
同友会これからの企画 (2023.2.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

2/1 19:00 経営厚生労働委員会2月学習会 Zoom

テーマ;人が定着し輝くための職場づくり（深堀り編）
　　　「経営者が知っておくべきリテラシー①
　　　～安心・安全な職場づくりに必要な労災対策の土台は
　　　　　　　　　　　　　　　健康診断からはじまる～」
報告者;NPO法人未来の職場
　　　　　　　　　　　理事長（産業医）　藤川　恵子 氏

2/2 18:00 第71期同友会大学公開講座
デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;激動する日本と地域
講　師;京都大学　名誉教授　岡田　知弘 氏

2/6 18:00 第71期同友会大学第6講
デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;中小企業憲章と中小企業振興基本条例
講　師;北海学園大学経済学部　准教授　大貝　健二 氏

2/6 18:30 中央南地区会2月例会
グランド居酒屋
富士

テーマ;皆さんは何のために経営していますか？
　　　～経営指針研究会での学びをお話します～
報告者;㈱Bloom　代表取締役　佐藤　大介 氏

2/7 18:30 北地区会2月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;経営指針は経営の基本
　　　理念とビジョンが企業発展のカギ
研究会報告;㈲赤塚板金工業　代表取締役　赤塚　仁紹 氏
　　　　　㈱遠藤木型　代表取締役　遠藤　俊一郎 氏
実践報告;㈲機弘社　代表取締役　前田　昭二 氏

2/8 16:00 HoPE2月例会
北海道大学FMI
またはZoom

テーマ①;北海道大学が取り組む道産ワイン振興とその未来
報告者;北海道大学大学院農学研究院教授
　　　北海道大学北海道ワイン教育研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　曾根　輝雄 氏
テーマ②;料理とワインを楽しみ、つながる人の輪と場
報告者;北海道大学産学・地域協働推進機構
　　　社会・地域創発本部本部長特任教授　吉野　正則 氏

2/8 18:00
同友会のトリセツ・部会編
With the Doyu
(札幌支部会員サポート企画)

同友会ホール
AB

登壇部会;青年経営者部会未知の会
　　　　後継者ゼミナール起望峰、国際ビジネス研究会
　　　　農業経営部会、無二の会

2/15 16:00 西・手稲地区会2月例会
グランド居酒屋
富士

テーマ;経営指針研究会ってどんなところ？
　　　～委員長・サポーター・研究生の
　　　　　　　　　　　　それぞれの視点から～
報告者;㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏
　　　㈱ライトン　代表取締役　竹内　康 氏
　　　石田製本㈱　代表取締役　石田　雅巳 氏

2/16 13:30
2023年度共同求人活動
オリエンテーション＆新卒採用学習会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

第1部オリエンテーション
1.共同求人活動の歴史と意義・目的
2.昨今の求人情勢
3.今年度の活動内容
4.質疑応答、他説明
第2部新卒採用ノウハウ学習会
テーマ;新卒採用・・どこから始めるか？！
　　　～各社の具体的事例から学ぶ～
報告者;㈱ティーピーパック　総務部部長　上村　貴宏 氏
　　　㈱内池建設
　　　　　　取締役管理部・事業戦略室　森下　豪悠 氏

2/16 18:00
ゼロカーボン北海道研究会2月例会
(とかち支部環境部会との合同例会)

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;ソーラーシェアリングと
　　　　　　　　　　　有機農業の融合による地域再生
報告者;市民エネルギーちば㈱
　　　　専務取締役/環境事業部本部長　宮下　朝光 氏

2/16 18:00 第71期同友会大学第7講
デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

テーマ;北海道農業の現状と課題
講　師;浜中町農業協同組合　会長理事　石橋　榮紀 氏

裏面もご覧ください
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2/17 14:00
「つなげる」
2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;「事業承継ファンド」の活用事例に学ぶ
　　　～北海道ベンチャーキャピタル(株)の
　　　　　　　　　　　　　事業承継サポート事例～
事例報告;㈱シオン　代表取締役会長　関口　ひろみ 氏
支援報告;北海道ベンチャーキャピタル㈱
　　　　　　　　　　　　代表取締役　浦田　祥範 氏

2/17 13:30
共同求人委員会
内定者フォローアップ研修会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101
またはZoom

研修内容;・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～
ファシリテート;しごとつくる㈱
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　本宮　大輔 氏

2/17 16:00
第19期経営指針研究会＆
第3期実践ゼミ合同報告会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室102
またはZoom

.

2/20 15:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
2月オープン例会

㈱砂子組 札幌
本店 会議室ま
たはZoom

テーマ;最先端技術で人財育成
　　　～地域と共に歩む未来型企業の今を知る～
講　演;㈱砂子組　執行役員　企画営業部部長 兼
　　　　　　　　　　ICT施工推進室室長　真坂　紀至 氏

2/20 18:30 豊平清田地区会2月例会 クラブチャイナ

テーマ;若者が選ぶ就職の現状
　　　～現役の大学キャリア支援センター長が語る真実～
報告者;札幌国際大学　キャリア支援センター長
　　　　　　　　　　　　法人事務局次長　平塚　彰 氏

2/21 18:30 中央西地区会2月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;先進技術で成長するDXテックカンパニー
　　　～なぜ先進技術なのか なぜ成長し続けるのか～
報告者;㈱インプル　代表取締役　西嶋　裕二 氏

2/21 18:30
インクルーシブ委員会
障がい者や就労困難者の雇用について
本音で語り合う討論会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室101

テーマ;なぜ働けない！?
　　　障がい者や就労困難者の雇用について考えよう
報告①;障がい者雇用の現状について
　　　NPO法人障がい者就労支援の会
　　　　　　　あかり家施設長　妻倉　ゆかり 氏
報告②;刑余者の雇用の現状について
　　　たちばな法律事務所　弁護士　橘　功記 氏

2/21 18:30 後継者ゼミナール起望峰2月例会 きものよねや
テーマ;芸者さんに学ぶおもてなしの心
　　　—お座敷体験を通して—

2/22 18:30 南地区会2月例会
ラウンドワン札
幌すすきの店

テーマ;ボウリングでみんな笑顔に！
　　　身体を動かし、親睦を深めましょう！

2/24 18:00 第71期同友会大学第8講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道観光と地域づくり
講　師;(一社)倶知安観光協会　前会長　本田　哲 氏

2/24 18:30 中央北地区会2月例会
スタンピーズカ
フェ＆ダイニン
グバー

テーマ;同友会の経営指針って何だろう？
報告者;㈱ケルプ研究所　代表取締役　福士　宗光 氏

2/24 18:30 江別地区会2月例会
江別市勤労者研
修センターまた
はZoom

テーマ;江別進出企業の取り組みから学ぶ障がい者雇用
報告者;北海道はまなす食品㈱　代表取締役　渡邊　浩司 氏

2/27 18:00 第71期同友会大学第9講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;「少子化する高齢社会」と北海道
講　師;北海道大学　名誉教授　金子　勇 氏

2/27 18:30
女性経営者部会2月例会
わたしの履歴書④

デ・アウネさっ
ぽろ会議室205
またはZoom

テーマ;業界のマイノリティだからこそ
　　　　　　　気づけたこと、戦ってきたこと、克服の過程
報告者;㈱防災コンサルタント
　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　馬場　暁子 氏
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2/27 18:30
農業経営部会2月例会
第3期農場指針研究会報告会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102B

報告者;ファームみやざわ　代表　宮澤　徳夫 氏
　　　Kasai farm　代表　葛西　正和 氏
　　　かねこ農園　代表　金子　昌平 氏
　　　髙野農場　代表　髙野　龍一 氏
　　　㈱三木田　代表取締役　三木田　佑介 氏
　　　㈱工藤商事　代表取締役　工藤　英人 氏

2/28 18:30 東地区会2月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;上手な司会、楽しい討論を体験し、
　　　学びと実践のサイクルでよい会社づくりを目指そう！
話題提供;㈲谷越印刷　代表取締役　谷越　律夫 氏

2/28 18:30
白石・厚別地区会＆中央東地区会
合同2月例会

グランド居酒屋
富士

テーマ;経営指針の成文化と実践で会社がどう変わるのか？
　　　変えていくべきか？
　　　～激動の時代を生き抜く観光バス・すすきの飲食店の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実践報告から学ぶ～
報告者;時計台バス㈱　代表取締役社長　木村　高庸 氏
　　　時計台バス㈱　常務取締役　南部　武人 氏
　　　㈱GIF カンパニー　代表取締役　福田　広 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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一般社団法人北海道中小企業家同友会／同友会大学同窓会共催 

第 71期同友会大学 公開講座 

 
2022年 12月 28日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 
同友会大学 学長 福山恵太郎 

同友会大学同窓会 会長 前田  昭二 
TEL011-702-3411 FAX702-9573 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆と  き：2023年２月２日(木) 18：00 ～ 21：00  
◆ところ：デ・アウネさっぽろ1階101号(定員68名)、またはzoomでのオンライン参加(定員100名) 

（札幌市東区北 6条東 4丁目 1-7、電話 011-721-1101） 

  ◆会 費：3,000円（第 71期同友会大学受講生は無料) 

※会費は公開講座終了後にご請求致します。 
 

長引くコロナ禍に加え、原油や原材料、電気料金の高騰。混とんとした情勢のもとで迎える新年。

政府が閣議決定した 2023 年度予算案では、過去最大 26％増もの防衛費を計上する一方、中小企

業や農林水産関係予算は減額し、新たな国民負担増まで想定されています。日本経済と中小企業経

営、地域経済の前途に、果たして何が待ち構えているのでしょうか？ 

そこで、地域経済に詳しい岡田氏を今期も招き、激動する世界と日本の情勢を正確につかむと共

に、日本経済と中小企業経営の活路を、地域の視点から展望します。(岡田氏は会場で講演予定) 

新年の経営戦略を考える絶好の機会です。経営者・社員揃って、ぜひご参加ください！ 
 
◎参加申込は 1／26（木）までにＭyDoyu・ＦＡＸ・メール（下記）でお願いいたします。 

 

 FAX 011-702-9573 e-mail; dodaigaku@hokkaido.doyu.jp  担当事務局 小村  

第 71期同友会大学 公開講座（２月２日）参加申込書 

会社名                   送信メールアドレス                            
 

参加者名 お役職 いずれか〇 参加者名 お役職 いずれか〇 

  会場・zoom   会場・zoom 

  会場・zoom   会場・zoom 
                            ＊第 71期同友会大学受講生は、参加申込不要です。 

 

≪テーマ≫ 激動する日本と地域 
～日本経済と中小企業経営の活路～         

≪講  師≫ 京都大学名誉教授 岡田 知弘 氏 
 
＜講師プロフィール＞ 

地域経済学の第一人者。自治体問題研究所前理事長。日本地域経済学会元会長。著書に「地域

づくりの経済学入門 地域内再投資力論」、「災害の時代に立ち向かう 中小企業家と自治体の役

割」、「コロナと地域経済」（共著）、「私たちの地方自治」等多数。2019年 4月より京都橘大学

経済学部教授。20年 4月から同大学地域連携センター長。第 65期同友会大学より毎期講演。 

 

第 71 期同友会大学 1 月 17 日(火) 開講。 

ぜひお申し込みを！ 
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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

中央南地区会２月例会のご案内

◆日 時：２月６日（月）

ゲストの参加もお待ちしています！

企業名： お役職： お名前：

【例 会】１８：３０～２0：0０

【懇親会】20：00～21：30

中央南地区会２月例会は、地区会員でもある（株）Bloomの佐藤社長に報告いただきます。

今年度、札幌支部第１９期経営指針研究会を受講し、昨年４月から約１年かけて経営指針の成文化に取り組ん

できた佐藤社長に、研究会で得た学びや気づきをお話いただきます。コロナ禍に始まり、原材料高騰、物価高、

さらには円安と経営者を取り巻く環境は厳しいですが、こんな時だからこそ自社の経営に向き合ってみませんか。

４月からは第２０期の経営指針研究会がスタートします。経営指針を学びたい方、ご自身の周りで学びを深め

てほしい経営者の方がいれば必見の例会であること間違いなし。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

◆会 場：グランド居酒屋富士（中央区南５西４ 富士会館ビル）

◆参加費：1,000円（例会）／4,000円（懇親会）

※例会費・懇親会費は会場にて申し受けます。
※準備の都合上、2/2以降のキャンセルは参加費を申し受ける場合があります。
※新型コロナの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。

中央南地区会２月例会（2/6） 出欠回答用紙<2/1締切>

【例 会⇒ □出席します・ □欠席します】

【懇親会⇒ □出席します・ □欠席します】

※お問い合わせ先 （事務局 中村）

TEL：011-702-3000 FAX:011-702-9573

皆さんは何のために経営していますか？
～経営指針研究会での学びをお話します～

報告者：（株）Bloom 代表取締役 佐藤 大介 氏

〈タイムスケジュール〉

18:30 開会／会長挨拶
18:35 経営指針とは
※経営指針委員会 工藤委員長

（(株)工藤商事・代表取締役）
18:55 佐藤氏報告
19:35 質疑応答
19:55 会合案内／例会閉会
20:00 懇親会開会
※各ﾃｰﾌﾞﾙでﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
21:30 懇親会閉会

～プロフィール～
1997年に函館高専土木工学科を卒業し、土木設計コンサルタント会社、水理模型実験会

社を経て2020 年に株式会社Bloomを創業。同友会へは21年、株式会社環器の滑川眞永社
長の紹介で入会し、22年4月から第19期経営指針研究会に参加。事業内容は水理模型製作,水
理模型実験,水文・気象・防災・環境調査
【経営理念】
わくわくする気持ちを忘れず、創意工夫のもと技術力を高め、社員みんな、お客様、地域

社会に貢献できる企業を目指します。

2023年1月11日

中央南地区会 会長 江野 英嗣

（担当 松井・佐孝・内田）

企業名： お役職： お名前：
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■日  時 ： ２ 月 ７ 日（火）  18：30～20：５０ 
■会  場 ： 同友会事務所 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）    

２/７   北地区会２月例会 出欠回答 【締切：2/3（金）】 

□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】                      

【研究会報告】 

【メールアドレス】                                    

社員と信頼関係を築き、全社

一丸体制を構築し、自社の方向

性を社内外に示すために欠く

ことができないのが経営指針

（理念・ビジョン・方針・計画）。 

昨年の4月にスタートした第

１９期研究会を修了した北地区

会の赤塚さんと遠藤さんから

研究会での約１年の学びを報

告していただきます。 

加えて、機弘社の前田社長の

自社での経営指針の実践報告

から学びます。 

業務内容：建築板金、屋根・外壁工事 

社 員 数：５名 
 
 

業務内容：鋳造用木型、FRP 等他工業用型樹脂型又発砲スチロ

ール型製作。リバースエンジニアリングも可。 

社 員 数：７名（パート４名含む） 
 
 

（有）赤塚板金工業    代表取締役   赤塚 仁紹 氏  

（株）遠藤木型    代表取締役   遠藤 俊一郎 氏  

 
202３年 1 月１１日 

北海道同友会 札幌支部 

北地区会 会長 小野 浩二   

■参加費 ： 1,000 円 

【実践報告】 

（有）機弘社  代表取締役  前田 昭二 氏 （江別地区会）            

業務内容：杭打ち基礎工事、各種クレーン作業、除排雪 
 
社 員 数：１０名 
 
 

※クレジットカード決済 または 後日請求 
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会社名：           役職          氏名                

ゲスト 

会社名：           役職          氏名               

 

With the Doyu(支部会員サポート企画) 

今回は五部会のパネルディスカッションを開催します。 
委員長がファシリテーターとなってパネルディスカッション形式で各部会のイロハをお伝えします！ 
この機会に同友会を知り部会の楽しさを知って、より楽しい同友会の活動を深めましょう。 
ぜひお気軽にご参加ください！多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

会 費：4,500 円 (例会のみの方 500円) 
※締切日以降のキャンセルは、キャンセル料を頂く場合があります。 

2 月8 日(水) 18:00～19:30 (懇親会 20:00~) 
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) 
懇親会：鳥太郎 札幌駅北口店 

(北区北 7条西 1丁目 2-2 東京建物札幌ビル B1F) 

参加申込書(2/8) With the Doyu 締切 2/1 

□出席(□例会・懇親会両方 □例会のみ)   □欠席 

 

お問い合わせ：(一社)北海道中小企業家同友会事務局  組織・企画委員会担当/山崎 
℡:011-702-3000 

2023年 1月 17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 

FAX 返信先:011-702-9573 

会員と会員をつなぐ交流の場 

パネルディスカッション登壇部会： 

青年経営者部会 未知の会／国際ビジネス研究会 

後継者ゼミナール 起望峰／農業経営部会 

無二の会 
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西・手稲地区会2月例会出欠回答

□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）

経営指針研究会ってどんなところ？
～委員長・サポーター・研究生のそれぞれの視点から～

北海道中小企業家同友会札幌支部

【プロフィール】

2000年4月設立。05年代表取締役に就任。運送事業をメイン

に08年からライジングサンロックフェスティバルの運搬を開

始。建築資材や園芸関連の運搬なども担う。

札幌支部では19年から経営指針委員会の委員長を務める。

2/15 (Wed.)
開催日時

1,000円
（請求書またはクレジット払い）

懇親会参加費

西・手稲地区会 2月例会のご案内
2023年1月13日

西・手稲地区会 地区会長 加藤景

16:00 ～ 18:00

□欠席します
回答締切日 2月9日 18:00

【報告者3名】

株式会社工藤商事 代表取締役 工藤 英人氏

みなさまは経営指針について詳しくご存知でしょうか？

「敷居が高い」とか「恐い」と思われがちな経営指針研究会ですが、今回の西・手稲地区会２月例会で

は、実際どんな活動をしているのか、経営にどう生かされているのかを中心に、工藤委員長、アドバイ

ザー役であるサポーター竹内副委員長、今まさに学んでいる石田研究生、3者それぞれの立場からわかり

やすく語って頂きます。

同友会の理念である「人を生かす経営」の実践に向けどう取り組んでいるのか、その思いに耳を傾け一

緒に考えてみたいと思いますので、奮ってご参加ください。

（株）ライトン 代表取締役 竹内康 氏（経営指針委員会副委員長）

石田製本（株）代表取締役 石田 雅巳氏(経営指針研究会研究生）

（経営指針委員会委員長）

例会＆
懇親会
会場

○グランド居酒屋富士 札幌すすきの店
（中央区南５条西４丁目７）

例会参加費

5,000円（会場で現金払い）

※懇親会18：30～

□出席します □欠席します

例会に

懇親会に

※2月10日以降のキャンセルは全額承ります
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一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部経営指針委員会 

 

 

 

 
    

202３年 1月 20日 
札幌支部経営指針委員会 委員長 工藤 英人 

TEL：011-702-3000 
 

2022 年 4 月からスタートした第 19 期経営指針研究会ではグループの仲間と共に研鑽し合い、自

社の経営指針を作り上げてきました。研究生の皆さんに研究会での学びや気づきなどを報告していた

だきます。また、2019 年から開始した経営指針実践ゼミ第 3 期は 2 年半を経て修了を迎えましたの

で、合同で報告会を行います。経営指針づくりをお考えの方、第 20 期研究会への参加をご検討中の方

は是非ともご参加下さいませ。 
 

◆第 19期経営指針研究会 修了者 （報告順、敬称略） 

   企業名 役職 氏名 

1 石田製本（株） 代表取締役 石田 雅巳 

2 （株）エンウィル 代表取締役 金田 清一 

3 ワコー北成メタル（株） 部長 川田 洋志典 

4 （有）赤塚板金工業 代表取締役 赤塚 仁紹 

5 Ally Japan（株） 代表取締役 池田 市子 

6 時計台バス（株） 常務取締役 南部 武人 

7 フジ総合管理（株） 代表取締役 樋口 直樹 

8 菊地税理士事務所 代表 菊地 正人 

9 （株）建築舎 代表取締役 杉山 聡 

10 シオンテクノス（株） 代表取締役社長 村野 篤 

11 （株）Bloom 代表取締役 佐藤 大介 

12 （株）アイディー機工 代表取締役 井ノ口 挙志 

13 手結整体合同会社 代表 保坂 憲作 

14 幌村建設（株）札幌支店 代表取締役副社長 幌村 佑規 

15 （株）ロハス 札幌本社 常務執行役員 田岸 宏悦 

16 （株）アルガママ 代表取締役 久保 大輔 

17 （株）遠藤木型 代表取締役 遠藤 俊一郎 

18 及川税務会計事務所 代表 及川 恵 

19 時計台バス（株） 代表取締役社長 木村 高庸 

20 （株）補償セミナリー 技術部副部長 本多 賢治 
 

◆第 3期実践ゼミ 修了者 （報告順、敬称略） 

   企業名 役職 氏名 

1 （株）札幌山本養蜂園 代表取締役 久世 雅裕 

2 （株）ほしの 代表取締役社長 星野 浩一 

3 （株）あしだファーム 代表取締役 蘆田 裕介 

4 （株）セイワ商会 常務取締役 中静 一棋 

５ 藤建設工業（株） 代表取締役 工藤 喜作 
 

第 19期 経営指針研究会&第３期実践ゼミ 合同報告会（2/17） 出欠回答 

□出席します （□会場参加 ・ □Zoom参加）        □欠席します 
 

会社名                         お役職                お名前             

返信先：同友会事務局 FAX：011-702-9573                       担当事務局：村井（     011-702-3000） 

【日 時】 

2/17(金) 

16:00～18:50 

【会 場】 

デ・アウネさっぽろ 102 
（札幌市東区北 6 東 4-1-7 1F） 

  または Zoom 

【参加費】  

1,000 円 

 ※クレジットカードまたは後日請求 

 

 
<プログラム> 

15:40  開場 

16:00  開会 開会挨拶 

16:05  研究会修了者 報告 

実践ゼミ修了者 報告 

18:40  サポーター代表 スピーチ 

18:45  閉会挨拶 

18:50  閉会 

第 1９期経営指針研究会 ＆ 第 3 期実践ゼミ 

 合同報告会 

回答期限：2/14 
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（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（担当事務局員:佐藤）/ＦＡＸ:011-702-9573

2/20 千歳・恵庭・北広島・長沼地区例会/懇親会出欠回答用紙 ※締切2/16

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2月オープン例会のご案内

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会の2月オープン例会についてお知らせいたします。

今回は国土交通省 i-Construction大賞で第一回国土交通大臣賞、第三回優秀賞と全国初の２度受賞や、国土交通省の第

一回建設人材育成優良企業表彰で優秀賞など、建設業界で先進的な取り組みを続ける砂子組さんを訪問し、最先端のコンク

リート３Ｄプリンタで制作した製品を見学し、同社の様々な取り組みについてお話を伺います。

＜テーマ＞

最先端技術で人財育成

～地域と共に歩む未来型企業の今を知る～

■講演:株式会社砂子組

執行役員 企画営業部部長 兼 ICT施工推進室室長真坂 紀至氏

プロフィール
砂子組にて、ドローンや3Dデータを活用したICT施工のマネジメント、3Dプリンタなど先端技術などの活用提案、
CI戦略、SNS･HPなどの広報、社内教育を目的としたSUNAGOアカデミーの企画運営などのマネジメントなど
様々な企画を立案実施。外部への情報発信として年間30回程度の講演活動や執筆なども手掛けている。

■日 時：2月20日（月）

〔第１部:例会〕15：00～17：00 〔第2部:懇親会〕18：30～

■参加費：2,000円（ZOOM参加者は1,000円） ■懇親会: 6,000円
※例会・懇親会の当日キャンセルは理由の如何を問わず参加費を頂戴いたします。

※例会参加費：クレジット払いまたは請求書での支払いとなります。

※懇親会参加費：当日会場にて現金でのお支払いになります。

■例会会場：株式会社砂子組 札幌本店 会議室

（札幌市中央区北３条東８丁目１−８−４砂子ビル）またはZOOM

2月例会に□出席します（□会場参加□ZOOM参加）□欠席します

懇親会に □出席します □欠席します

ゲスト参加 役職 氏名 .

※懇親会会場:おたる別亭宴会処

札幌市中央区南4条西4丁目すずらんビル8階
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中央西地区会 2 月例会(2/21)出欠回答 

 

□出席します（□会場  □Zoom）  □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) 

●カメラ・マイクを使用します。 

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。 

 

★2 月 14 日(火)までにご回答ください 

2023年 1月 13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、山下美保子、平塚智恵美、小原木聖、吉田潤生 
℡(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！ 

〜なぜ先進技術なのか なぜ成長し続けるのか〜 

2/ 21 (火) 

またはビデオ会議システム Zoom 

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) 

1,000 円(会場代等として) 

※お支払方法は請求書(1月～3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。 

報 告 者：株式会社インプル 

代表取締役 西嶋 裕二 氏(中央西地区会会員) 

                
企業概要：2011 年 6 月設立。従業員数 80 名。従業員平均年齢 34.5 歳。先進技術を取り込みシステムインテグレーション事業を展開。

クラウド型スキルシート管理サービス「Skill-Repo」やリアル店舗向け DX ソリューション「OneStack」などの自社製品開発も行う。 

増収増益を続け、過去最高売上高を更新中。 

中央西地区会 2 月例会 

18:30 ～ 20:30 

 

 

で 

 

する 

テックカンパニー 

 「先進技術で革命を起こす」という理念を掲げ、変化するニーズに応じた 

顧客の課題解決を提供し成長し続けてきた同社。 

地元札幌にこだわり”上場”を目指して日々成長を続ける 

グロースカンパニー経営者の「想い」と「戦略」から 

マネジメントのヒントを見つけてみませんか。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により 

完全オンラインとする場合がございます。ご了承ください。 
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会社名︓                           役職︓               氏名︓                  

▼ご返信は FAX︓011-702-9573 まで（担当 中村）TEL︓011-702-3000 

参加申込書 インクルーシブ委員会オープン討論会（2/21） 申込締切︓2月 15日(水)18:00 

■日 時︓2023年2 月21 日（火） 
18:30～21:00 

■場 所︓デ・アウネさっぽろビル 1階 101展示室  
            （札幌市東区北 6条東 4丁目 1-7） 
■参加費︓500円（会場代等として） 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 インクルーシブ委員会  

障がい者や就労困難者の雇用について 
本音で語り合う討論会 

2023年 1月 5日 
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部 

インクルーシブ委員長  南部 賢 

 札幌支部会員の皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。 
障がい者や就労困難者といわれる人たちの雇用はなかなか促進されていかないのが現状です。なぜ、働くことができないのか︖

今回インクルーシブ委員会では、そのような人たちの雇用について悩むところやよいところなど、ワールドカフェ方式で気軽に話をして
いただき、一緒に考える機会を設けました。採用難や人手不足が続く現状の中、新たな可能性を皆様で探ってみませんか︖ 

※今回、Zoomはございません。会場参加でお願いします。 
※ワールドカフェ方式（進行役以外の参加者はグループ移動を行う）の討論会
を行います。 

※参加費のお支払方法は請求書（３カ月纏めて請求）かクレジット決済を
MyDoyu よりお選びいただけます。また、会員以外の方は当日受付で申し受
けます。 

 

テーマ︓なぜ働けない︕︖  
障がい者や就労困難者の雇用について考えよう 

報告①︓障がい者雇用の現状について 
           NPO法人障がい者就労支援の会 あかり家施設長 妻倉 ゆかり さん 
報告②︓刑余者の雇用の現状について 

たちばな法律事務所 弁護士 橘 功記 さん 

〈タイムスケジュール〉 
18:30 開会／委員長挨拶 
18:35 雇用状況の説明 

（障がい者・刑余者 各 10分） 
18:55 ワールドカフェの説明 
19:00 ワールドカフェ①（30分） 
19:30 休憩／グループ移動 
19:35 ワールドカフェ②（30分） 
20:05 休憩／グループ移動 
20:10 ワールドカフェ③（30分） 
20:40 グループ内で振り返り・感想 
20:50 閉会／挨拶 

①なぜ「障がい者・就労困難者の雇用」の取り組みが進んでいかないのか。 
②皆さんの考える「障がい者・就労困難者の雇用」の良い点、悩ましい点は。 
③インクルーシブな社会をつくるにはどのようにしたらよいか。 

ワールドカフェ 
セッションテーマ 
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（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　２月例会

2022 年 12 月
後継者ゼミナール起望峰　代表　山美　太生

▼現地集合 ・ 解散とします。 最寄り駅は、 市電 「行啓通」 または地下鉄南北線 「幌平橋」 です。

▼近隣に有料駐車場あり。 ただし、 kitara でコンサートがあると満車の場合がありますのでご注意ください。

▼新型コロナウィルスの状況により、 延期や中止する場合がございます。

起望峰 2 月例会 （2 月 21 日 （火））

出席　　　　　　欠席

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　役職　　　　　　　　　　　　　　　氏名

お問合せ ： 北海道中小企業家同友会　事務局 ： 渡部　TEL011-702-3000

FAX : 011-702-9573　　　【お申込み期日 ： 1 月 15 日 （日）】

出演 ： さっぽろ名妓連

芸者さんに学ぶ
　　　　　おもてなしの心

月２１日（火）２日時 ： １８:３０～

集合 ： きものよねや （南 14 条西 6丁目）

参加費 ：お一人様 5,000 円
（お弁当とワンドリンク付き。 芸者花代込み。）

【さっぽろ名妓連とは】

現在十一名の芸妓が在籍し、 札幌で伝統技能と文化を

継承し、 おもてなしの心を伝えています。

そのうち 3名の芸妓は、 芸妓育成振興会の支援を

受けて育ち、 日々お稽古に励みながら奮闘しています。

●接待の場を体験し、 大切におもてなししたい方への心遣いを学びます。
●これまでと違った新しい分野を体験することで見識を広めます。
●楽しく和文化を体験できます。

—お座敷体験を通して—

料亭などに芸者さんを招いて踊りなどを披露してもらう 「お座敷」。

今回は、 和室を会場にその模擬体験をします。
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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 2月例会 

2023年 1月 16 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 

と き／2 月22 日（水） 

           18:30～22:00 

ところ／ラウンドワン 

     札幌すすきの店 
（中央区南 5 条西 3 丁目 6-1 

℡ 011-520-1022） 

参加費／1,860 円 
※ボウリング２ゲーム・靴代込み。ボウリング 

時の飲食は各自精算。 

※参加費は会場にて各自清算願います。 

 
「ボウリングでみんな笑顔に！身体を動かし、 

親睦を深めましょう！」 
  

久しぶりの方も、新会員さんも

ゲストの方もご一緒に・・・ 

 

2 月例会「南地区会親睦ボウリング大会」出欠回答（2/22） ※締切（2/16） 
 

□ボウリングに参加します     □欠席します 

□懇親会に参加します 

会社名                    役職               氏名                

＜ゲスト＞ 

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） 

 

【タイムスケジュール】 

18:00  会場集合 

18:30  ボウリング大会（２ゲーム） 

19:30  ボウリング終了・懇親会場移動 

20:00  懇親会・ボウリング結果発表 

＜懇親会＞ 

◆会場／夜空のジンギスカン GOGO店 

      （中央区南４西５ F４５ビル１０F） 

◆会費／４，５００円 

22:00  閉会 
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中 央 北 地 区 会 

２ 月 例 会 

同友会の経営指針って何だろう？ 

 

福士氏は 2009 年に父から社長を引継ぎ、案内を見てすぐ第 8 期経営指針研究会を受講。 

コロナ禍で経営指針の大切さに改めて気づきました。 

激動の時代、経営指針はどのように力になるのか？一緒に考えましょう。 

日  時：2 月24 日(金) 

会  場：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ル B1F) 

参 加 費：例会1,000 円／懇親会4,000 円 

2023 年 1 月 25 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 大野頌、赤崎幸三 

℡(011)702-3000 

 

 
中央北地区会 2 月例会(2/24)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) ★2 月 17 日(金)までにご回答ください 

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！ 

例 会 18:30～20:00 

0 懇親会20:00～22:00 

0 

※締切以降はキャンセル料が 

掛かる場合がございます。 

報告者：株式会社ケルプ研究所 代表取締役 福士 宗光 氏 

2010 年入会。2011 年～経営指針委員、2016 年～2018 年経営指針委員長。 

2020 年～東地区会幹事長。 

企業概要：【設立】1978 年【資本金】3,000 万円【従業員数】29 名 

【事業内容】清涼飲料製造、ヨガスクール運営 

＜テーマ＞ 

※例会参加費は請求書(1～3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。 
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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 2 月例会 

「障がい者と一緒に働くための職場づくり」 

日 時：2/24 (金)    18：30～20：30 

会 場：江別市勤労者研修センター または Zoom 
（江別市緑町西１丁目 103 番地） 

参加費：1,000 円（会場費等として） 

※お支払いは後日請求または申込時のクレジットカード決済のみとさせていただきます。 

※締め切り（2/21）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。 

※今回、懇親会は予定しておりません。ご了承ください。 

2 月の江別地区会例会は、労働力不足が問題になっている現代社会において貴重な人材確保の機会である
「障がい者雇用」について、能力開発センター部門で職業訓練を実施し、実際に自社工場等での一般就労
につなげている北海道はまなす食品(株)の取り組みから学びます。障がい者雇用をしていない企業も同じ
社会に生きる人間として共に学びましょう。ぜひお知り合いの方をお誘いあわせの上ご参加ください。 

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 2月例会(2/24)出欠回答 

□出席（□会場 □Zoom）   □欠席 

北海道はまなす食品株式会社 

代表取締役   渡邊 浩司 氏  

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

※締切 2/21(火) 

2023 年 1月 31 日 江別地区会 会長 前田 昭二 

プロフィール/1993 年設立、従業員数 72 名（うち障がい者 27 名）。
事業内容/納豆製造事業、豆菓子・珍味・農産パック事業、障がい者 

特別委託訓練受託事業。 
知的障がい者の多数雇用と職業訓練を目的として設立し、2005 年

に障害者雇用促進法の子会社特例の承認を受け、コープさっぽろの特
例子会社になる。能力開発センターで訓練を終えた修了生は自社をは
じめ様々な企業で活躍中。 

16



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２月例会のご案内

◆日時：2月28日（火）

2023年1月18日
（一社）北海道中小企業家同友会

東地区会会長 柳下 真人

企業名： お役職： お名前：

１８：３０～２0：3０

突然ですが、皆さんはグループ討論はお好きですか。
同友会の例会の魅力の一つがグループ討論です。報告者の話を聞いた後で、その報告から持ち帰るべきもの

をディスカッションを通して確認し、自社で実践する。学びと実践を繰り返して「よい会社づくり」を目指すの
が同友会です。
今回は、昨年開催された札幌道研の分科会部会を担当した谷越印刷の谷越社長から、上手なグループ討論の

進め方についてお話をしていただき、それを踏まえて皆さんでディスカッションを行います。苦手だという方も
この機会にぜひご参加いただき、楽しいグループ討論ができるようになりませんか。
ゲスト参加も大歓迎！お誘いあわせの上、ご参加ください。

◆会場： ﾃﾞ･ｱｳﾈさっぽろﾋﾞﾙ13FホールABまたはZoom
（札幌市東区北６条東４丁目1-7）

◆参加費：１，０００円
※参加費は請求書（３カ月纏めて請求）かクレジット決済をMyDoyuから選択できます。
また、会員以外の方は当日受付で申し受けます。

※準備の都合上、前日以降のキャンセルは参加費を貰い受けますのでご承知おきください。
※Zoomでご参加の方には事前に事務局よりミーティングIDをお送りします。

東地区会2月例会（2/28） 出欠回答用紙<2/22締切>

□出席します（□会場 ・ □Zoom） □欠席します

※お問い合わせ先 （事務局担当：中村）
TEL：011-702-3000 FAX:011-702-9573

『上手な司会、楽しい討論を体験し、
学びと実践のサイクルで

よい会社づくりを目指そう！』

話題提供： （有）谷越印刷 代表取締役 谷越 律夫 氏

〈タイムスケジュール〉

18:30 開会／会長挨拶

18:35 谷越氏報告

19:10 グループ討論

20:00 休憩

20:10 振り返りなど

20:30 閉会

会員以外の経営者の参加も歓迎です！

企業名： お役職： お名前：

★プロフィール★
（有）谷越印刷は1982年設立の印刷業。谷越氏は98年に同友会に入会後、2003
年に代表取締役に就任。06年から東地区会の幹事を務め、16年からは4年間地区
会長を務めた。現在は札幌支部の副支部長。
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白石・厚別地区会 
中央東地区会 
合同2月例会 

  のご案内 

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 
 

2023 年 1 月 31 日 

白石・厚別地区会 会長 若山 英史 

中央東地区会   会長 石井 賢治 

2 月は白石・厚別地区会と中央東地区会の合同例

会を開催します。 

 貸切バス・観光バス事業を行う時計台バスさんと、すす

きので「グランド居酒屋富士」「三海の華」を経営する GIF

カンパニーさんの実践報告から、激動の時代をいかに生き

抜くか改めて考え、終了後は両地区の会員と親睦を深め

て参りましょう。皆さまのご参加をお待ちしております。 

＜テーマ＞ 

経営指針の成文化と実践で会社がどう変わるのか？変えていくべきか？ 
～激動の時代を生き抜く観光バス・すすきの飲食店の実践報告から学ぶ～ 

＜報告者＞ 

時計台バス（株）   代表取締役社長 木村 高庸 氏（白石・厚別地区会） 

時計台バス（株）   常務取締役     南部 武人 氏（    〃    ） 

（株）GIFカンパニー 代表取締役    福田   広 氏（中央東地区会） 

 

と き／2 月28 日（火）18:00 開場 

   例 会：18:30～20:00 

         懇親会：20:10～21:40 

ところ／グランド居酒屋富士 

        （札幌市中央区南 5 条西 4 丁目 富士会館ビル） 

参加費／5,000 円（例会のみ参加／1,000 円） 
 

  ※お支払方法：当日、現金にてお願い致します。 

  ※当日キャンセルは、参加費を申し受けます。 

  ※今回は、会場のみで行います。 

【タイムスケジュール】 
 

18:30 開会、開会挨拶（石井会長） 

18:35 趣旨説明 

18:45 報告①木村氏、南部氏（30 分）  

19:15 報告②福田氏（30 分） 

19:45 総括、例会締め 

19:50 3 月以降の活動案内 

20:00 休憩 

20:10 懇親会開会・乾杯（若山会長） 

21:35 懇親会締め挨拶 

21:40 閉会 

 

白石・厚別地区会、中央東地区会合同 2 月例会（2/28) 【申込締切：2/22（水）】 

 

□例会・懇親会に出席します 

□例会のみ出席します       □欠席します  

会社名                      役職            氏名                      

お問い合わせ：北海道中小企業家同友会 事務局/渡部・小西  ℡011-702-3000  FAX 011-702-9573 
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