着 解散 

【報告者プロフィール】 

余市エコカレッジ事務局 

（余市郡余市町登町 1863） 

理事長 坂本 純科 氏 

 埼玉県出身 知床の自然保護に関する新聞記事

を読んだことをきっかけに北海道大学農学部へ進

学、卒業後は札幌市職員として公園や緑地の計画

に携わる傍ら、様々な NPO 活動に参加。ヨーロッ

パ各地のエコビレッジを訪問し、北海道余市で

2012年、NPO法人北海道エコビレッジ推進プロ

ジェクト設立。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当日の予定スケジュール】 
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2022年10月12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
Teｌ:011-702-3000/ＦＡＸ:011-702-9573

１１/1４ 千歳・恵庭・北広島・長沼地区例会/懇親会出欠回答用紙 （締切：１１/10）

≪お問合せ先≫

TEL ：011-702-3000（担当：佐藤） ▼FAX送信先：011-702-9573

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１１月例会のご案内

新しく生まれ変わった直売店や2階展望レストランを始め、屋外敷地にはグランピング施設やブドウ畑など、

次々と新事業を展開し成長を続ける会員企業「（株）エーデルワイスファーム」の新施設を見学し、これまでの

成長の歴史や今後の展開などを伺います。

視察先・報告者

（株）エーデルワイスファーム 代表取締役 野崎 創 氏

プロフィール

北広島高校在学中にアメリカ留学。卒業後、青山学院大学進学し中退。94年からネット通販などを展開し物
産展や卸販売メインから直販へ業務内容を大きく変える。一時経営危機に陥るような事があってから道内
の企業経営者にMQ会計を推進。手段を目的にしない経営をと戦略的経営を行い、会社の成長に不可欠な
設備投資と新たな雇用開発、報酬アップにも努めている。

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

ゲスト会社名 役職 氏名 .

日 時：１１月1４日（月） 10:00～11:05

参加費：500円（MyDoyuからクレジット払いまたは後日請求書払い）

会 場： （株）エーデルワイスファーム（北広島市輪厚531-7）

◆JRで北広島駅にお越しになりそこから車に乗合し向かいたい方…

JR北広島駅集合→地区幹事の車に乗合し向かいます

◆車・タクシー等でお越しの方は現地集合をお願いいたします

エーデルワイスファーム 新施設見学例会
～新事業展開、事業拡大への道筋から学ぶ！～

★終了後にランチ懇親会を行います（１１：１０～１３：００）

場所：ciel（シエル）（エーデルワイスファーム内）

会費：1,980円（ソフトドリンク込み・アルコール代別途・直売所ワイン持ち込み可）
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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１１月例会のご案内  

2022 年 9 月 28 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 
 

世界と日本の小麦事情とこれから 
～北海道の小麦や雑穀の可能性～ 

ロシアのウクライナ侵攻に端を発して、あらゆる原材料やエネルギーが高騰しています。北海道農業にとって
は、小麦の需給に大きな変動があり、一方、小麦の品種が拡充される等、これからの生産について悩ましいと
ころです。今回は、札幌支部長を務めておられる道内製粉業大手の横山製粉 横山社長と横山部長に、世
界と国内の小麦の状況、道内の生産状況や特徴、そして昨今同社が取り組む ReraPirka（レラピリカ）とい
う自社ブランドを含むこれからの道産原料を使った展開についてお話いただきます。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  横山社長の報告 
 横山部長の報告 
20:00 質疑応答 
20:20 連絡事項 
20:30 閉会  
★終了後に懇親会を行います★ 
（同友会事務所近隣・詳細は後日参加
者にご連絡いたします。） 

日時：１１月１６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１１月例会（１１/１６） 締切（11/８(火) 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】  横山製粉（株） 代表取締役 横山 敏章 氏 

                  業務部部長 横山 雄紀 氏 

設立／1946年、  資本金／8,000万円、  従業員／85名、  年商／38億円、  
業務内容／小麦粉、特殊粉、プレミックス粉製造販売、そば粉製造販売、厨房機器、 器具の販売、業務用

食品資材の販売 
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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 11 月オープン例会 

実践報告「より良い会社づくりのために」 

日 時：11/17(木)     18：00～21：00 

会 場：ベーカリー&ベジフル マチノキ（定員 40名） または Zoom 
（江別市野幌町 57-12 八丁目プラザのっぽ１F） 

参加費：6,000 円（例会費 1,000 円、懇親会費 5,000円） 

※締め切り（11/14）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。 

※Zoom 参加の方の参加費は後日請求させていただきます。 

会場参加の方は現金でお支払いください 

江別地区会 11 月例会は、同友会で全道共同求人委員長としてご活躍の(株)レイジックス 敬禮社長に、
同友会運動の柱である経営指針・共同求人・共育の 3 つを活用し、良い会社づくりを実現する方法を学
びます。また、飲食店を経営している(株)レイジックスがコロナ禍をどう乗り切っているのか等、自社
での取り組みもお話しいただきます。改めて同友会の活動や活用方法を学べる機会になっております。
ぜひ他地区会の会員仲間やゲストの方とご一緒にご参加ください！ 

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11月例会(11/17)出欠回答 

□出席            □欠席 

株式会社レイジックス 代表取締役   

敬禮 匡 氏 （全道共同求人委員長） 

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

※〆切 11/14(月) 

2022 年 10月 20日 江別地区会 会長 前田 昭二 

プロフィール/1996 年設立、資本金 2,200 万円、社員 29 名。 
1997 年に海鮮どんぶり店『どんぶり屋(現どんぶり茶屋)』を開店。
以来複数店舗を構え成長を続けるものの、コロナ禍によって大幅な売
上減少に陥る。しかしコロナを成長の機会と捉え、新たに『どんぶり
茶屋 2.0』を展開する。 
同友会には 2006 年に入会し、様々なところでの学びを経て 2019
年から全道共同求人委員長を務めている。 

□ ①例会と懇親会に参加（6,000 円） 

□ ②例会のみ会場で参加（1,000 円） 

□ ③例会のみ Zoom で参加（1,000 円） 
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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。 YouTube 国税庁動画チャンネル 

消費税！今から学ぼう！インボイス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス制度を国税庁 HP から学び、 

令和 5 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開始されます。 

インボイスは適格請求書発行事業者にならなければ発行することができません。保存の義務も生じます。 
そのため企業はもちろんのこと、個人事業主にも対応が迫られています。 

まずはインボイス制度の基礎を学び、グループワークでそれぞれの業界や企業での課題を明確にしましょう。 

 
中央⻄地区会 11 ⽉例会(11/17)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 

11 / 17(木) 
開催 

日時 18:30 ～ 20:30 

2022 年 11 月 17 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 德島秀彦、竹内康、瀨野和希、天野淳一 
℡(011)702-3000 

中央西地区会 11 月例会 

1,000 円(会場代等として) 
参加費 

※お支払方法は請求書(10 月～12 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 
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) 

★11 ⽉ 10 ⽇(⽊)までにご回答ください 

それぞれの会社の課題を語らおう！ 

 D E S C R I P T I O N S 

 I N F O R M A T I O N 

参考動画 
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With the Doyu（11/18） 出欠回答 

2022年10月24日 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 組織・企画委員会 委員長 久保 毅仁  

ＴＥＬ：０１１－７０２－３０００ 

 

With the Doyuは、会員の皆様の”同友会を活用したい”という思いを後押しし、サポートする企画です。 

今回はテーブルワークで新しい経営指針の学び方を体験しましょう。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

※お申込は11/15（火）までにMyDoyuまたはFAXで事務局までお願いいたします。 

例 会 □出席します (□会場 □Zoom)  □欠席します 

懇親会 □出席します □欠席します 

企業名               お役職          .１   
 

お名前                                        .      

メールアドレス(Zoomの方のみ)                                 .１ 

（株）りんゆう観光 代表取締役社長 

報告者：経営指針委員会 副委員長 植田 拓史  氏 
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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               

 

 

 

「地域を大切にする経営とは？」 
～地域密着の経営から学ぶ～ 

日時：１１/２１(月)  
会場：グランド居酒屋富士（中央区南５西４ 富士会館ビル） 

【例 会】参加費：1,000 円 

【懇親会】参加費：4,000 円 
※例会費・懇親会費は会場にて申し受けます。 

※準備の都合上、11/18 以降のキャンセルは参加費を申し受けます。 

※懇親会は新型コロナの感染状況によって開催を見送る場合がございます。 

地元を愛し地域密着の経営を掲げる会員企業２社の実践報告から学ぶ合同例会を開催いたします！ 

平岸ハイヤーとさっぽろひかり福祉会は、地域とどのように繋がっているのか？両社が地域を大切にする理

由と経営に与える影響とは？11 月は地区会の枠を超えて学び、グループ討論で議論と交流を深めましょう！ 

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

豊平・清田地区会＆東地区会 11 月例会(11/21)出欠回答 ※締切：11/15 

【例 会⇒ □出席 ・ □欠席】 

【懇親会⇒ □出席 ・ □欠席】 

 

 

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

豊平・清田地区会＆東地区会 
11 月合同例会のご案内 

2022 年 10 月 18 日 

(一社)北海道中小企業家同友会 

豊平・清田地区会会長 富田 訓司 

東地区会会長 柳下 真人 

  

  

＜東地区会員＞ 

社会福祉法人さっぽろひかり福祉会 常務理事 小畑 友希 氏 

（業務内容）「地域と、ともに、ひかり 20 周年」 精神や発達に障がいのある方たちへ

の就労支援。パンや大福の製造販売等による所得保障と雇用の実現。 

<豊平・清田地区会員> 

平岸ハイヤー株式会社 代表取締役社長 神代 晃嗣 氏 

（業務内容）一般乗用旅客自動車運送事業。1958 年創業。「乗って快適、走って

安全、着いて満足。」仕事を通じ、地域に貢献できる会社づくりを目指す。 

--報告者-------------------------------------------------------------

--- 

【例 会】18：30～20：30 

【懇親会】20：40～22：00 

〈タイムスケジュール〉 

18：30 開会／挨拶 
18：35 神代氏報告 
19：00 小畑氏報告 
19：25 休憩 
19：35 グループ討論 
20：15 グループ発表      
20：30 閉会 
20：40 懇親会開会 
22：00 懇親会閉会 
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今回は札幌支部の共育委員長でもある村野篤氏を迎え、 

「究極のリーダーの在り方」を村野氏の経営体験から考えます。 

事業承継後に社員のほとんどが退職。残された若手社員とピンチを乗り切り、昨年度は過去最高益を達成。 

その時リーダーの心得とは!?赤裸々に語っていただきます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022年 10月 26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 崔世憲、坂田陽一、吉野俊文 

℡(011)702-3000 

※締切後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。ご了承ください。 

中央北地区会 11月例会 

開催 

日時 

例    会 18:30 ～ 20:30   
懇 親 会 例会終了後 

参加費 500 円 (事務経費等として) 

海鮮居酒屋よいところ 会議室 
(中央区北 3条西 2丁目 1 カミヤマビル 2階) 

参加費 4,500 円※当日現金で頂戴します。 

 

 
中央北地区会 11月例会(11/24)出欠回答  

例会に □ 出席します □ 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) 

11 / 24 (木) 

会場 

※例会参加費のお支払方法は請求書(10月～12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！ 

★11月 17日(木)までにご回答ください 

人を育てる 
究極のリーダーの在り方 

報 告 者：シオンテクノス株式会社 
代表取締役社長 村野 篤 氏 

（札幌支部 共育委員長） 

                企業概要：1972年設立。資本金 2,000万円。従業員数 48名。

業務用空調販売・施工・保守管理。 
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11/28 西・手稲地区例会/懇親会出欠回答用紙 （締切：11/24）

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１１月例会のご案内
2022 年 10 月 26 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

今回の西・手稲地区会11月例会は、北翔会の大場信一理事長に御登場頂きます。インクルーシブ委員会といえば障がい者問

題に目が行きがちですが、今回はインクルーシブ委員会内の社会的養護チームが取り組む「児童養護施設」の現状を知ってい

ただき、同友会や皆さん自身がどう関わっていけるかを考えてみたいと思います。ぜひご予定ください。

児童養護施設を知っていますか？

～親と離れて暮らす子どもたちの生活～

■講師：社会福祉法人北翔会 理事長 大場 信一 氏

講師略歴

北星学園大学 文学部社会福祉学科卒業

昭和４９年４月 北海道職員（北海道釧路児童相談所発令）

平成１２年４月 北海道釧路児童相談所長 平成１９年６月 北海道中央児童相談所長

平成２２年４月 公益財団法人鉄道弘済会札幌南藻園長などを経て

令和２年１０月 現職である 社会福祉法人北翔会理事長に就任。

主な活動

○北海道福祉サービス第三者評価推進機構基準等委員会・認証委員会（各委員）

○北海道における子どもの社会的養護を考える会（アドバイザー）

○ＮＰＯ法人レラピリカ子どもシェルター（理事）

○全国児童養護施設協議会（副会長）

■日時：１１月２８日（月）

〔第１部:例会〕1６：０0～１８：０0 〔第2部:懇親会〕１８：３0～２０：３０

■参加費：1,000円（会場代等として、後日請求書送付いたします）懇親会:5,000円

(※11/25 以降のキャンセルは、参加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：西区民センター大会議室（西区琴似2条7丁目1-21）

■懇親会会場：やまさ（札幌市西区琴似2条7丁目2-11）

１１月例会に □参加します

□参加します

□欠席します

□欠席します懇親会に

会社名 役職 氏名 .

≪お問合せ先≫TEL ：011-702-3000（担当：佐藤） ▼FAX送信先：011-702-957318



  

 
「あずきバー」「井村屋のあんまん」など、誰もが知る老舗会社の女性初の代表取締役

中島伸子社長から、同社にアルバイトで就職してから今の地位につくまでの、「女性とし

て」感じてきた摩擦や苦労、そしてそれを乗り越えた思いをお話しいただきます。また、

和の食材である「あずき」をいかに世界に発信したのか、「日本人として」みてきた世界と

の違いと共通点等をお話しいただきます。終了後は懇親会を用意しておりますので、「共

感と希望」を共有し、来年への英気を養いましょう！オープン例会ですので、どうぞお誘い

あわせの上、多数のご参加をお待ち致しております。（中島社長は Zoom でのご講演となります） 

 

（一社）北海道中小業家同友会札幌支部 

女性経営者部会 11 月オープン例会・望年会のご案内 

 

 

2022 年 10 月 19 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 
 

 

□例会・望年会に出席します    

□例会のみ出席します（□会場  □Zoom） 

 ◆お申込みの方に後日 ZoomID をお送りします 

 

    

＜タイムスケジュール＞ 

17:30 受付開始 

18:00 開会 会長挨拶 

18:05 講演会開始 

19:05 質疑応答 

19:20 締めの挨拶 

19:25 例会終了 

19:40 望年会開始 

21:15 閉会挨拶・閉会 

担当者：土倉、番井、若林 

FAX 011-702-9573 または My Doyu にてご回答ください。 事務局 長谷部 ☎011-702-3000 

会社名                         お役職               お名前                      

会社名                         お役職               お名前                      

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

□欠席します 

 

女性経営者部会 11 月オープン例会（11/29） 

◆日時11/29(火)18:00～ 19:40～ 
 ◆会場 札幌パークホテル又は Zoom(例会視聴のみ) 

(札幌市中央区南 10西 3) 

 
 

◆会費 10,000 円(例会、望年会費)／例会のみ 2,000 円 
 

 

2015 年 同社 専務取締役 兼 井村屋(株) 副社長 

    兼 イムラ(株) 代表取締役社長 

2016 年 同社 専務取締役 兼 イムラ(株) 代表取締役社長 

2017 年  同社 代表取締役副社長 就任 

2018 年 同社 代表取締役副会長 就任 

2019 年  同社 代表取締役社長（COO） 就任 

＜プロフィール＞ 

1975 年 井村屋製菓(株)子会社へアルバイト入社 

1978 年 井村屋製菓(株)社員登録入社 

1998 年 同社 北陸支店長 

2001 年 同社 関東副支店長 

2006 年 同社 執行役員 関東支店長 

2008 年 同社 上席執行役員 マーケティンググループ長 

2008 年 同社 取締役 マーケティンググループ長 

2011 年 井村屋グループ(株) 常務取締役 総務･人事グループ長 

2013 年  同社 専務取締役井村屋グループ㈱部門統括 

 

   アルバイトから社長へ 

 【女性は変革の Sign Post！】 
          ～あずきを世界の AZUKI に～ 
 

井村屋グループ株式会社 代表取締役社長 

 【講 師】  中島 伸子氏 

締切り：11 月 22 日(火)※11/24 正午以降のキャンセルは全額をご負担いただく場合がございます。 
※例会参加費は後日請求とし、望年会費は会場精算(パークホテル領収書)といたします。 

 

 

例 会 望年会 

会場・Zoom とも 
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202２年 10 月 1９ 日 

北地区会 会長 小野 浩二 

 

【報告者】 

（株）井上技研    専務取締役    犬嶋 ユカリ 氏 （東地区会） 

                           工事部推進課 主任   石村 美貴 氏  

 

 

＜会社概要＞ 

【設立】1985 年 3 月 25 日             【社員数】16 名 

【事業内容】特定建設業。一生の安心を建物からサポート 

①官庁の新築・改修・解体工事       

②高齢者福祉施設・保育園・病院の新築・改修工事 

③民間企業社屋等の新築・改修工事 

■日  時 ： １ １ /２ ９ （ 火 ） 18：30 ～ 20：３０ 

■会  場 ： デ・アウネさっぽろ 2階 205AB 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） 

11/29  北地区会 11 月例会 出欠回答（締切：11/24 (木)） 

□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】                      

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部  

【メールアドレス】                                          

■参加費 ： 1,000円  ※後日請求 (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全額を申し受けます。予めご了承くださいませ。 

 

＜犬嶋氏プロフィール＞ 

2000 年 6 月に同友会に入会。2013 年から共同求人委員会に所属。 

2005 年に女性技術者を初めて採用してから、「女性目線」を掲げて新卒採用に取り組み、

現在 5 名の女性社員が働いています。 

犬嶋専務は今年 8 月に一般社団法人技術同友会が主催する「第８回女性技術者育成功

労賞」（後援：内閣府、経済産業省、厚生労働省、国土交通省）を受賞。 

新卒採用が特に厳しいと言われる建築業界で、実績を上げている（株）井上技研。 

どのような戦略と取り組みで企業変革を進めているのか？実践報告から学びます。 
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