
同友会これからの企画 (2023.3.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

3/1 19:00 経営厚生労働委員会3月学習会 Zoom
テーマ;職場復帰予定者との面談のポイント
報告者;北海道障害者職業センター
　　　主任障害者職業カウンセラー　一井　仁志 氏

3/3 18:30 北地区会3月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
205ABまたは
Zoom

テーマ;～心身ともに健康に働ける職場づくりために～
　　　「メンタルヘルスを学ぶ」
報告者;㈱ここから　代表取締役　村本　好孝 氏

3/6 18:00 第71期同友会大学第10講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道の風土と文学
講　師;釧路工業高等専門学校　教授　小田島　本有 氏

3/8 16:00 HoPE3月例会
道総研プラザま
たはZoom

テーマ;スマート水産業による北海道水産業の成長産業化
報告者;(地独)北海道立総合研究機構　水産研究本部
　　　栽培水産試験場 部長　佐野　稔 氏

3/8 18:00
札幌支部オリエンテーション
Guide to the Doyu

グランド居酒屋
富士

テーマ;委員会の取組みのひとつ、就業規則を軸にした
　　　社員が輝く企業づくりを考えます
報告者;㈱Pay it Forward　代表取締役　佐藤　文昭 氏

3/13 18:30 東地区会3月例会

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102ABまたは
Zoom

テーマ;社員とともに考えよう！
　　　我が社の最高の“共育”とは？
報告者;大平洋建業㈱　代表取締役社長　佐藤　誠 氏
　　　大平洋建業㈱　建築部課長　塚原　良平 氏

3/14 16:30 産学官金連携セミナー

デ・アウネさっ
ぽろ会議室
102ABまたは
Zoom

メーンテーマ;産学官金連携で持続可能な循環型社会を
　　　　　　～共に北海道の可能性を探求しましょう～
報告1;木から牛の餌をつくる
　　　～林業と畜産業のみらいプロジェクト～
報告者;㈱エース・クリーン　代表取締役　 中井　真太郎 氏
報告2;情報技術で持続可能な農業の未来を創造する
報告者;㈱システムサプライ　常務取締役　岡村　諭志 氏

3/15 17:30
白石・厚別地区会3月例会
時計台バス移動例会

ISO
テーマ;～バスの車窓から小樽運河の夜景を眺め、
　　　　同友会会員のおしゃれなお店で食事を楽しみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親睦を深めよう～

3/16 18:00 第71期同友会大学第11講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;北海道資本主義発達史
講　師;北海学園大学　名誉教授　小田　清 氏

3/16 18:30 中央東地区会3月オープン例会
ロイトン札幌2
階

テーマ;氷の上で感じた世界
報告者;トヨタ自動車㈱
　　　(一社)日本フィギュアスケーターズ協会
                                代表理事　小塚　崇彦 氏

3/16 18:30 中央南地区会3月例会
コンチネンタル
ビル会議室

テーマ1;まだまだ、3合目
報告者;ハヤシ電興㈱　代表取締役社長　林　隆志 氏
テーマ2;北海道での挑戦
報告者;㈱REVIVE Sapporo　代表取締役　楫野　純子 氏

3/17 13:30
2023年度共育活動
オリエンテーション＆
社員研修プログラム年間コース

同友会ホール
ABまたは
Zoom

事例報告;良い会社は共育の土壌づくりから
報告者;㈱ティーピーパック　代表取締役　池川　和人 氏

3/17 17:45 中央西地区会3月例会 北海きたえーる
テーマ;アリーナで観て聞いて学ぶ
　　　続・レバンガ北海道のクラブづくり
報告者;㈱レバンガ北海道　代表取締役　横田　陽 氏

裏面もご覧ください
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3/17 18:30
第20期経営指針研究会
オリエンテーション

同友会ホール
AB

.

3/20 11:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
3月例会

焚火カフェ
Naganuma
BlueBase

テーマ;農業と観光の交差点～そして、田舎の価値とは～
報告者;Regional Design㈱　代表取締役　滝川　徹也 氏

3/20 18:30 豊平・清田地区会3月例会 三川屋会館本館

テーマ;Let's  プレゼン!!
　　　変化を読む眼を持った経営者が
　　　すでに起こった未来を語る
報告者;㈲アスク・スポーツ　代表取締役　小島　康 氏
　　　㈱いわい商会　代表取締役　佐藤　真澄 氏
　　　前田泰則税理士事務所　代表　前田　泰則 氏

3/22 18:30 中央北地区会3月例会
札幌市民ホール
第2会議室

テーマ;先達に聴く
　　　時代のクエスチョンをきく
報告者;曲堀 幸和産業㈱　会長　堀内　信良 氏

3/23 18:00 第71期同友会大学第12講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;地球環境とエネルギー問題
講　師;酪農学園大学　名誉教授　押谷　一 氏

3/23 18:30 江別地区会3月例会 Zoom
テーマ;経営者のビジョンを最高の営業ツールにする方法
報告者;㈱(株)スターダイバー　代表取締役　米津　香保里 氏

3/24 13:30
ゼロカーボン北海道研究会
移動例会

㈱サンエコ

テーマ;地域密着「太陽光・蓄電池」で12年
　　　～住まいも、クルマも、太陽光を活用。
　　　　　　　　　　そのメリットとデメリットを学ぶ～
報告者;㈱サンエコ　代表取締役社長　田口　登 氏

3/24 18:00
後継者ゼミナール起望峰
無二の会　合同3月例会

同友会ホールA
またはZoom

テーマ;戦国武将に学ぶ事業承継
　　　～織田・豊臣・徳川の事例から学ぶ・
　　　　　　　　　　　　　100年続く企業を目指して～
話題提供;弁護士法人札幌英和法律事務所
　　　　　　　　　　　　　　副所長　田中　康道 氏

3/28 18:30
女性経営者部会3月例会
わたしの履歴書⑤

Zoom
テーマ;人生山あり谷あり、谷もまた楽しからずや
　　　～飲食業から葬儀業 そして今福祉業界へ～
報告者;㈱第一葬祭　代表取締役社長　栗原　眞由美 氏

3/29 17:00 農業経営部会3月総会 ロイトン札幌
テーマ; 農業だってここまでやる
　　　～何を捨て何を選択し、そして変えていくのか～
報告者;㈱ソイルパッション　代表取締役　深川　知久 氏

3/30 18:00 第71期同友会大学第13講
同友会ホール
ABまたは
Zoom

テーマ;地球の起源と生命の誕生
講　師;北海道大学大学院理学研究院　教授　倉本　圭 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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２ ０ ２ ３ 年 ２ 月 １ 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  北地区会3月例会 

職場内外の様々なストレス要因が増加するなかで、対人関係の希薄化、将来に対する不安、相互

に援助し合う関係が低下し、ストレスが自己回復力の限界を超えてしまい、メンタル不調に陥る社

員が増えています。 

  今回は、精神看護専門看護師であり、うつ病看護認定看護師であり、SST 普及協会認定講師で

もある（株）ここから 代表取締役の村本好孝氏をお招きし、うつ病や肯定的コミュニケーション、ほ

め方テクニックやメンタルヘルスの基本を学び、職場におけるメンタルヘルスの向上、健全な組織づ

くりを進める機会にしたいと思います。 

■日  時 ： ３月3 日（金） 18：30 ～ 20：30  

３/３  北地区会３月例会  出欠回答 ＜締切：３/１（水）＞ 

返信 FAX：011-702-9573 ≪お問合せ先≫TEL ：011-702-3000（担当：村井）  

E-mail：y-murai@hokkaido.doyu.jp 

【企業名】                                     【役職】                          【氏名】                    

■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 2階） 

  

□出席します。（□会場参加  ・  □Zoom参加） □欠席します。 

～心身ともに健康に働ける職場づくりために～ 

■参加費 ：  1,500円 ※クレジットカード決済 または 後日請求 

※カード払い以外の方は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を貰い受けますので、予めご了承ください。 

 

 【報告者】 （株）ここから   代表取締役     村本 好孝 氏 

 

 

 

 

 

【プロフィール】 

  無資格で精神科病院に入職し約 18年間勤務、看護師になってからの実践に加えて、精神 

科リハビリテーション認定看護師(現在は精神科認定看護師に統一）を取得し、臨床教育や道 

内外を問わず SSTや精神科看護関連の研修会を行っている。 

 2010年 3月に、北海道医療大学看護福祉学研究科看護学専攻修士課程を卒業し、看護学 

修士（精神看護）を授与。長く精神科病院で勤務した知識と技術、経験を活かすべく、独立・・・。 

『株式会社ここから』を設立し、代表取締役に就任する。現在、色々な病院や施設で看護実践と 

臨床教育を中心に活動している。特に、対応困難事例への直接的介入とコンサルテーションを 

行っている。また、施設内の教育活動や職員のメンタルヘルスケアも担当している。教育活動としては、各施設で行っ

ている臨床教育に加え、札幌市を中心に看護学校や看護大学でのインストラクターや非常勤講師なども行っている。 

  

※SST…より適切に人とかかわることができるよう、ロールプレイなどの手法も用いてその行動を練習し、
また新たに身につけ、同時にものの見方や考え方について患者さんの「気づき」を促すグループ治療。 

社員の方も是非ご参加下さい 
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◆日 時：3月8日(水) 18：00 ～ 19：30
◆会 場： 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(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： 経営厚生労働委員長 佐藤 文昭氏

（（株）Pay it Forward 代表取締役）

◆懇親会： 同会場／参加費 4,000円※現金で頂戴します

【タイムスケジュール】

18：00 開会

委員会紹介

18：10 佐藤氏報告

18：40 グループ懇談

19：１５ グループ発表

19：30 閉会挨拶／閉会

19：40 懇親会開会

21：00 懇親会閉会

2023年2⽉15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︕

3/8 Guide to the Doyu 参加申込書 （締切3/3）

FAX返送先︓011-702-9573 (担当:⼭崎)

同友会活用で広がる知識と仲間

就業規則を軸にした社員が輝く企業づくりを考えます。

新会員の皆様はもちろんのこと！
最近同友会にご無沙汰の皆様！
入会を検討している経営者の皆様！
興味のある方ならどなたでも参加できます！

Guide to the Doyu

【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
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東地区会３月例会（3/13）出欠回答用紙〔回答期限：3/7〕

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

役職： 氏名：

■日時：３月１３日（月）18:30～20:30
■会場： ﾃﾞ･ｱｳﾈさっぽろﾋﾞﾙ１階102AＢ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。

※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。

※準備の都合上、当日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。

〈タイムスケジュール〉

18：30 開会／会長挨拶

18：35 佐藤氏報告

18：45 トークセッション

19：25 質疑応答

19：40 休憩

19：45 グループ討論

20：15 グループ発表

20：30 閉会

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３月例会のご案内
2023年2月24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

【テーマ】『社員とともに考えよう！
我が社の最高の“共育”とは？』

東地区会３月例会は、昨年に引き続き社員参加型の「共育」例会を企画しました。
新型コロナ感染症に加え、物価高・原材料の高騰・円安等の影響によって、経営者を取り巻く環境は依然厳

しい状況にあります。しかし、同友会の基本精神である労使見解に基づき、社員をもっとも信頼できるパート
ナーと位置づけて、経営者と社員が「共に育つ」ことこそ、企業発展の上で必要不可欠です。
今回は、地区会会員でもある大平洋建業の佐藤社長と社員の方が登壇し、トークセッション形式で実践報告

をしていただきます。自社の社員とともに「共育」について考えてみませんか。ぜひ、ご参加ください。

【報告者】

大平洋建業（株）代表取締役社長 佐藤 誠 氏

建築部課長 塚原 良平 氏

◆1963年設立。建築土木工事の設計施工を中心に、民間工事の新築リフォームや公共工事の

施工等を手掛けている。全社員が社の「信念」である経営理念を記載した「クレドカード」

を携行し、社員一人ひとりが高い意識を持ち続け、業務において決断をくだすときの拠り

どころにもなっている。社員数14名。

※お問い合わせ先（事務局担当：中村）

TEL：011-702-3000 FAX：011-702-9573

役職： 氏名：

＜※社員の方＞

会社名：

例会終了後に懇親会を行うことになりました。

（会場選定中。参加費5,000円程度）

併せてご予定をお願いいたします！
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※情勢により内容を変更する場合がございます。 
※参加費は当日現金のみで頂戴いたします。おつりの出ないようご協力お願いいたします。 
※締め切り日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。 
※定員到達時点で申し込みを締め切らせていただきます。お早めにお申し込み下さい。 

 

2023 年 2 月 24 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 

白石・厚別地区会 3 月例会は地区会員のバスで移動し、しりべし・小樽支部の会員のお店で懇親会を行いま

す。感染症騒動もある程度の落ち着きを見せ、世の中が動き出してきている実感があるこのタイミングで、

地区会で札幌を飛び出し、皆で懇親を深めましょう！ぜひともお仲間をお誘いあわせの上ご参加ください！ 

白石・厚別地区会 3月例会  

（3/15 開催）白石・厚別地区会 3 月例会参加申込書 回答締切：3/8 

□ 出席      □ 欠席 

企業名                    役職             氏名              

ゲスト 

企業名                    役職             氏名              

FAX 送信先：011-702-9573（担当事務局 小西） 

〈タイムスケジュール（予定）〉 

17:15 集合 

17:30 札幌駅北口出発 

17:40 車内で会員紹介、近況報告会 

18:10 小樽運河付近到着 

18:30 会場（ISO）到着 

18:40 乾杯 

20:20 中締め バス乗車 

20:30 小樽出発（バス内ビンゴ大会） 

21:20 バス内閉会 

21:30 すすきの付近到着 解散 

日 時：3 月15 日(水)17:30～21:30 

会 場：ISO（イソ） 

（小樽市色内 2-2-14） 

参加費：8,000 円 
（懇親会費 5,000 円、バス・景品代等 3,000 円） 

定 員：45 名 

回答締切：3 月 8 日(水) 

～バスの車窓から小樽運河の夜景を眺め、同友会会員の 

おしゃれなお店で食事を楽しみ親睦を深めよう～ 
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８,０００円（例会のみ参加の方 2,000 円） 

※すべて現金で申し受けます。釣銭のないようご協力ください。 

  3/11（土）以降のキャンセルは、キャンセル料を申し受けます。 

 

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 

中央東地区会３月オープン例会のご案内 

絶えず経営環境が変化する今こそ、明確なゴールに対して圧倒的な結果を出してきたトップ
アスリートである小塚氏の「アスリート思考」から学びます。 
世界の舞台で活躍されてきた超一流のアスリートが培った、唯一無二の経験や思考プロセス

を独自の視点から語っていただきます。結果を出すための思考法や、経営・ビジネスに活かせる
トップアスリートの視点を一緒に学びましょう︕ 

＜テーマ＞ 

氷の上で感じた世界 
＜報告者＞ 

トヨタ自動車（株） 

（一社）日本フィギュアスケーターズ協会 

                                    代表理事 小塚 崇彦 氏 

【プロフィール】 
フィギュアスケートを始めとしたスポーツの普及活動を行う。 

元選手の経験を生かし、ブレードやシューズなどスケート用具の開発にも取り組む。 
近年はモエレ沼芸術花火をはじめとする芸術花火シリーズのスペシャルプロジェクト

リーダーも務める。 

 

2023年 2月 7日  中央東地区会 会長 石井 賢治 
 

3/16（木） 
会
場 

開場 18:00 
例会 18:30～20:15 
懇親会20:30～22:00 

ロイトン札幌 2階 
（札幌市中央区北 1 条西 11 丁目） 

 
参
加
費 

日
時 

【タイムスケジュール】 
 

18:00 開場 
18:30 開会 
18:40 1部「氷の上で感じた世界」 
19:40 2部「3月 22日開幕ﾌｨｷﾞｭｱ 

世界選手権の楽しみ方」 
20:15 例会終了、休憩 
20:30 懇親会 
22:00 懇親会終了 

中央東地区会 3 月オープン例会（3/16） 【申込締切 3/10】 

□例会のみ出席します 

□例会・懇親会に出席します   

□欠席します 
 

会社名                              役職               氏名                 

＜ゲスト＞ 

会社名                              役職               氏名                 

      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 
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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：           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 2 月 7 日（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 TEL：(011)702-3000 

中央南地区会 会長 江野 英嗣 （担当 妻倉、伏木、伊藤） 

 

～コンセプト～ 
経営者の生き様から学ぶ。 

経営者は決断の時、何を想い、どのように決断したのか。 
 

 

                                    

 

テーマ 1   

中央南地区会 3 月例会のご案内 

報告者 

「まだまだ、３合目」 

株式会社 REVIVE Sapporo 

代表取締役  楫野 純子 氏 

福岡県福岡市出身。20 代の時から 20 年間ほどカナダのケベック市に在住。民宿経
営、フランス料理やジュエリーデザインに携わる経験をして 2011 年に帰国。2019 年、
株式会社リバイブサッポロを設立。世界の方々に北海道の魅力を発信するべく奮闘をし
ている。 

 

報告者 

1969 年 6 月 27 日 札幌生まれ。市内公立高校卒業後、東京の工業系大学へ。 
卒業後、就職先は一部上場電気系建設会社へ勤務。５年間勤務した後、地元、親が創業
した電気工事会社に転職。2009 年に社長就任し、現在に至る。 

テーマ 2 「北海道での挑戦」 

 

ハヤシ電興株式会社 

代表取締役社長 林 隆志 氏 

とき：3/16(木) 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（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、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（中央区南１条西１１丁目コンチネンタルビル B1） 
参加費：2,500 円（会場で現金にて申し受けます） 

中央南地区会 3 月例会(3/16)出欠回答 【締切 3/10】 

例 会：□出席（お弁当 □有・□無） □欠席   

懇親会：□出席        □欠席 

 

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

 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 
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千恵広長地区会3月例会出欠回答

□例会に出席します

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）

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3月例会

会場 焚火カフェ Naganuma BlueBase（長沼町東４線南12）
（※恵庭からは舞鶴橋渡ったらすぐ右折、約１キロ右側にあります。JA舞鶴事業所斜め向かい）

3/20 (Mon.)

開催
日時

2,０００円（会場代・ランチ代含む）

農業と観光の交差点～そして、田舎の価値とは～
202３年2月9日

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 地区会長 本村信人

11:30 ～ 13:00
（※ランチ・焚火体験 12：30～）

回答締切日 3月15日 18時

千恵広長地区会3月例会は、Regional Desiｇｎ（株）の滝川氏より長沼舞鶴地区に豚小屋をリ
フォームしてできた焚火カフェでお話を伺い、ランチ、焚火の体験もしていただく例会です！
田舎の風景、焚火、それらを組み合わせた思いはどこにあるのか。
今、長沼ではカフェやカレー屋、パン屋やケーキなどが続々とオープンしていますが、長沼の魅力
も含めて滝川氏からカフェへの思い、そしてこれからやりたいことなどを語っていただきます。
そのほか、長沼のテラス「maoisalud」や大豆生産量日本トップクラスの長沼町の大豆を使った
「大豆ミート」の紹介もしてもらいます。皆様ぜひご参加ください。

【滝川氏プロフィール】
三重県亀山市出身。航空業界にて21年勤務（東京11年、札幌10年）
販促・宣伝、販売計画、地域連携、訪日事業などに携わる
長沼町で2021年6月に地域商社を起業
北海道大学大学院ディスティネーションマネージャー称号取得

Regional Design(株）代表取締役

滝川 徹也氏

□例会に欠席します

※例会参加費2,000円は当日会場での現金支払いになります。

※回答締め切り日以降のキャンセルは参加費を頂戴いたします。

参加費

※所在地については以下QRコードもご覧ください↓
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Let's  プレゼン!!
変化を読む眼を持った経営者が 3/20 (月)

18：30～すでに起こった未来を語る

前田泰則税理士事務所

代表 前田 泰則氏

（有）アスク・スポーツ

代表取締役 小島 康氏

【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 報告①
18:55 報告②

19:15 報告③
19:40 例会終了・休憩
19:50 懇親会

21:15 閉会

豊平・清田地区会月例会（3/20) 【申込期日：3/15（水）】

□例会・懇親会に出席

□例会のみ出席

□欠席します

会社名 役職 氏名

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

（株）いわい商会

代表取締役 佐藤 真澄氏

◆会 場：三川屋会館本館（中央区南3条西5丁目17-17）

◆参加費：5,000円（例会のみ参加：1,000円）

▶参加費は当日現金払いにてお願いいたします
▶3/16（木）以降のキャンセルは参加費を申受けます

小島氏からは自動車産業界「100年に一度の大変革期」

へどのような対策を打って自社の未来を描いてきたの

か、道内の食品業界を支える佐藤氏には自社の歩みと

北東アジアでの新事業展望を、前田氏には税理士業務

をはじめ創業支援や農業経営アドバイザーなど幅広く

活躍されてきた実績と事業内容について伺います。

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部 豊平・清田地区会 ３月例会
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（株）スターダイバー代表取締役
書籍編集者兼出版プロデューサー

講師

主催 （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）
お申込み・お問合せ 同上 札幌支部事務局（担当 小西）電話 011-702-3000

米津香保里氏

【例会概要】経営の一番の悩みは「営業力」ではないでしょうか。それを体現するためには会社の進むべき方向
をしっかりとお客様へ届けなくてはなりません。そして経営者は得てして「ビジョンをしゃべる事は出来る」
「でも文書化は苦手」という人が多く、同様にお客様だけでなく社員にも大事な軸が伝わっていないと感じる場
面も多いと思われます。当例会にご参加頂き『経営者が自らの口で語るビジョン』を研ぎ澄まし、営業強化、そ
して社内体制づくりにつなげる方法をぜひ学びましょう。

【米津氏プロフィール】広告代理店を経て書籍編集者になるべく出版界に転⾝。２つの出版社で編集経験を積ん
だのち独⽴。2007年株式会社ペダルファーブックス（現株式会社スターダイバー）を設⽴。以来、ビジネス書を
中⼼に書籍制作や出版プロデュースに従事。Amazonランキング⾸位を獲得した書籍10点以上。取材や出版コンサ
ルティングを通じロングインタビューを⾏なった経営者は700人以上。仕事の息抜きはワインと美味しいもの。

（一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部 江別地区会 令和5年3月例会（オープン例会）

（本社東京都新宿区）

新しい経営情報シリーズ第5弾

3/23
(木曜日)

18:30～20:30

江別地区会会長

前田 昭二

（有）機弘社
代表取締役

コーディネーター
江別地区会政策委員長

小西 穣
（株）アグリ＆コミュ
ニティサポート総合研
究所 代表取締役

江別・北海道の経済をもっと元気に！

Zoom開催・全国から参加可能
参加費用 1000円（※後日ご請求させて頂きます。会員はMyDoyuよりクレカ決済可能です。）

私たち北海道中小企業家同友会は全国47,000社の仲間で構成する経
済団体の一員であり、道内だけで6,000社が所属しています。江別地
区会は幅広い年代の経営者が所属し、平均年齢は54歳と比較的若く元
気のあるメンバーです（※全国平均61歳）。北海道江別市を活動の中
⼼としていますが、例会はオンラインを活用し全道・全国からも参加
が可能です。
コロナ禍を経て懸命に経営されているベンチャー企業や中小企業、

自営業者の皆様に閉塞感を打ち破って頂くための情報発信を私たち幹
事一同が、頑張って参ります！この機会に
オープン例会や弊会へどうぞご参加下さい！

例会お申込み用Googleフォーム▶
（今回は会員以外の皆様も入会不要でご参加可能です）

お申込み締切り・3/20
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◆日 時：3月24日（金）18時～20時
◆会 場：デ・アウネさっぽろ13階ホールA（東区北6条東4）

◆懇親会：20時15分～22時
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）
▶3/18〔土)以降の懇親会キャンセルは参加費を申受けます

2023年2月27日 後継者ゼミナール起望峰 代表 山美 太生 ／ 無二の会 代表世話人 相馬 督

経営者と後継者がお互いの本音を率直に語り交流する合同例会を開催いたします。

前半は起望峰からの問題提起と、後半は小グループに分かれて、事業承継の現状と悩みと

思いを秘密厳守で語り合い、承継する側とされる側、双方の視点から学び合いましょう！

◆起望峰 …後継者特有の問題解決に取り組むと同時に、次代の経営者に要求される屈強な
精神力、確かな判断力、豊かな人間力を磨く活動を行う。 2008年発会。

◆無二の会 …2007年発会。50歳以降の経営者が、豊かな人生と次世代への承継を考え学び会う
活動を行う。

起望峰・無二の会合同 3月例会（3/24) 【申込期日：3/17〔金〕】

□参加します（□例会 □懇親会）

□欠席します

会社名 役職 氏名

※次ページのアンケートにぜひご協力ください。

〔テーマ〕 戦国武将に学ぶ事業承継

～織田・豊臣・徳川の事例から学ぶ・100年続く企業を目指して～

〔話題提供〕 起望峰 副代表 田中 康道 氏

（弁護士法人札幌英和法律事務所 副所長）

【タイムスケジュール】

17:45 受付開始
18:00 開会、開会挨拶
18:05 田中氏報告
19:05 グループ討論
テーマ「自社の事業継続と事業承継

現状と課題」
19:55 まとめ
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・無二の会 合同3月例会

問合せ：北海道中小企業家同友会 事務局/渡部・小村 ℡011-702-3000 FAX011-702-9573
12



（一社)北海道中小企業家同友会 札幌支部 

農業経営部会 3月総会のご案内 

 

 

2023 年 2 月 24 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 
 

『農業だってここまでやる』 
～何を捨て何を選択し、そして変えていくのか～ 

 

 

 
 

農業経営部会総会のお知らせです。 

今回の総会では、静岡県中小企業家同友会会員の株式会社ソイルパッション 代表取締役 深川知久氏をお迎えし

て、『農業だってここまでやる』と題し、自然災害や景況を言い訳にしないと決めて徹底的に自社を数値分析し、強い農業

生産法人を作ると決心し邁進する深川氏が自社をどのように分析し、どのような戦略で農業経営しているかを語って頂きま

す。今後の農業の展望や夢、普段の静岡のライフスタイルまで余すところなく語って頂きます。 

【タイムスケジュール】 

17:00 開会・部会長挨拶   

17:30  総会終了 

18:00 深川氏講演 

19:30 講演終了 

19:35 懇親会開始  

20:55  閉会挨拶 

21:00  懇親会終了・閉会 

 

日時：3 月29 日(水) 
     17：00～21：00      

会場：ロイトン札幌 レストランキャッスル 

参加費（総会・講演会）農経部会会員:無料 

参加費（講演会）その他の方：3,000円 

懇親会費（参加者全員）:6,000円 
※講演会費と懇親会費は会場で現金払いとなります 

 

 

 

 農業経営部会 3月総会（3/29） 締切（3/23 18：00）   

□総会  (□出席  □欠席） 

                 □講演会（□出席   □欠席）   ※それぞれにチェックをお願いします 

□懇親会（□出席  □欠席） 

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 

  

【報告者】 ㈱ソイルパッション 代表取締役 深川 知久氏 （静岡同友会会員） 
1978 年 富山にて産まれる 

2002 年 北海道大学農学部卒業 

2004 年 NEC 入社 

2007 年 NEC 退社とともに、株式会社野菜くらぶ独立支援プログラムスタート 

2009 年 株式会社 ソイルパッション（ソイル＝土、パッション＝情熱）を設立 

IT から農業へ異色の経歴をもって農業の既成概念を打ち破ってきました。 

富山に生まれ、技術系サラリーマンの父と小学校の先生の母、妹の 4 人の家族に囲まれて育ちました。 

天候や、野菜の病気や害虫のことや経営など、不安はたくさんありますが、「でも、それ以上に楽しくて！」農業に飛び込んだことに 

まったく後悔はありません。 
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