
同友会これからの企画 (2023.1.4現在）

月日 開始 会合 会場 概要

1/5 18:30 豊平・清田地区会新年会
グランド居酒屋
富士

.

1/6 13:00 後継者ゼミナール起望峰1月一泊例会
定山渓万世閣ホ
テルミリオーネ

.

1/11 16:00 HoPE1月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ;地方中小企業が挑戦する
　　　産学連携×デザイン経営×マーケティング
報告者;環境大善㈱　代表取締役社長　窪之内　誠 氏

1/11 19:00 経営厚生労働委員会1月学習会 Zoom .

1/16 16:00 2023新春講演会 ロイトン札幌 .

1/16 18:30 2023中央西地区会新年会 ロイトン札幌
テーマ;中央西はみんなが主役
　　　“何がでるかな”サイコロトークで謹賀新年！

1/16 18:30 中央南地区会新年会 ロイトン札幌 .

1/16 18:30 2023中央北地区会新年会 ロイトン札幌
テーマ;元気な顔を揃え
　　　新たな年の飛躍を誓いあいましょう！

1/16 18:30 東地区会新年会 ロイトン札幌 .

1/16 18:30 西・手稲地区会2023年新年会
そばとお酒 小春
びより

.

1/16 18:30 白石・厚別地区会2023年新年会 ロイトン札幌 テーマ;グループ対抗 ミニゲーム対決

1/16 19:00 2023中央東地区会新年会 おたる別邸
テーマ;初詣で恥かいてませんか？
　　　神社にまつわるクイズ大会!!

1/16 19:00 南地区会新年会 三海の華 .

1/16 19:00 北地区会2023新年会
ホルモン専隊も
つレンジャー

.

1/17 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;・経営者講話～私の転機～
　 　　　・グループワーク～私のキーワード～
ファシリテート;しごとつくる㈱
　　　　　　　　　　　　　代表取締役　本宮　大輔 氏

1/17 18:00 第71期同友会大学入学式・第1講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

.

1/17 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
2023年新年会

ベルクラシック
リアン平安閣

.

裏面もご覧ください

テーマ;2023年わが社の経営⼒点を語る
〜激変を乗り切るために何をすべきか〜

報告者;サンマルコ⾷品㈱ 代表取締役社⻑ 藤井 幸⼀ ⽒
㈱ネクサス 会⻑ 曽根 ⼀ ⽒
ティーピーパック㈱ 代表取締役 池川 和⼈ ⽒
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1/18 16:00
共同求人委員会
企業変革学習会

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;野球型からサッカー型へ！自律組織への変革に挑戦！
　　　～魅力ある社風を引っさげて採用市場へ～
報告者;UDトラックス道東㈱
　　　　　　　代表取締役社長　金尾　泰明 氏

1/19 18:00 第71期同友会大学第2講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;激動する世界経済をどう見るか
講　師;北海道大学　名誉教授　佐々木　隆生 氏

1/20 18:30
経営指針員会
経営指針実践セミナー

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;社員と共に進める理念を実現する会社づくり
報告者;㈱テンズホーム　代表取締役   角 航兵 氏
　　　㈱テンズホーム　矢倉　聡 氏
　　　㈱テンズホーム　渡邊　毅 氏

1/24 13:30
全道共育委員会
入社3年目研修

同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;3年目の壁を突き破ろう！
基調報告1;仕事の視点が変わった時、見方が変わった
報告者;㈱climb　部長　岩谷　優花 氏
基調報告2;「報連相」の大切さを痛感
報告者;㈱恒栄工業　設備事業部主任　髙坂　侑司 氏

1/26 18:00 江別地区会新春講演会
セレモニーホー
ルはやし野幌店
またはZoom

テーマ;気球による宇宙遊覧の実現に向けた取り組み
報告者;㈱岩谷技研　執行役員CFO　中園　利宏 氏

1/26 18:00 無二の会2023大新年会 ふくの家たなか .

1/27
～28

. 第71期同友会大学第3講・4講
環境開発工業
㈱、㈱町村農場

テーマ;中小企業は地域に根ざして生きる
講　師;環境開発工業㈱　取締役統括部長　渡辺　隆志 氏
　　　㈱町村農場　代表取締役　町村　均 氏

1/27 18:00 農業経営部会1月例会
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;淘汰の時代の小さくて強い農業
　　　～困難な時代の経営を学ぶ～
報告者;久松農園　代表　久松　達央 氏

1/27 18:30 女性経営者部会1月例会（新年会）
北豆印商店
Cafe&Restaur
ant

テーマ;新たな旅立ち
　　　～卒業する事務局員を囲んで、女性部を語ろう～

1/31 18:30 国際ビジネス研究会1月新年例会
台湾料理REAL
台北

.

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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2022年12月6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

豊平・清田地区会 新年会（1/5）出欠回答 〈回答締切り：12/26〉

□参加します □欠席します

会社名 役職 氏名

会社名 役職 氏名

※お問合わせは同友会事務局まで(担当：渡部)TEL：011-702-3000／FAX：011-702-9573

2023年地区会活動を下記の通りスタートいたします。

干支の卯のように外部環境の変化を乗り越え、飛躍に

向けて大いに語り合いましょう！

皆さまぜひともご予定くださいませ！

■日 時：1月5日（木）18:30～20:30
■会 場： グランド居酒屋富士 (中央区南５条西４丁目富士会館ビル)

■参加費： 4,000円（飲食代として/軽食・飲み放題付）

▶申込締切12/26

▶1/4（水）午後以降のキャンセルは、会費を申し受けます。

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 札幌支部

豊平・清田地区会新年会 のご案内

同日、16:00～16:45二役会

17:00～18:00幹事会を開催いたします

幹事の皆さまはご予定ください

3



◆日 時：1/6（金）～1/7（土）
◆会 場：定山渓万世閣ホテルミリオーネ

（札幌市南区定山渓温泉東３丁目）
・現地集合、現地解散
・お部屋は、男女別でダブルルームまたは4人部屋です

◆参加費：17,000円程度（夕食・朝食付き）
・参加人数により変動いたします

◆持ち物：筆記用具
・消しゴムと鉛筆（または消せるボールペン）、
電卓をご持参ください

※申込締切：12/19（月）
※12/20以降のキャンセルは、参加費を申し受けます
※新型コロナウイルスの状況により、企画を変更する場合があります

2022年12月13日
後継者ゼミナール起望峰
代表 山美 太生

1月例会は、2018年以来4年半ぶりとなる一泊例会を、定山渓で開催いたします！
個室でのお食事のほか、経営シミュレーション体験による勉強会も開催いたします。
ぜひ多くの会員の皆さまのご参加をお待ちしております。

後継者ゼミナール起望峰1月例会（1/6～7)【申込期日：12/19】

□出席 □欠席

会社名 役職 氏名

1月6日(金)～7日(土)

定山渓一泊例会！！

【タイムスケジュール】

1日目（1/6）

13:00 集合
ホテルミリオーネフロント

13:15～17:00
勉強会
テーマ：経営シミュレーション

17:00～18:00
各自チェックイン、自由行動

18:00～ 夕食
20:00頃～ 自由行動

2日目（1/7）

各自朝食・チェックアウト

（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 1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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会場

①Zoomによるオンライン参加（定員100名）

②道総研プラザ1階セミナールーム（定員30名）

(札幌市北区北19条⻄11丁⽬TEL:011-747-0200）

テーマ：地方中小企業が挑戦する

産学連携×デザイン経営×マーケティング

報告者：環境大善株式会社 代表取締役社長窪之内誠 氏

※どなたでもご参加いただけます。

お問い合せは：北海道中小企業家同友会事務局（担当：小村）

〒060-0906   札幌市東区北6条東4丁目1-7 デ・アウネさっぽろビル13階

TEL：011-702-3411   FAX：011-702-9573

1/11 (水)
開催

日時
16:00～ 17:30

産学官連携 HoPE

HoPE１月例会のご案内HoPE１月例会のご案内
2023年最初の例会は、環境大善(株)の窪之内 誠社長(本社・北見)に報告頂きます。同社は、酪農が引き起こす

水質汚染や悪臭被害の改善を目指し、発酵処理による牛尿の無害化と発酵液に含まれる機能性を活用した製品

づくりを通して、地球環境の改善と持続可能な社会づくりを目指しています。 近年では「発酵経営」をキーワード

にリブランディングして商品パッケージも一新し、国内外からも注目されています。

地方に拠点を置きつつ、産学連携を進め、デザイン経営に力を注ぎ、新市場を開拓する同社の挑戦に学びま

す。ぜひご出席ください。

参加費
無料 （交流会はございません）

参加申込書 FAX、もしくはメールにてお申し込みください。申込先➢ hope@hokkaido.doyu.jp

オンライン参加の方に、ZoomミーティングIDをお送りします。メールアドレスをご記入ください

■送信先メールアドレス ： ＠

(一社)北海道中小企業家同友会

産学官連携研究会 HoPE

代表世話人清水誓幸 山本一枝

締切 1/6（金）

HoPE２月例会／2月8日(水) 16時より開催します。報告者は、北海道大学大学院農学研究院
教授 曾根輝雄氏、同大 産学・地域協働推進機構 特任教授 吉野正則氏です。
キーワードは「ワイン」。詳細は改めてご案内しますので、今からご予定下さい！

Zoom ・ 来場

Zoom ・ 来場

プロフィール／1976年北見市出身。大学卒業より18年間ICT機器販売、販売責任者を経て、2016年同社入社。代

表取締役専務を経て2019年2月より現職。北海道で処理が課題となっている牛の尿を微生物で分解し、得られる

液体を消臭液や土壌改良材として利用する「アップサイクル型循環システム」を構築。PR及び広報をメインに担当。

土、水、空気研究所所長を兼任。2018年からアートディレクター鎌田順也氏（KD主宰）とリブランディングに着手。

経営理念「発酵経営」の設定、社名変更、コーポレートスローガン「地球の健康を見つめる」の設定を経て、2021年

9月に商品パッケージのリニューアルを実施。そのパッケージがニューヨークADC賞（The ADC 101st Annual 

Awards)を受賞した他、2022年10月「ブランディング・CI/VI」部門で2022年度グッドデザイン賞を受賞。

主な受賞歴として、「第８回ディスカバー農山漁村（むら）の宝」にて、特別賞（ナイスネーミング賞）、「Forbes 

JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2022-2023」部門賞（ローカルヒーロー賞）を受賞。2022年度よりHoPE世話人。
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2023新春講演会のご案内 
2022 年 11 月 18 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 
代 表 理 事 藤井 幸一 
代 表 理 事 曽根 一 
代 表 理 事 池川 和人 
札幌支部長 横山 敏章  

会員が元気な顔を揃えて新しい年の飛躍を誓いあう、「２０２３新春講演会」を下記の要領にて開催致し 
ます。ぜひ、お誘いあわせてご出席下さいますようご案内申し上げます。 

 

■テーマ  2023年わが社の経営力点を語る  
～激変を乗り切るために何をすべきか～ 

 
■報告者 サンマルコ食品（株）   代表取締役社長 藤井 幸一 氏 

    （株）ネクサス             会 長 曽根   一 氏 
     ティーピーパック（株）      代表取締役 池川 和人 氏 

  
第 8波といわれるコロナ禍に加え、急速に進んだ円安と原材料やエネルギーの高騰は、消費者

物価を押し上げ、不況とインフレの同時進行が懸念されています。2023 年は果たしてどのような年

になるのか。北海道同友会の３代表理事が、危機を乗り切るために自社ではどのような対応をと

り、何に傾注するのかを語ります。 

 
■と  き／ 2023年1月１6日（月） 開会16:00～閉会 18:00 

■と こ ろ／ 
ロイトン札幌 3F ロイトンホール 及び YouTubeLive配信 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場参加は先着順で 200 名を上限といたします。
（札幌市中央区北 1条西 11丁目 電話︓011-271-2711） 

■参加費／ 2,000円 ※1月 6日（金）以降のキャンセルにつきましては、全額申し受けます。 
 ★参加費につきましては請求書をお送りするか、もしくはクレジット決済（只今準備中）が 

可能です。クレジット決済については改めてご案内致します。 
 
※ ご回答は MyDoyu または FAX（011）702-9573、info@hokkaido.doyu.jp までお願いします。 

========================================================= 
２０２３新年交礼会（1/1６）出欠回答 

 
 
□出席します 
 
 
□欠席します 
 
 

貴社名                                  支部・地区会                

ご出席者名 お役職 参加形式 

  会場 ・ オンライン 
  会場 ・ オンライン 
  会場 ・ オンライン 
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2022年12月6日 一般社団法人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

会 員
会社名 役職 氏名

ゲスト
会社名 役職 氏名

▼お申込先FAX 011-702-9573 (申込締切:12月30日)

中央西地区会新年会 出欠回答(1/16開催)

□出席します □欠席します

と
き

一
月
十
六
日(

月)

➡ 2023新年交礼会へ未回答の方は、該当する□欄にチェックをお付けください。

□会場で出席します □YouTubeLiveで視聴します □欠席します

お問い合わせ：一般社団法人北海道中小企業家同友会 中央西地区会担当/山崎直子 ℡:011-702-3000

●16：00～18：00 新春講演会

テーマ 2023年わが社の経営力点を語る
～激変を乗り切るために何をすべきか～

報告者

サンマルコ食品（株） 代表取締役社長 藤井 幸一 氏

（株）ネクサス 会長 曽根 一 氏

ティーピーパック（株） 代表取締役池川 和人 氏

会費：２，０００円
（1/6以降のキャンセルにつきましては全額申し受けます）

●会場 ロイトン札幌3階ロイトンホール
（北1条西11丁目）

及びYouTubeLive配信
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

会場参加は先着順で200名を上限といたします。

＊同友会行事出欠回答サイト『MyDoyu』からも出欠登録できます。

◆北海道同友会の2023新春講演会と
あわせてご予定ください◇

皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。

さて下記の通り「新春講演会」と「中央西地区会新年会」を

開催いたします。

コロナ禍においても中央西地区会は、今年も皆様と

「楽しく」「真剣に」学びと懇親を深めてまいります。

皆様のご参加をお待ちしております。

【18：30 スタート】

会 場：ロイトン札幌
2階リージェント

北1条西11丁目
📞011-271-2711

会 費：7，000円(懇親会費、会場代等として)

＊締切以降のキャンセルは全額を頂戴します。

【20：30 終了】
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、

開催方式や内容を変更する場合がございます。
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2022年 12月 6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 林・佐藤・黒澤） 

会員が元気な顔を揃えて新しい年の飛躍を誓いあう、恒例の「2023 新春講演会」を以下の要領にて開催

致します。ぜひ、お誘いあわせのうえご出席下さいますようご案内申し上げます 

1/6 まで受付中です！【新春講演会】 16：00～18：00    【中央南地区会新年会】 18：30～20：30 

□出席（□会場・□YouTube）□欠席 □出席   □欠席 

企業名                      役職名                お名前                    . 

企業名                      役職名                お名前                    . 

 

 
 
 
 
 

北海道同友会新春講演会＆  

中央南地区会新年会のご案内  
 
 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2023新春講演会・中央南地区会新年会（2023.1.16）出欠回答 
      

 

■日 時：2023 年１月 16 日（月）  開会１６：００～閉会１８：００  

■場 所：ロイトン札幌 3F ロイトンホール 及び YouTubelive 配信  
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場参加は先着順で 200 名を上限といたします。  

（札幌市中央区南北 1 条西 11 丁目 TEL：011-271-2711） 

■参加費：2,000 円 
※1 月 6 日（金）以降のキャンセルにつきましては、全額申し受けます。 また、参加費は請求書もしくはクレジット（只今準備中）が 

可能です。クレジット決済については改めてご案内いたします。 

※今年は新春講演会での懇親会・お食事のご用意はありません。地区会新年会を同日開催しますので、ぜひご参加ください。 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

■日 時：１月 16 日（月）１８：３０～２０：３０  

■場 所：ロイトン札幌 20 階 パールホール 

■参加費：6,000 円（ご飲食代として／領収証はホテルからの発行になります） 

※参加費は会場で申し受けます。お釣りが出ないようにご用意をお願いいたします。 

※締切（1/10・火）以降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。 

新年の抱負を語り合いましょう！皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

中央南地区会新年会 
 

北海道同友会 新春講演会 
 

テーマ／2023年わが社の経営力点を語る  
～激変を乗り切るために何をすべきか～ 

報告者／ サンマルコ食品（株）  代表取締役社長  藤井 幸一 氏 

       （株）ネクサス              会 長  曽根  一 氏 

       ティーピーパック（株）     代表取締役  池川 和人 氏 

 

 

 

 

 

 

 

＜第２部 新年交礼会＞17：30～19：00  

場所：３F ロイトンホール ※名刺は多めにご用意ください。 

第 8 波といわれるコロナ禍に加え、急速に進んだ円安と原材料やエネルギーの高騰は、消費者物価を押し上げ、
不況とインフレの同時進行が懸念されています。2023 年は果たしてどのような年になるのか。北海道同友会の３代表
理事が、危機を乗り切るために自社ではどのような対応をとり、何に傾注するのかを語ります。 

ご返信先：FAX 011-702-9573（担当：中村） 

ぜひお知り合いの方もお誘いください！ 
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↓本新年会の前に開催します。併せてご参加をお願いいたします！ 

【北海道同友会新春講演会】 1 月16 日(月) 16：00～18：00 

◇会場: ロイトン札幌 3F ロイトンホール及び YoutubeLive配信 

◇会費: 2,000 円 
 
【テーマ】 2023年わが社の経営力点を語る ～激変を乗り切るために何をすべきか～ 

【報告者】 サンマルコ食品（株） 代表取締役社長  藤井 幸一 氏 

        （株）ネクサス                会 長  曽根   一 氏 

        ティーピーパック（株）     代表取締役  池川 和人 氏 
※北海道同友会の 3代表理事が、危機を乗り切るための実践を報告します。 

会 場：ロイトン札幌 1F キャッスル 

  (中央区北１条西 11丁目  TEL: 011-271-2711)  

会 費：6,000 円（飲食費として・領収証はホテルからの発行です。） 

＊会費は会場で承ります。お釣りが出ないようにご用意をお願いいたします。 

＊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。 
＊新型コロナウイルス感染症対策を万全に開催いたします。また状況により、やむを得ず中止に 

なる場合がございます。 

参加申込書(1/16・月)  締切:1/10・火 ★お申込み間違いにご注意下さい 

東地区会の「新年会」を下記の通り開催いたします！ 

新年の飛躍に向けて語り合いましょう！皆さまぜひともご予定ください！ 

東地区会新年会(18:30～)→ □出席   □欠席 

※2023札幌支部新春講演会      

□出席→（□会場  □YoutubeLiveで視聴）   □欠席 

お申込先 FAX：011-702-9573    TEL：011-702-3000（中村） 

会社名               役職         氏名              

 

2022年 12月 9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 
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西・手稲地区会 1月例会

2023年新年会のご案内
2022年12月14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・手稲地区会新年会(1月例会) 出欠回答

□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）

回答期限 1月12日 18:00 これ以降の
キャンセルは全額申し受けます。

161 /
2023

会 場：そばとお酒 小春びより
住所:中央区北1条西10-1-3 マーシャルノースビル 1F

参加費： 5000円
(飲み放題付き。領収書は店舗から発行します)

(月) 18 :30～20 :30

2022年も年の瀬となり、街も人も賑やかになってきました。2023年

も引き続き、同友会の仲間と一緒に学び、交流を深めていきましょ

う！

下記の要領で2023年の新年会を開催いたします。皆様お誘い合わせ

の上ご参加ください。

また、当日16:00からは北海道中小企業家同友会の新春講演会も行わ

れますので、ぜひ併せてお申し込みいただければ幸いです。

同日開催 北海道中小企業家同友会 新春講演会
日時：1月16日(金) 16:00～18:00
会場：ロイトン札幌3Fロイトンホール（中央区北1条西11丁目）

＆YouTubeLIVE配信
会費：2,000円（会場費他）

□出席→（□会場 □YoutubeLiveで視聴） □欠席

回答期限 1月6日 18:00
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2022年 12月 13日 
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 会長 若山 英史 

元気な顔を揃え 
新たな年の飛躍を誓いあいましょう！  

 皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。 

さて下記の通り「白石・厚別地区会新年会」を開催いたします。

このような状況ではございますが、賀詞交換の絶好の機会ともな

りますので、ぜひお知り合いの経営者をお誘いあわせの上ご出席

くださいますようご案内申し上げます。 

1/16 白石・厚別地区会新年会（回答締切 1/6） 

□出席します       □欠席します 

会 員 
会社名 役職 氏名 

ゲスト 
会社名 役職 氏名 

 ▼返信先 FAX 011-702-9573（担当：小西） 

日時：2023 年1 月16 日(月) 

            18:30～21:00 

会場：ロイトン札幌 
2F エンプレスホール 

（中央区北 1 条西 11 丁目） 

参加費：7,000 円 
【内訳】飲食費 6,000 円、例会運営費等 1,000 円 

※1 月 6 日以降のキャンセルは全額申し受ける場合がございます。 

※新型コロナの感染状況によって内容等変更する可能性がござ
います。予めご了承ください。 

白厚新年会の前に「北海道同友会新春講演

会」を開催いたします。 

あわせてご参加ください！！！ 

※「新春講演会」未回答の方は、併せてご回答をお願いいたします。（回答締切 1/6） 

□出席（□会場  □YouTubeLIVE で視聴）    □欠席 

☆16：00～18：00 新春講演会 

テーマ 2023 年わが社の経営力点を語る            

     ～激変を乗り切るために何をすべきか～ 

報告者  

サンマルコ食品（株） 代表取締役社長   藤井 幸一 氏 

（株）ネクサス  会長          曽根   一 氏 

ティーピーパック（株） 代表取締役   池川 和人 氏    

会費：２，０００円 
（1/6 以降のキャンセルにつきましては全額申し受けます） 

☆会場 

ロイトン札幌 3 階ロイトンホール及び YouTubeLive 配信 
  （中央区北 1 条西 11 丁目） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

       会場参加は先着順で 200 名を上限といたします。 
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2022年12月14日 （一社）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

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部

2023中央東地区会 新年会

1/16(月）18:30受付開始 19:00～21:00

会場：おたる別邸（中央区南4条西４丁目すずらんビル８F）

会費：6,000円（飲食費、景品代として）

※申込締切１/10(火）、1/11以降のキャンセルは会費を申し受けます。

札幌支部中央東地区会 新年会（1/16） 【申込締切：1/10】

□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 ℡011-702-3000 FAX 011-702-9573

初詣で恥かいてませんか？
神社にまつわるクイズ大会!!

正解者は現金つかみ取りチャレンジ!!
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↓本新年会の前に開催します！併せてご参加をお願いいたします！ 

【北海道同友会 2023 新春講演会】1 月16 日（月）16：00～18：00 

・会 場: ロイトン札幌 ３Ｆロイトンホール及び YoutubeLive 配信 

・会 費: 2,000 円 

【テーマ】 2023 年わが社の経営力点を語る～激変を乗り切るため何をすべきか～ 

【報告者】 サンマルコ食品（株） 代表取締役社長 藤井 幸一 氏 

     （株）ネクサス         会長 曽根 一 氏 

     ティ-ピーパック（株）   代表取締役 池川 和人 氏  
※1 月 6 日（金）以降のキャンセルにつきましては、全額申し受けます。 また、参加費は請求書もしくはクレジット（只今準備中）が 

可能です。クレジット決済については改めてご案内いたします。 

※今年は新春講演会での懇親会・お食事のご用意はありません。地区会新年会を同日開催しますので、ぜひご参加ください。 

 

会 場：三海の華 

  (中央区南 5 条西 4 丁目富士会館ビル 3F TEL011-513-3087)  

会 費：５，５００円（飲食費として。領収証はお店から発行いたします。） 

＊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。 

＊お釣りが出ないようにご用意をお願いいたします。 

＊新型コロナウイルス感染症の状況によっては、やむを得ず中止になる場合がございます。 

2022 年 12 月 12 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 

出欠回答用紙(1/16)  締切:1/10 ★お申込み間違いにご注意下さい 

南地区会は、北海道同友会新春講演会の後に新年会を行います。 

一年の始まりに、美味しいお酒で懇親を深めましょう！ 

多くの皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

南地区会新年会(19:00～)→ □出席 □欠席 

2023札幌支部新春講演会    □出席 →（□会場  □YoutubeLive で視聴） 

□欠席  

お申込先 FAX：011-702-9573    TEL：011-702-3000（中村） 

会社名               役職         氏名              

 

南地区会  

北海道同友会新春講演会の後は！ 
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【北海道同友会／札幌支部 新春講演会】 

■ 日  時：1 月１6 日（月） 16:00～18:00 

■ 会  場：ロイトン札幌 「ロイトンホール」 または YouTube Live 配信 

■ 参加費：2,000 円 

＜テ ー マ＞2023 年わが社の経営力点を語る ～激変を乗り切るために何をすべきか～ 

＜報告者＞サンマルコ食品（株）  代表取締役社長    藤井 幸一 氏 

            （株）ネクサス              会 長    曽根  一 氏 

             ティーピーパック（株）      代表取締役   池川 和人 氏 
 

 

 

１/１６  北地区会 2023新年会 出欠回答 （締切：2023/1/12） 

★北地区会新年会に □出席します      ・       □欠席します。 

 

【企業名】                                   【役職】                      【氏名】                      
≪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 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

2 0 2２年 1２月 1 2 日 

北地区会 会長 小野 浩二   

元気な顔を揃え、新たな年の飛躍を誓いあいましょう！   

  皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。 

さて、下記の通り「北地区会２０２３新年会」を開催いたします。  

賀詞交換の絶好の機会にもなりますので、ぜひともお誘いあわせの上、ご出

席くださいますようご案内申し上げます。 
 

【企業名】                                   【役職】                      【氏名】                      

※新春講演会に   □出席します（□会場・□YuouTube）   ・    □欠席します    

あわせてご参加下さい 

 ≪北地区会 2023年 新年会≫ 

■日  時 ： 2023年1 月１6 日（月） 19:00～21:00 

■会  場 ： 「ホルモン専隊 もつレンジャー」 
（札幌市北区北２４条西４丁目 1-17  TEL：011-374-1984） 

■参加費 :  5,000 円 （当日現金でのお支払い、お店の領収書になります） 

※1月 13日（金）18時以降のキャンセルは全額申し受けます。 
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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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千恵広長地区会 1月例会

2023年新年会のご案内
2022年12月14日

(一社)北海道中小企業家同友会
千恵広長地区会 会長 本村信人

千恵広長地区会新年会(1月例会) 出欠回答

例会に □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）

回答期限 1月13日 12:00

171 /
2023

会 場：ベルクラシックリアン平安閣 3階宴会場
千歳市錦町4丁目9

参加費：6,000円（例会のみ参加の方: 1,000円）
・例会と懇親会参加の方:会費6,000円（領収書は会場から発行します）
・例会のみ参加の方:会費1,000円（請求書払いとなります）
※懇親会のみ参加は不可です。キャンセル料は1月13日12時以降は発生します。

(火)

2023年の1月例会は、ベルクラシックリアン平安閣にて新年会を
開催いたします。

参加企業経営者の皆様には、「経営者の約束」と題し、自社社員
にも語れて約束できるような新年の抱負を語っていただきます。
新年に千恵広長の皆様と顔をあわせて抱負を発表しあい、よい1年
となるよう盛り上がってまいりましょう！

18：30～19：10
☆懇親会は同会場で19：20～

懇親会に □出席します ・ □欠席します

会社名 役職 氏名
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企業変革学習会 2022 年 11 月 25 日 
一般社団法人北海道中小企業家同友会 

全道共同求人委員長  敬禮 匡  

札幌支部共同求人委員長 上原 伸也 

野球型からサッカー型へ！ 
自律組織への変革に挑戦！ 

～魅力ある社風を引っさげて採用市場へ～  

企業変革学習会（2023/1/18）出欠回答  〆切:1/11 

□同友会ホールで参加     □Zoomで参加    □参加しません 

 

企業名             役職          氏名(ｶﾅ)           (        ) 

E-mail                                                     

問い合わせ℡.011-702-3416(直)  担当：鈴木 ▼ＦＡＸ ０１１-７０２-９５７３ 

と  き； ２０２３年１月１８日（水）  16：00～18：00 

報 告 者 

【会社概要】設立 1971年 資本金 8,000万円 年商 81億 社員数 150名 

【事業内容】大型自動車（トラック）、フォークリフト、及び自動車部品用品の販

売。自動車整備事業。 

 

金尾氏は 2011年 5月に代表取締役社長に就任した 3 代目経営者。今まで

の常識とは真逆の「結果を求めず」「否定をせず」「気づきと行動」に特化した

UD トラックス道東流の ES・CS 活動を展開。どう会社の社風と社員の意識を

変えてきたのか。活動の変遷と具体的事例から学んでいきます。 

 

UD トラックス道東株式会社 代表取締役社長 金尾 泰明 氏  

と  こ  ろ； ①同友会ホール AB 
(札幌市東区北 6条東 4丁目 1-7 デ・アウネさっぽろ 13階） 

     ②Zoom（WEB会議システム） 
      (開催が近くなりましたらお申込みの方へ 

ミーティング ID/パスワードをお送りいたします) 

参加費； お一人 2，000円 （2022年度求人誌掲載企業の方は無料） 
※締切後、請求書をお送りします。 

締   切； 2023年 1月 11日（水） ※締切以降のキャンセルについては全額申し受けます。 
     

※新型コロナウイルス感染状況により全面オンライン開催へ変更する場合がございます。ご了承ください※ 

タイムスケジュール 

16:00 開会 

16:05 報告 

         UDトラックス道東（株） 

    代表取締役社長  

     金尾 泰明氏 

17:05 グループ討論 

17:45 補足報告  

18:00 閉会 
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代表取締役   角 航兵 氏 

 

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

ない経営指針（理念・ビジョン・方針・計画）。経営者にとって、経営指針をいかに社内で浸透させ、

実践していくかが最大の課題です。 

第１５期経営指針研究会で経営指針を成文化し、第２期実践ゼミで学びながら、社内での経営指針の

浸透を進めてきた角社長。社員とともに進める経営理念の取り組み実践を角社長ならびに社員の矢倉さ

んと渡邊さんの報告から学びます。 

矢倉 聡 氏（入社 1 年４ヵ月） 

【企業概要】 

■設        立： 2017 年 5 月                              ■資  本  金： 900 万円 

■従業員数：正社員  9 名 、 パート社員  2 名 

■事業内容：不動産業一般 ・ リフォーム ・ リノベーション事業 

■と き：１月 20 日（金）18：30～21：00  

■ところ： 同友会ホール AB   
（札幌市東区北 6 条東 4 丁目 デ・アウネさっぽろビル 13 階） 

               または Zoom ※Zoom 情報は前日までにメール送信いたします。 

■参加費： 1,000 円   ※クレカ決済または請求書 

2022 年 12 月 22 日 
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 

委員長 工藤英人 

【経営理念】 

私たちは誠実に お建物がその役割を終えるまで寄り添います 
 

 

◆◆◆◆経営指針実践セミナー（１/20）出欠回答◆◆◆◆◆◆◆締切：2023/1/17    

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

会社名                                       役職                    氏名                    . 

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

 

札幌支部 経営指針実践セミナー 

プログラム 
18:30  開会 

18:35  実践報告  

パネルディスカッション  

19:45  グループ討論 

20:40  グループ報告 

     まとめ 

21:00 閉会 

渡邊 毅 氏（入社 1 年 1 ヵ月） 

株式会社テンズホーム  

 

【角社長 プロフィール】 

    2005 年に釧路高専建築学科を卒業し、

住友不動産㈱に入社。 

2017 年に独立創業。翌年、同友会に入会

し、第 15 期経営指針研究会に参加。 

研究会終了後は第 2 期経営指針実践ゼミ

で学ぶ。 

2020 年から東地区会幹事、2022 年から

未知の会世話人も務める。 

実 践 

報 告 
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札幌本部ホール、各社 zoom
札幌市東区北６条東４丁目 1-7　デ・アウネさっぽろビル１３階

日　時

会　場

5,000 円
※参加費は申込確認後、請求書を送付いたしますのでお手配ください 
※締切日以降のキャンセルは全額申し受けます

（受講生1人当たり）会　費

30 名・オンライン併用
※新型コロナウイルスの拡大によっては、オンラインに変更する場合があります
札幌会場

経営者の聴講は無料です（講演、オンラインのみ）

定　員

入社 3 年目前後の社員（20代の方）対　象

札幌会場以外は原則オンラインですが、
各社のオンライン環境に不安がある方はご相談ください

開催方法

聴　講

基調報告1

1 242023 火
13：30

16：30
13：30 開会

研
修
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

13：35 基調報告1

14：05 基調報告2

14：35 休憩

14：45 グループ討論

16：00 質疑応答・補足説明

16：20 まとめ

16：30 閉会

経営者、先輩社員がサポートする充実したグループ討論

北海道同友会共育委員会が主催するセミナーはグループ討論に会員

経営者、経験豊富な先輩社員が参加し討論をサポートします。他社

の社員との意見交換と合わせて充実した内容になっています。

（株）climb

岩谷　優花部長 氏

仕事の視点が変わった時、見方が変わった

テーマ

本社／札幌　従業員／24名　業務内容／フローズンケーキラボ小売・業務用冷凍ケ

ーキ製造卸・OEMケーキ製造卸、自販機ケーキ小売り/就労支援B型事業

岩谷氏は福祉・洋菓子の経験後2016年入社。会社の大変な時期を経営者と共に乗り

越え、管理者となって仕事の視点が変わったと語ります。11月福祉事業㈱growを設立

し25歳にして取締役を兼務、さらなる展開を目指している。

基調報告2

（株）恒栄工業

髙坂　侑司設備事業部主任 氏

「報連相」の大切さを痛感

テーマ

本社／札幌　従業員／30人　業務内容／冷暖房・空調・給排水衛生・リニューアル

工事　セントラル及ロードヒーティング工事、ガス工事業。

高坂氏は2018年入社。現場責任者として分譲マンションやビル内の冷暖房設備、給

排水設備等の改修工事を担当。入社3年目で任された現場での体験から“信頼と報連

相”の大切さを学んだ。

2022年度 入社3年目研修会　参加申込書

問い合わせ：TEL011-702-3416 ／同友会事務局（担当 磯野・鈴木・飯原）

mail：kyo-iku@hokkaido.doyu.jp

会社名

No 参加者氏名 氏名ヨミガナ 部署・職種 年齢

1

2

会場・Web

会場・Web

参加方法
（〇印をお付けください）

担当者名 TEL

メールアドレス

011-702-9573▼返信先 FAX

今後の研修予定

※ご記入のアドレスに資料・Zoom ID をお送りします

締切 / 1 月 13 日

3
突き破ろう！

壁年目の を

入社3年目研修のご案内

入社から3年。仕事に慣れてきたものの自分の将来の姿が想像できず“壁”にぶつかる時期です。こうした若手社員の自

己肯定感、仕事への意欲やモチベーションを高めるために、本講座では3年目社員の皆さんへ「3年目の壁」を乗り越え

るための新たな目標の定め方や越え方などを先輩社員の実践から学びます。

2022年11月30日
（一社）北海道中小企業家同友会

全道共育委員長　安井 清吉

Webで
も受講できます
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(株)岩谷技研 

執行役員 CFO 中園 利宏 氏 

2022年 12月 27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 

【講演テーマ】 

気球による宇宙遊覧の 

実現に向けた取り組み 

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

-----------講演概要----------- 
江別市大麻に R&Dセンター及び気球製作工場を持つ岩谷技
研が取り組んでいる、世界初、気球による宇宙遊覧について、開
発状況等をお話いたします。 

◆日時︓2023年1 月26 日（木）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（講演会費 1,000円、懇親会費 5,000円） 

◆締切︓2023年 1月 19日(木) 

   江別地区会 2023 新春講演会（1/26）出欠回答   申込締切：1/19 (木) 
 

□ 出席します                  □欠席します 

 

 会社名                             氏名           役職        

 

皆様におかれましては、ますますご健勝のことと拝察申し上げます。 
2023年江別地区会は、新春講演会でスタートします。 
コロナの状況に配慮し、Zoomも併用しながら 3年ぶりに対面形式で新春講演会を開催いたします。 
久しぶりに顔を合わせ 2023年を雄々しく始めましょう。皆様お誘いあわせの上ぜひご参加下さい。 

★参加費は当日現金のみで頂戴いたします。Zoom の方は請求書をお送りいたします。 
★新型コロナの感染状況によって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を頂戴する場合がございます。 

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 2023 新春講演会のご案内 

〈タイムスケジュール〉 

18:00 開会 

18:05 講演会（中園氏） 

19:00 講演会終了 

19:10 懇親会 

21:00 閉会 

□①講演会と懇親会に参加（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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「無二の会 2023 大新年会のご案内」 
ご 案 内 

無二の会大新年会のご案内をお送りします。 

今年は、望年会を各グループ単位で開き、新年会を全体で開催

致します。新年会会費は１万円ですが、今期は予算に余裕がある

ことから、参加費のうち５０００円分は部会より補助させて頂

くことを世話人会で決定致しました。 

２０２３年はコロナ禍も吹き飛ばす良い年に致しましょう。 

是非、ふるって御参加下さい。 
2022 年 11 月 1 日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 
札幌支部無二の会 代表世話人 相馬 督 

事務局 電話 011-702-3411 
 

日時 ２０２３年１月２６日木曜日１８時 

場所 「ふくの家たなか」 
南３条西５丁目三条美松ビル７F 

会費 ５０００円(部会より 5000円補助します) 

人数確認の都合上、11/30(水)までに回答願います。 

FAX 011-702-9573・又は MyDoyu 

Mail m-komura@hokkaido.doyu.jp 
 

無二の会 2023 大新年会 出欠回答 (1/26) 

参加します ・  欠席します 
 

会社名 

氏名                                                      
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国際ビジネス研究会1 月例会のご案内                        ２０２２．12．21 

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 1 月新年例会 

 

国際ビジネス研究会の 2023 年第一弾例会は、台湾料理 REAL 台北にて新年会を開

催いたします。新年も引き続き同友会の仲間と一緒に学び、交流も深めていきましょう。

皆様お誘い合わせの上ぜひご参加ください！ 

 

日  時  1 月 31 日（火）１８：３０～２０：３０ 

参加費  5,000 円 

会  場  台湾料理 REAL 台北 電話番号: 011-624-6811 

（中央区大通西２０丁目１－３ コンチネンタルＺｏｎｅビルＢ１Ｆ） 

 

＜タイムスケジュール＞ 

18:30 開会・会長挨拶・他 

18:45 会食・ご歓談 

20:30 閉会 

 

 

 

国際ビジネス研究会 1 月望年例会 出欠表 （締切：１/24） 

 

1 月例会に   □参加します    □欠席します 

 

 

 

会社名                  役職         氏名                

※１/25 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：佐藤佑貴） ▼FAＸ送信先：011-702-9573 
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