
同友会これからの企画 (2022.12.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

12/1 18:30 国際ビジネス研究会12月望年例会 韓国居酒屋 よい .

12/2 14:00 第1期事業承継計画書作成講座第3講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ1;経営承継円滑化法(事業承継税制）
講　師1;RITA税理士法人　税理士　山美　太生 氏
テーマ2;民法特例
講　師2;札幌英和法律事務所　弁護士　田中　康道 氏
テーマ3;経営者保証についての支援制度
講　師3;事業承継・引継ぎ支援センター
　　　　経営者保証コーディネーター　菊地　國行 氏

12/5 16:40 2022年度役員研修会第4講
同友会ホール
AB

テーマ;映画『学校』から学ぶ

12/5 18:30 中央南地区会大抽選会・大望年会 ロイトン札幌 テーマ;浅草老舗店、手土産を・・

12/7 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第9講

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;支えあう職場の関係づくり
　　　 ～人と人のつながりと共感的理解～
講　師;北海道大学　名誉教授　間宮　正幸 氏

12/7 16:30 経営厚生労働委員会12月学習会 Zoom

テーマ;人が定着して輝くための職場づくり
報告者;NPO法人未来の職場
　　　　　　　　　理事長（産業医）　藤川　恵子 氏
　　　遠藤起予子社会保険労務士事務所
　　　　　　　　　　　　　　所長　遠藤　起予子 氏

12/7 18:00
組織・企画委員会
Guide to the Doyu
（札幌支部オリエンテーション）

グランド居酒屋
富士

テーマ;皆さんが所属している
　　　「地区会」ってどんな活動をしているの？
報告者;㈱若山建設　代表取締役　若山　英史 氏

12/7 18:30 札幌支部農業経営部会望年会
ANAホリデイ・
インすすきの

.

12/8 18:00 白石・厚別地区会2022望年会
グランド居酒屋
富士

.

12/8 18:30 東地区会望年会 おたる別邸
テーマ;笑う門には福来たる！！
　　　～来年もみんなで福を呼び込もう～

12/9 14:00 第1期事業承継計画書作成講座第4講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;「事業承継計画書シート」の確認
講　師;事業承継・引継ぎ支援センター
　　　　　　　　　　　統括 責任者　寒川　卓知 氏
　　　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

12/9 18:00 西・手稲地区会12月例会
ミュージック・
スペース パール

テーマ;あなたの魂の歌声で、
　　　コロナもインフレも吹き飛ばせ！！

12/9 18:30 南地区会望年例会 日本酒みずどり テーマ;2023年の展望を語る

12/9 18:30 中央西地区会望年会
ホテルモントレ
エーデルホフ札
幌

テーマ;中西カップ・スポーツ大会

裏面もご覧ください
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12/9 18:30 中央北地区会望年会
スタンピーズカ
フェ＆ダイニン
グバー

テーマ;望年会＆中北ベストボディ大会

12/10 18:30 江別地区会2022望年会
ホテルリボーン
野幌

.

12/13 18:00
ゼロカーボン北海道研究会
12月例会 望年会

グランド居酒屋
富士

テーマ;今年1年間の活動総括と来年に向けての展望

12/14 16:00 HoPE12月例会
北海道大学FMI
またはZoom

テーマ;コロナ禍におけるメンタルヘルス
報告者;札幌市立大学看護学部　准教授　守村　洋 氏

12/15 14:00
第9期経営者大学パートⅣ
「人間と教育論」コース第10講
公開講座

デ・アウネさっ
ぽろ会議室102
またはZoom

テーマ;社員と共に育つ企業づくり
講　師;㈱八木澤商店　代表取締役　河野　通洋 氏（岩手）

12/15 18:30 中央東地区会望年会
RIVIERA（リ
ヴィエラ）

テーマ;宇宙一楽しい大望年会

12/19 17:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
望年例会

釜めし いちえ
テーマ;今年1年なしてた？来年からなしたい？
　　　3分間スピーチ！！

12/19 18:00 北地区会12月例会望年会 札幌サンプラザ .

12/19 18:30 豊平・清田地区会12月望年会
ヌーベルプース
大倉山

.

12/20 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;・先輩社員講話～働く意味～
　 　　　・グループワーク～働くということ～
ファシリテート;しごとつくる㈱
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　本宮　大輔 氏

12/21 14:00 12月事業承継支援セミナー
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;後継者が語る承継体験と新たな事業展開
　　　 ～承継を前進の契機とするために～
報告1;㈱どんぐり　代表取締役社長　野尻　雅之 氏
報告2;㈱北海道建設新聞社　代表取締役社長　小泉　昌弘 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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国際ビジネス研究会 1２月例会のご案内                        ２０２２．11．1 

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 

 

 

国際ビジネス研究会 12月望年例会 

 

世界規模のあらゆる環境変化が押し寄せる激動の中で、我々同友会の経営者も 1年間

奮闘してきたことと思います。 

12月の望年会は株式会社四季の旅の鄭社長の韓国料理店でお料理を楽しみながら、

皆様の労をねぎらい、1年間の募る話を語り合いながらの大切な交流の機会にしたいと

思います！皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

日  時  1２月１日（木）１８：３０～２０：３０ 

参加費  5,000円 

会  場  韓国居酒屋 よい（YOI） 電話番号:011-215-7713 

（札幌市西区琴似二条 3-1-3 テーオービル B1F） 

 

＜タイムスケジュール＞ 

18:30 開会・会長挨拶 

      （株）四季の旅 鄭社長よりご挨拶 

18:45 会食・ご歓談 

20:30 閉会 

 

 

国際ビジネス研究会 1２月望年例会 出欠表 （締切：1１/24） 

1２月例会に  □参加します  □欠席します 

 

会社名                  役職        氏名                

※1１/25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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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
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日 時： １２月５日(月) 18：30～20：30 

会 場： ロイトン札幌 １F キャッスル 
（札幌市中央区北１条西１１丁目） 

回答締め切り：１１月２９日（火） 

会 費:  7,500 円（お食事代・景品代として）  

 

 

 

      

今年も中央南地区会・毎年恒例の大抽選会・大望年会を開催します！ 

今年は「浅草老舗店、手土産を・・」をテーマに、壽時相談役選りすぐりの品々をかけて大抽選会！ 

普段なかなか都合がつかない方も、この機会に交流を深めていただきたいと思います。 

ぜひ皆さんお誘いあわせの上、ご参加ください。 

2022年 11月 10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：壽時・渡部） 

 

中央南地区会 望年会(12/５)出欠回答 締切:11/29(火) 

□ 出席    □ 欠席 
 

会社名                 役職            名前                       
ぜひお知り合いの方もお誘いください！ 

会社名                 役職            名前                       

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

※12 月 1 日からのキャンセルについては、キャンセル料を申し受けます。ご了承ください。 

※会費について、今回は会場受付で現金にて申し受けます。ご準備をお願いいたします。 

※新型コロナの感染状況により、開催形式を変更する場合がございます。 

～浅草老舗店、手土産を・・～ 

大 
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2022年11⽉14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 委員⻑ 久保 毅仁
事務局TEL︓011-702-3000

こんな方に
おススメです

「同友会に⼊会したけど、どこから参加すれば良いの︖」
「会合の案内が多すぎて何に参加すれば良いかわからない…」
「同友会の仕組みが良くわからない…」などの疑問をお持ちの皆様

組織・企画委員会では新会員の疑問にお答えするオリエンテーションを開催しています。
まずはオリエンテーションに参加して、同友会活⽤の⼀歩を踏み出しましょう︕

札幌支部新会員オリエンテーション

◇と き：12月７日（水） 18：00～１９：３0

◇ところ：グランド居酒屋富士 すすきの店（中央区南5条西4丁目 富士会館ビル）

◇参加費：500円（備品使用料等として）※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

◇テーマ：「皆さんが所属している「地区会」って

どんな活動をしているの？」

◇報告者： 白石・厚別地区会会長 若山 英史 氏

（（株）若山建設 代表取締役）

■懇親会：例会終了後、同会場で行います

■懇親会費：4,000円

【タイムスケジュール】
18：00 開会

若山氏報告
18：20 グループ懇談
19：05 グループ発表
19：20 同友会紹介
19：30 挨拶／閉会
19：40 懇親会開会
21：00 懇親会閉会

FAX返送先︓011-702-9573 (担当:⼭崎)

【企業名】 【役職】 【⽒名】

□ 懇親会に出席します □ 懇親会は⽋席します

12/7 Guide to the Doyu 参加申込書 （締切11/30）

※当日現金で頂戴します
※締切後のキャンセルは、キャンセル料が発生する

場合がございます
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2022年 11月 9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 

 農業経営部会 望年会（１２/7） 締切（１２/２（金）18：00）   

□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（佐藤）まで TEL：011-702-3000 ▼FAX：011-702-9573 

日 時：1２月７日(水)18：30～2０：３0      
会 場：ANA ホリデイ・イン札幌すすきの 2 階  

オールデイ・ダイニング Verde 
（札幌市中央区南 5 条西 3 丁目） 

参加費：5000 円（食事代として） 

 
 
※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。 

（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 

農業経営部会 望年会のご案内 
 

12 月の望年会は、今年の学びや、良かったこと・悪かったこと、来年への

抱負などを参加者の皆様からそれぞれお話しいただきたいと思います。

情勢の目まぐるしい変化が続く一年間を振り返り、来年を望む望年会にし

ましょう！皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

タイムテーブル（予定） 
18:30～開会・会長挨拶・乾杯  
        ご歓談 
19:00～「1年の振り返り・来年への抱負 1分間スピーチ」 
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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 

 

白石・厚別地区会 2022 望年会 

白石・厚別地区会では今年の締めくくりにリアル望年会を開催いたします。今回はただ

お酒を飲むだけでなく、9 つのテーマでそれぞれグループディスカッション・近況報告を

し、他企業の取り組みから学びながら懇親を深める会です。ぜひとも様々なテーマで今

年 1 年を語り合いましょう！お知り合いの地区会員、会員でないゲストをお誘いあわせ

の上ご参加ください！ 

2022 年 11 月 12 日  白石・厚別地区会   会長   若山 英史 

【日時】12 月 8 日（木）  【会場】グランド居酒屋富士 
18:00～21:00            （中央区南 5条西 4丁目） 

【会費】5,000 円（懇親会代として） 
※12 月 6 日以降のキャンセルはお食事代 5,000 円頂戴する場合がございます。 

【ディスカッションテーマ】 
お申し込みの際に参加したいテーマをお選びください！ 
※当日各グループに担当の進行役が付きます。 

0. 特に希望テーマなし（担当者でグループを振り分けます） 
1. 経営者の時間の使い方、作り方はどうしていますか？ 
2. 今までの一番の危機は何ですか？ 
3. 同友会に入会して思うことは何ですか？ 
4. 社員のモチベーションを上げ続けるにはどうしたら良いですか？ 
5.「懺悔を：ザンゲを」今年のグッド＆バッドは何ですか？ 
6. セクハラ・パワハラで思うことは何ですか？ 
7. 行政に立ち向かう中小企業ができることはどんなことがありますか？ 
8.「ありがとう」会社を経営してきて感じた「感謝」を共有しませんか？ 
9. 会社経営（業務）は、得意分野を伸ばすべき？底上げを図るべき？ 

出欠回答白石・厚別地区会 2022 望年会（12/8） 

□参加します（参加したいテーマを第一、第二希望まで入れてください）  □欠席します 

会社名                       役職               

氏名             ディスカッションテーマ第一希望（  ）、第二希望（  ） 

お知り合いの方もぜひお誘いください！  会社名                          

役職            氏名           テーマ第一希望（  ）、第二希望（  ） 
申込締切 12/2（金）18:00  ▼FAX：011-702-9573（事務局小西） 

〈タイムスケジュール〉（予定） 
18:00【第一部】 

グループディスカッション 
18:30【第二部】 

懇親会（発表、新会員紹介等） 
21:00 閉会 

※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。 

※申込状況によっては他のテーマのディスカッションへのご参加をお願いする場合がございます。 
お声がけがあった場合はご協力よろしくお願いします。 
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東地区会 望年会 

 

笑う門には福来たる!! 
 

～  来年もみんなで福を呼び込もう ～ 
 
 
 
 
 

2022 年 11 月 11 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 
 

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 今年を振り返り、来年にむけての新たな一歩を踏み出すた

めに、感染対策をしっかり取りながら望年会を開催します。

美味しいお酒を飲みながら、語り合う楽しいイベントが盛り

だくさん！ 

ぜひ、お知り合いの経営者をお誘い合わせの上、奮ってご

参加下さい！！ 

  
出欠のお返事は 12月 2日（金）までにお願いいたします 

  

東地区会 望年会 出欠回答（12／8） 
  

 □参加します（  名）     □参加できません 
 

  
貴社名              お役職       お名前             
貴社名              お役職       お名前            

   

 

お問い合せは：一般社団法人北海道中小企業家同友会（事務局・中村） 

TEL：011-702-3000   FAX：011-702-9573 

と き；１２月８日（木）１８:３０～２０:３０ 

ところ；おたる別邸（札幌市中央区南４条西４丁目１１ すずらんビル ８階） 

参加費；６，０００円（飲食代等として） 
※12/5 以降のキャンセルは全額申し受けます。 
※参加費は会場受付で申し受けます。 

＜タイムスケジュール＞ 

18:30～開会 

乾杯 会食 

19:15～余興 

20:30～閉会 

 

当日はゲームの景品として 1,000 円程度

のプレゼントをお一つご用意ください！ 

お手元にあるもので構いません。 

３年ぶりの望年会開催！ 

皆さんで集まりましょう！！ 
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西・手稲地区会 12月例会

大望年会！！のご案内

2021年11月12日
(一社)北海道中小企業家同友会
西・手稲地区会 会長 加藤 景

西・手稲地区会望年会(12月例会) 出欠回答表

□出席します ・ □欠席します

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）

回答締切日 12月1日 18:00

912/
2022

会 場：ミュージック・スペース パール
西区琴似２条２丁目２−２４ 琴星ビル

参加費：7,000円(食事付き。領収書は店舗から発行します)
※コロナウイルス感染時状況により、開催内容を変更する可能性があります。ご了承ください。

(金)

激動の2022年も終わろうとしていますが、時代は感染対策をしながら交流をする「With

コロナ」の時代になってきました。2022年は毎年恒例の望年会を「ミュージック・ス

ペース パール」にて開催いたします。紅白歌合戦など、工夫を凝らしたプログラムを考

えていますので、当日のお楽しみにしていてください！大忘年会で今年を振り返り、年

末の忙しさを乗り切るためにチャージをして、良い年を迎えましょう！！

～あなたの魂の歌声で、コロナもインフレも吹き飛ばせ！！～

☆我こそは！の演者募集！！
★仮装参加大歓迎です。加点対象！！
☆豪華景品有り

18時開始
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日 時： 12 月９日 (金) 18：30～20：30 

会 場： 日本酒 みずどり 
(札幌市中央区南 3 西 3 プレイタウンふじ井 5F) 

会 費： 6,600 円 (飲食代等として。領収証はお店から。釣銭の出ないようご準備ください。) 

※準備の都合がございます。12 月 5 日（月）までにご回答をお願いします。  
※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。予めご了承ください。 

※参加者それぞれが来年の抱負を語っていただく「１分間スピーチ」を予定しています。 

 

皆様におかれましては、お元気にお過ごしのことと存じます。 

新型コロナ感染の影響が徐々に落ち着いてきている中、円安や物価高、原材料高騰の影響等が顕

著になってきました。一方で、経済活動が戻りつつある中で、12 月は皆様で集まって来年の展望を

語り合いたいと思います。 

今年地区会で行った例会や、10 月に開催された札幌道研を振り返りながら、2023 年に向けて展

望を一緒に描いてまいりましょう。皆様のお越しをお待ちしております。 

南地区会望年例会 出欠回答（12/9） ※締切（12/5） 

□ 出席します       □ 欠席します 

 

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） 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

南地区会望年例会 
 

 

－2023年の展望を語る－ 
 

 2022 年 11 月 11 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  
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2022年 11月 15 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 
℡(011)702-3000 

担当幹事：榎本洋、荒井純一、大野頌 

 
中央北地区会望年会(12/9)出欠回答 

 
 

□出席します  □欠席します 

□中北ベストボディ大会にエントリーします 
   

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) 

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

★12 月 4 日(日)までにお申込みください 

開催 

日時 12 / 9 (金) 

参加費 7,000 円(飲食代、景品代として) 

18:30 ～ 20:30 

 

※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。 

スタンピーズカフェ＆ダイニングバー 
(中央区北 4 条西 2 丁目 1-2 キタコートレードビ B1 

TEL: 011-205-3177) 

会 場 ＜各賞＞ 

中北ベストボディグランプリ 

中北ベストボディ準グランプリ 

ベスト癒やされボディ賞 

ベスト水着賞 

審査委員長特別賞 
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中央西地区会望年会(12/9)出欠回答  

□出席します  □欠席します 

★協賛品募集︕お出しいただける方はご記入ください(品名︓               ) 
  
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 

★12月 1日(木)までにお申込みください 

会 場： 

ホテルモントレエーデルホフ札幌 
12 階ワグナー 

(中央区北 2条西 1丁目 1) 

会 費：10,000 円(飲食代、景品代として) 

日 時： 
12/9(金) 

18:30～20:30 

今年の望年会のテーマは「中西カップ・スポーツ大会」 

2022 年の締めくくりに 

スポーツにちなんだ楽しい企画を 

予定しています。 

テーブル対抗のゲームで、 

豪華景品をゲットしましょう！ 

ゲストの方の参加も大歓迎ですので、 

ぜひお声かけください。 

中央西地区会望年会 
2022 年 11 月 4 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：小原慎也、小林信子、武山大祐、芳賀直史、鈴木暁彦、平塚智恵美、藤枝臣春、安富聖慈、小田晃広、金城錦花、加藤真紀 

℡(011)702-3000 

※締切後のキャンセルはキャンセル料をいただく場合が 

ございます。ご了承ください。 

【会場では下記事項にご理解・ご協力をお願いいたします】 

★リラックスした服装でご参加ください。 

★会場ではテーブルへのパーテーション設置をはじめとする 

感染症対策を十分に行い、皆様が安心して参加できるようにいたします。 

﹁
優
勝
﹂ 

み
ん
な
の
好
き
な 

言
葉
で
す 
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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  

江別地区会 2022 望年会 

 

2022年 11月 17日 

江別地区会 会長 前田 昭二 

江別地区会の皆様におかれましては、ますますご活躍のこととお喜び申し
上げます。 
江別地区会ではここ 2 年間オンライン望年会を行いましたが、今年は 3 年
ぶりとなるリアル対面形式で開催いたします。2022 年の締めくくりにぜひとも
ご参加ください。お知り合いの経営者の方や社員の方のご参加も大歓迎で
す！ぜひお誘いあわせの上ご参加下さい！ 

と き：  12月 10日(土) 18：30～20：30 

ところ：ホテルリボーン野幌 1F レストランピカタ 
    （江別市東野幌本町 6-43） 

会費：5,000円（懇親会費として） 

。 
 ※ご回答はMydoyuまたはＦＡＸにて 12/8（木）迄に事務局（担当；小西貫太）へお願いします。 

 12/8(木)以降のキャンセルは全額頂戴する場合もございます。ご了承くださいませ。 

江別地区会 2022望年会（12/10）出欠回答 

□出席します（   名）   □欠席します 

会社名                                            

お役職       氏名                                   

お役職       氏名                                   

 

返信先 ▼ＦＡＸ 011-702-9573（12／8迄） 
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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 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 

 望年例会のご案内 

今年 1年なしてた？来年からなしたい？（北海道弁） 

3 分間スピーチ！！ 
 

 2022年 11月 4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 
担当：恵庭エリア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

                        
準備の関係上、出欠のお返事は１２月１４日（水）12時までにお願いいたします。 

新型コロナウイルスの感染状況によって、内容の変更または中止の場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 返信先：FAX 011-702-9573(担当：佐藤) 

と き：１２月１９日（月）１７:００～１９:００ 

ところ：釜めし いちえ（恵庭市柏木町 3丁目 3番 2号） 

参加費：５，０００円（飲食代として） 

＜タイムスケジュール＞ 

17:00～開会挨拶 

18:00～参加者スピーチ 

19:00～閉会 

 

 
千歳･恵庭･北広島･長沼地区会 望年例会（１２/１９）出欠回答 【締切 12/14 12 時】 

※締切以降のキャンセルは飲食代を申し受ける場合がございます。ご了承ください。 

 
□ 出席します  ／  □ 欠席します 

 
会社名                          役職                     氏名                   

＜ゲスト＞ 

会社名                          役職                     氏名                   

 

コロナウイルスのワクチン接種も進み、感染対策が行われながら

ようやくイベント等が通常開催されるようになってきました。 

会社を、そして経済を回すために今年 1 年何をしていたか、そし

て来年の目標を語れる例会にしたいと思います。 

いちえのおいしい料理を楽しみつつ、お互いの労をねぎらいなが

ら貴重な交流の場を楽しみましょう！ 

16



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 0 2 2 年 1 １日 １ ８日 

北地区会 会長 小野 浩二 

 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部   

今年も望年会の季節がやってまいりました。 

社員の方やお知り合いの経営者のご参加も大歓迎です！ 

皆様と一緒に、202３年の展望を語り合いたいと思います！ 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 
 

■日  時 ： 12 月 19 日（月）18：０0～20：００ 

■会  場 ： 札幌サンプラザ 1階 レストラン 「アヴァンクール」 
（札幌市北区北 24条西 5丁目   TEL: 011-758-3108） 

12/19  北地区会 12 月例会 望年会 出欠回答用紙 ＜締切：12/15（木）＞ 

□出席します。 

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。 

■参加費 ： 5,000円  ※ホテルの領収書。 当日、会場にて現金でお支払いください。 
                

【企業名】                              【役職】                       【氏名】                      

 

※12/16（金）18時以降のキャンセルは参加費全額を申し受けます。予めご了承下さい。 

★★プレゼント交換会を行いますので、 

1,000 円程度のプレゼントをご持参ください★★ 

 

【企業名】                              【役職】                       【氏名】                      

【企業名】                              【役職】                       【氏名】                      

■定  員 ： 30 名  
      

※先着順。  

※新型コロナ感染防止対策として参加人数を制限させていただきます。 
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2022 年 11 月 8 日  

 豊平・清田地区会 会長 富田 訓司   

TEL 011-702-3000 

 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

豊平・清田地区会１２月望年会のご案内 
 

12 月は望年例会を開催いたします。道産食材を中心に『日本の文化』と『フランス料理の

伝統』の味覚の融合と大倉山ジャンプ競技場の眺望を楽しめるレストランで親交を深め、新

年へ向けた展望を語り合いましょう！ 

◆と き：12 月19 日(月) 

         18：30～20：30 

◆ところ：ヌーベルプース大倉山 

      (札幌市中央区宮の森 1274 

 札幌オリンピックミュージアム 

 アネックス 2F) 

◆参加費：10,000 円 
(税込・飲み放題付、領収書は会場から発行) 

申込締切：11 月 30 日(水) 

※12/3(土)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。 

※新型コロナの状況により企画を変更、または中止 

する場合がございます。 

＜レストランのご紹介＞ 

生産者の思いも込めた、ジャパニーズフレンチ。北

海道の生産者が育んだ食材の持ち味を活かし、伝

統を守りながらも自由な発想で一皿に向き合い、

さわやかな風のような、日本人に美味しいフラン

ス料理を提供されています。（ホームページより） 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
豊平・清田地区会 12月望年会(12/19) 出欠回答（回答締切：11/30） 

□ 出席します   □ 欠席します 

会社名                           お役職              氏名                   

ゲストのご参加もお待ちしています！ 

会社名                           お役職              氏名                   

 
▼FAX 返信先 011-702-9573(担当：渡部) 18



 

 

 

 

2022 年 9 月 1 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 

全道共同求人委員会 委員長 敬禮 匡 

札幌支部共同求人委員会 委員長 上原 伸也 
 
同友会会員企業の内定者を対象に「内定者フォローアップ研修会」を開催します。内定者との関係を保ちつつ、
内定者の不安を少しでも払拭し、また社外同期づくりと社会人としてのイメージづくりをする絶好の機会とし
て、ぜひご利用下さいませ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研

修

内

容 

11 月 22 日（火） 1２月 20 日（火） 1 月 17 日（火） ２月 17 日（金） 

・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～ 

オンライン開催 

 

・先輩社員講話 

～働く意味～ 

・グループワーク 

～働くということ～ 

オンライン開催 

・経営者講話 

～私の転機～ 

・グループワーク 

～私のキーワード～ 

対面開催 

 

・先輩社員講話 

～職場の実際～ 

・グループワーク 

～コミュニケーション～ 

対面開催 

ファシリテート：しごとつくる株式会社 代表取締役 本宮 大輔氏 
 

内定者フォローアップ研修会  参加申込書  
 

会社名                      ご担当            TEL           

ご担当者メールアドレス                                      

▼同伴者 (※日程により同伴者が変更になる場合は、事前にご連絡をお願いいたします) 

所属部署 役職 氏    名 氏名カナ 

    
 
▼内定者 

氏    名 氏名カナ 学校名 年齢 参加日（▼参加希望に○を） 

     ・11/22 ・12/20 ・1/17 ・2/17 

    ・11/22 ・12/20 ・1/17 ・2/17 

    ・11/22 ・12/20 ・1/17 ・2/17 

問い合わせ；TEL.011-702-3416（直）／担当 鈴木    ▼返信先 FAX 011-702-9573 

◆日 程  2022年11 月22 日（火）、12 月20 日（火） ⇒完全オンライン 

 2023 年   1 月17 日（火）、  2 月17 日（金） ⇒対面のみ 

※ 全 4 講ですが 1 講からでも参加可能です。 
   

◆時 間 各日1３：３0～1７：00 

◆会 場 11、12 月 ⇒Zoom （一人一台、ZoomID 等は開催日数日前に資料と一緒に送付） 

1、2 月  ⇒デ・アウネさっぽろビル 1 階 101 
（札幌市東区北 6条東 4 丁目）  

 ※1、2 月は会場参加ですが、感染症の状況次第でオンラインへの移行やテーマ変更があります。 
 

◆参加対象 2023年春卒業予定の内定者（専門学校生以上、高校生は対象外です） 

◆参 加 費 3,000円（1 講義 1 名につき） ※同伴者は無料  ※請求書は最終講修了後に送付します 

◆申込条件 教育担当者または先輩社員 1 名の同伴参加が必須 
※同伴者は内定者と共に研修を受講し、ご自身の社会人としての経験談をお話しいただく場合がございます。 

◆会場定員 40名（先着順、同伴者含む） ※Zoom の場合は定員なし 
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　報告①：　㈱どんぐり　社長　野尻雅之氏

　　　　　　　　（親族承継　２代目経営者）

創業1983年、資本金1,000万円、従業員400名、パン、調理パン、菓子等の製造販
売。札幌市内に10店舗を展開。野尻氏は1978年札幌生まれ。31歳で父親から社長
を引き継ぐ。同友会には1999年に入会。同友会大学53期卒業生。

　報告②：㈱北海道建設新聞社　社長　小泉昌弘氏

　　　　　　　　（幹部承継　５代目経営者）

1958年創刊、道内全域で朝刊を発行。従業員数約120人。発行部数約１万部、年
商約13億円。小泉昌弘氏（6４）は2019年5月に５代目社長に就任。建設業を中
核として地域経済、産業の専門報道に取組む。「e-kensin」で、電子地図を使ってニュー
ス等を提供するWebビジネスを展開。社員が誇りを持って成長する組織を目指している。

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

④大きな時代転換に求められる経営者の姿勢
⑤次なるバトンタッチのために取り組んでいること

　日　時／ 2022年12月21日 （水)　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
　会　費／ １,０００円（後日請求書をお送りいたします。)
　プログラム／報告　各45分 ・質問タイム30分　　申込締切日／12月16日（金）
　終了後希望者対象／17：30まで報告者との個別相談会　18：00から懇親会を予定

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（12/21）参加申込   ▼ＦＡＸ 011-702―9573

□参加します　➜（□会場・□Zoom）　　□懇親会18:00～➜（□参加・□不参加）

③新たに取り組んだ事業

同友会事業承継支援相談窓口「つなげる」企画

12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。
　12月はお二人の後継体験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。

　　テーマ：後継者が語る承継体験と新たな事業展開
～承継を前進の契機とするために～

＜お話しのポイント＞
①先代に「こうしておいてほしかった」と最も強く思ったこと
②社長になるために「準備すべきだったこと」とは

２０２２年１１月８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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