
同友会これからの企画 (2019.1.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

1/9 15:30 2019新年交礼会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30 2019北地区会新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30 中央南地区会1月新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30 東地区会新年会 エルカーサ .

1/9 19:30 2019白石・厚別地区会新年会
グランド居酒屋
富士

.

1/9 19:30 中央西地区会1月新年会
札幌パークホテ
ル

.

1/9 19:30
西・手稲地区会
ロッケンロールナイト（新年会）

バー スティング
レイ

.

1/9 19:30 中央北地区会新年会
グランド居酒屋
富士

.

1/9 19:30 南地区会新年会(1月例会)
Cafe & Salon
WHITE MUG

.

1/16 14:00
2019年度共同求人活動
（Jobway2020）
オリエンテーション

札幌コンベン
ションセンター

※Jobway2020に申込するには、オリエンテーションへの
参加が必須です。

1/17 18:30
豊平・清田地区会×南地区会
地区会発足40周年記念合同例会／新年
会

プレミアムホテ
ル中島公園

＜合同例会＞
 40年を振り返るスライド、テーブル対抗クイズ大会

 ＜新年会＞
 交流を通してつながりを拡げましょう！ビンゴ大会も！

1/19 17:00 江別地区会2019新年交礼会 はやし野幌店

テーマ:人手不足の時代を乗り超えるカギは
                                       多様性のある働き方！

 　　　　　～就労支援・雇用政策の現場から～
 講　師:NPO法人ワーカーズコープ江別事務所

 　　　しごとサポートセンターコクリ  支援員  北野 恭子 氏
  　　   江別市経済部商工労働課
  　    　　　　地域雇用・産業連携担当主査　羽田　一寛 氏

1/19 18:00 第67期同友会大学入学式・第1講
札幌総合卸セン
ター共同会館

.

1/20 15:00
「後継者ゼミナール起望峰」
一泊新年例会

悠久の宿白糸
 テーマ:事業再生か破産か

         ～経営者に求められる判断とは～
   報告者:原総合法律事務所　弁護士　原　琢磨 氏

1/21 18:00 女性経営者部会1月オープン例会 札幌第一ホテル

テーマ:選ばれる企業になるために
                       ～ＳＤＧｓの概要と実践～

  報告者:
 札幌市環境局環境計画課　調査担当係長　佐竹  輝洋 氏

 Ambitious Farm㈱　代表取締役　柏村  章夫 氏
 ㈱北翔　代表取締役　清水  誓幸 氏

1/21 18:30
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
1月例会

旬のお料理・釜
 めし　いちえ

 テーマ:時代の波～紙媒体からネット媒体へ～
  報告者:㈲内山新聞店　代表取締役　内山　亘理 氏

 　　　㈱おたに新聞販売所　代表取締役　尾谷　敏利 氏

1/23 14:30 共同求人学習会 札幌第一ホテル
テーマ:自分と周りの人を成長させる組織風土づくり!
　　～新卒採用が社員の半分を超えると会社が変わった～
報告者:㈲中井レストラン企画　代表取締役　中井　深 氏

裏面もご覧ください

【第1部】新春講演会（15:30〜17:10）

テーマ; 経営者を叱る
～同友会と共に歩んだ先達からのエール～

講 師;  中小企業家同友会全国協議会

相談役幹事 鋤柄 修 氏
（㈱エステム 名誉会長）

【第2部】新年交礼会（17:30〜19:00）



1/23 18:30 中央西地区会1月例会 札幌第一ホテル

 テーマ:経営者に求められるリーダー像を考える
 　　　　　～マネジメントのヒントを体験してみよう！～ 

  ＜ケーススタディ体験＞
　　　　会社で起こりうる様々なケースを分析し、

          　　　組織にとっての最良の判断を下そう！

1/24 19:00 中央東地区会1月例会 豊水会館 自社プレゼン大会2019

1/25 18:30 農業経営部会新年会 ロイトン札幌

テーマ:未来の農業の課題を先延ばしするな！
　　　　自らのお客様は誰か？に畑から応える実践事例
　      ～農場らしさ、地域らしさ、
                         自分らしさの強みを生かす経営～
報告者:前田農産食品㈱　代表取締役社長　前田　茂雄 氏

1/25 18:00 第67期同友会大学第2講
札幌総合卸セン
ター共同会館

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

1/29 13:30 内定者フォローアップ研修会
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ: 社会人として必要なモラル
講　師: ㈱青山プロダクション　代表取締役　青山　夕香 氏

1/30 18:30 国際ビジネス研究会新年会
ANAホリデイ・
イン札幌すすき
の

.

1/31 11:30 広報・情報ランチセミナー 札幌第一ホテル
テーマ:地方工事業がどのように最先端のクラウドと

                                                          歩んでいるか
報告者:北海道共伸特機㈱　代表取締役　佐藤　仁志 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



豊平豊平豊平・・・清田地区会×南地区会清田地区会×南地区会清田地区会×南地区会   

地区会発足４０周年記念地区会発足４０周年記念地区会発足４０周年記念   

合同例会／新年会合同例会／新年会合同例会／新年会   

【日時】 

１月１７日 木.     

18:30～22:00 

【企画盛りだくさん！】 

●合同例会（18:40～） 

 40年を振り返るスライ 

 ド、テーブル対抗クイ 

 ズ大会 

●新年会（20:00～） 

 交流を通してつながり 

  を拡げましょう！ 

  ビンゴ大会も！ 

企業協賛募集中！ 

当日のお楽しみ企画の

景品として、会員の皆

様から協賛品を募集い

たします！自社商品の

PRも兼ねて、何卒ご協

力のほど、よろしくお

願いいたします！ 

■場 所：プレミアムホテル中島公園（札幌市中央区南１０条西６丁目１−２１ ） 

■参加費：6,500円（懇親会実費+開催経費） 

主催 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／南地区会 

      札幌市東区北6条東4丁目8番44 TEL 011-702-3000（担当：菊池・小西） 

出欠回答（回答締切：１月10日） ▼返信FAX 011-702-9573 

■40周年記念例会／新年会に   □参加します  □参加できません 

■協賛品について  □協賛します（品名         個数   ） 

会社名（               ）氏名（          ） 

豊平・清田地区会と南地区会は、1979年に「豊南地区会」として発足し、分か

れたあとも互いに活発な活動を続け、おかげさまで40周年を迎えました！こ

れを記念し、2地区会合同で歩みを振り返り、さらなる発展を目指す例会／新

年会を開催いたします！共に歩んだ仲間同士、交流を深めましょう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2018 年 12 月 14 日(金) 

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 会長 清水 誓幸 

事務局 TEL 011-702-3000 

江別 2019年新年交礼会のご案内 

早いもので今年も残りわずかとなりました。本年は皆様にとってどのような一年でしたでしょうか。 

さて、年明け1月19日（土）に江別地区会新年交礼会を開催致します。第１部新春講演会では、江別市内

にて働きづらい環境に身を置く方の支援を行う現場や江別市の女性の就業を応援する施策についてお話

をお聞きします。人手不足が声高に叫ばれる昨今、様々な視点から雇用について考える必要がございます。 

なにかのきっかけにぜひご参加ください。第2部交礼会は楽しい賀詞交換の場にして参ります。 

時節柄何かとお忙しいこととは存じますが、お知り合いの経営者をお誘い合わせのうえ、ぜひともご出

席下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

【第二部】交礼会    （18：30～20：00） 

【第一部】新春講演会  （17：00～18：20） 

※来賓、新会員をお招きし着席でゆったり懇親を深めてまいります。 

テーマ：人手不足の時代を乗り超えるカギは多様性のある働き方！ 

        ～就労支援・雇用政策の現場から～ 

◆と き ／ 2019 年 1 月 19 日（土） 17：00～20：00 
 

◆ところ ／ はやし 野幌店（江別市野幌町 55-2 ℡011-381-8766） 
 

◇参加費 ／ 5,000 円(第一部のみの方は 1,000 円) 

  ※1 月 17 日(木)以降のキャンセルは全額頂戴いたします。  

講 師： NPO法人ワーカーズコープ江別事務所 
     しごとサポートセンターコクリ 支援員 北野 恭子 氏 
   江別市経済部商工労働課 
    地域雇用・産業連携担当主査  羽田 一寛 氏 

☑出欠のご回答はMyDoyuまたは FAX(011-702-9573)までお願い致します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

江別地区会新年交礼会(1/19)出欠回答 

 

□出席します 

 

□欠席します 

企業名                              

出席者名 役職 1部 2部

▼FAX：011-702-9573 

 

担当事務局 村上(011-702-3000) 

 



新年交礼会 

   □出 席します！     □欠 席します    

【会 員】 企業名：          お役職：      お名前：            

【ゲスト】 企業名：          お役職：      お名前：           

     

 

 

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 

（ 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  内 山  亘 理 

と き：1 月 21 日（月）  

18：30～20：30 

ところ：旬のお料理・釜めし いちえ 
（恵庭市柏木町 3 丁目 3－2） 

参加費：5,000 円（事務経費・飲食代として） 

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会の 2019 年最初の例会は、新聞の電子版の活用法について学びます。

北海道新聞の電子版は、市内版をはじめすべての地域面を PDF で配信するサービスを提供しています。

時代の流れにいち早く乗り、ネット媒体を活用していきましょう。 

例会後はそのまま新年交礼会を開催いたします。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております！ 

時 代 の 波   
～紙媒体からネット媒体へ～ 

報告者 

1/21 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 1 月例会 出欠回答（締切 1/17） 

ところ：旬のお料理・釜めし いちえ 
（恵庭市柏木町 3 丁目 3－2） 

 

参加費：5,000 円（事務経費・飲食代として） 

 
1/17(木)までに MyDoyu または FAX にて事務局（担当：高橋）までお申込ください。 

申し込み締め切り以降のキャンセルは全額申し受けいたします。 

F A X : 0 1 1 - 7 0 2 - 9 5 7 3   

 

 

内山 亘理 氏 

    

尾谷 敏利 氏 

 

（有）内山新聞店 代表取締役 

（千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 会長） 

（株）おたに新聞販売所 

代表取締役        （千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 副幹事長） 



中央西地区会１月例会（1/23） 出欠回答 

□参加します（□例会のみ □懇親会） □欠席します 

会社名             氏名            . 

                氏名            . 

ＦＡＸ返送先 011-702-9573  TEL011-702-3000 事務局 大宮 

2018年12月10日 

札幌支部 中央西地区会  

会長 丹 英司     

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1月例会のおしらせ 

1/23 (水) 

【会 場】 札幌第一ホテル 

   （札幌市中央区南７条西１丁目12－7） 

【参加費】 5,000円 

 ※例会のみは500円 

【締 切】１月18日（金） 

※締切日以降はキャンセル料を申し受けます。 

【例  会】 18:30～20:15 

【懇親会】 20:30～22:00 

 18:30 開会 
 

  ＜ディベート体験＞ 

   「●派 vs ▲派」！ 

  議論で求められる論理性と攻略法について 

  実際に体験してみよう！ 
   

  ＜ケーススタディ体験＞ 

  会社で起こりうる様々なケースを分析し、 

  組織にとっての最良の判断を下そう！ 
 

 20:15 閉会 
 

 20:30 懇親会スタート 

今年で8期目となる社員部会「リーダー共育講座」。 

若手リーダーに求められる、コミュニケーション能力や情報収集力、決断力など多岐にわたる

内容で実施していますが、実はこれらの内容は経営者にこそ求められる能力なのです！ 

ほんの一部だけですが、研修の中で行われている演習を実際に体験し、経営者同士で忌憚ない

意見交換をすることで『リーダーに求められる資質』を深く考えてゆきましょう！ 



会社名：           役職          氏名                

ゲスト 

会社名：           役職          氏名               

会社名：           役職          氏名                

ゲスト 

会社名：           役職          氏名               

 

┯───────────────────────┰           

             

                       

              

                     

             

                    

     

 

 

 

 

                       

┷───────────────────────┸   

 

中央東地区会1月例会は、 

自社プレゼン例会を 

行います。 

選ばれし4名の地区会員が、 

それぞれ15分程度で 

中身の濃いプレゼンを 

してくださいます！ 

普段どんな仕事を 

しているのか、 

どんな人なのか？ 
仲間を知るチャンスです。 

お忙しい中とは存じますが 

皆様是非とも 

ご予定くださいませ。 

参加申込書(1/24)  中央東地区会 1 月例会  申込締切 1/21 

例会･･･ □出席  ・  □欠席   ※二次会･･･ □出席 ・ □欠席 

 
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  中央東地区会担当/小西 
℡:011-702-3000 mail: h-konishi@hokkaido.doyu.jp FAX 011-702-9573 

2018年 12月 25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 後藤 亮太 

日 時：1 月24 日(木)  

19:00～21:00 

会 場：豊水会館 

(札幌市中央区南８条西２丁目) 

会 費：500 円 

▼二次会 21:30～ 

会 場：つけしゃぶ DINING  SATO 
(中央区南 5条西 5丁目 ＬC参番館ビル 2階) 

会 費：4,500 円  

中央東地区会 1 月例会 

 

㈱アイディアルホーム 代表取締役 網中 雅基 氏 

業務内容：不動産売買仲介、不動産コンサルタント、不動産管理 

サムティ㈱札幌支店 副支店長 山本 宗吾 氏 

業務内容：不動産事業、不動産賃貸事業、不動産企画・開発等 

くどう珈琲 代表 工藤 光夫 氏 

業務内容：珈琲豆の焙煎小売・卸、 
パソコン販売及び業務委託による請負業 

日本アメニティクリエイト㈱ 代表取締役 眞田 和宏 氏 

業務内容：広告代理店・企画・編集 

締切後のキャンセルは、キャンセル料を頂く場合がございます 

 

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ 


