
同友会これからの企画 (2019.8.1現在）

月日 開始 会合 会場 概要

8/1 18:30 女性経営者部会8月例会 エルプラザ

 テーマ;女性の強み・特性は地域をも動かす
 　　～「小樽民家再生プロジェクト」と

 　　「尾道空き家再生プロジェクト」（女全交inひろしま）
 　                                         　      の活動から学ぶ～

報告者;NPO法人小樽民家再生プロジェクト
 　　　代表理事　中野　むつみ 氏

8/1 18:00 第67期同友会大学第29講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;教育の本質とは何か
講　師;北海道大学　名誉教授  竹田  正直 氏

8/2 14:00 第16期経営指針研究会　一泊研修会
小樽 朝里クラッ
セホテル

経営理念と10年ビジョンを発表！中間報告会

8/3 12:00
東地区会第12期学びすとe倶楽部
一泊例会

小樽 朝里クラッ
セホテル

【基調講演】
報告者;クレアル工業㈱　代表取締役　柳下　真人 氏
【第2回例会】
テーマ;何のために働くのか
報告者;㈱サムライ設備工房　代表取締役　北島　鉄也 氏
【第3回例会】
テーマ;コミュニケーション
報告者;㈱ふじ研究所　代表取締役　佐橋　光好 氏

8/5 12:00 8月中央北地区会Lunch
Stampede's
Cafe & Dining
Bar

.

8/5 18:30 中央南地区会8月納涼懇親例会

TAVERN102
THE
IZAKAYA&SA
KEBAR

.

8/7 18:00
白石・厚別地区会
第16期次世代の星の会　公開例会

札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;【考える】プロとして働くとは
講　師;北海道情報大学経営情報学部　教授　福澤　康弘 氏

8/7 18:30 北地区会納涼！大ビアパーティ
アサヒビール園
羊々亭

楽しくなければキタくない！
たまにはみんなで爆笑しましょう

8/7 18:00 HoPE8月例会
北海道総合研究
プラザ

テーマ;デザインマインドについて
講　師;札幌市立大学デザイン学部 講師　金　秀敬 氏

8/8 18:30 白石・厚別地区会8月納涼例会
アサヒビール園
はまなす館

テーマ;創業67年、引き継ぐ想いと変革
 話題提供;㈱タケカワ総合コンサルタント　

 　　　　　代表取締役　渡辺　早久恵 氏

8/8 18:30 起望峰8月例会
㈱北海道総合技
術研究所

テーマ;座して死を待つよりは、出でて活路を見出さん。
 　　　とにかく「攻める」5代目の挑戦。

 報告者;北海道ポラコン㈱　代表取締役社長　中島　康成 氏

8/8 18:00 第67期同友会大学第30講
札幌総合卸セン
ター共同会館

テーマ;幹部社員の任務と役割
講　師;サンマルコ食品㈱　代表取締役社長  藤井  幸一 氏

8/10 6:30 東地区会 親睦ゴルフ大会
札幌スコットヒ
ルＧＣ

.

8/17 11:15
「親睦ゴルフ大会」中央西地区会交遊
会

滝のカントリー
クラブ

.

8/19 15:00
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
未知の会１４グループ合同例会

仲野農園・
ファームキト
ラ・天恵農場

  テーマ;会員農家の取り組みに学ぶ

8/20 8:30 農業経営部会8月例会 厚真・むかわ

テーマ;胆振震災から１年復興への取組と
　　　６次化で全国区に羽ばたく一次産業者

 報告者;ハスカップファーム山口農園　山口　善紀 氏
 　　　㈱小坂農園　小坂　幸司 氏

 　　　むかわのジビエ　本川　哲代 氏

8/21 18:30
白石・厚別地区会
実践！情報セキュリティ勉強会
（第5回）

白石区民セン
ター

.

裏面もご覧ください



8/21 19:00 南地区会8月納涼例会

手ぶらでＢＢ
Ｑ”THE
CAMP”
powered by
LOGOS

テーマ;手ぶらでキャンプ！

8/22 17:00 豊平・清田地区会 8月納涼例会 アサヒビール園 .

8/22 19:00
中央東地区会・中央北地区会
合同納涼例会

ノルベサ .

8/22 10:00 国際ビジネス研究会8月例会
小樽・余市・倶
知安・ニセコ・
真狩

テーマ;ニセコのインバウンド最先端を学ぶ！移動一泊例会

8/23 14:00
経営厚生労働委員会
札幌支部就業規則セミナー

札幌総合卸セン
ター共同会館

  テーマ;働き方改革法に対応した就業規則の見直し
 ➀  フレックスタイム制（清算期間３ヶ月）の導入ポイント

 　　よしだ労務管理事務所　代表　吉田　泰彦 氏
  ②労働時間に対する労働基準監督署の調査とその処理
 　　安藤行政事務所　代表取締役所長　安藤　壽建 氏

8/23 18:30 中央西地区会8月納涼会
ビヤケラー札幌
開拓使

.

8/24 9:00 中央西地区会交遊会 札幌競馬場 .

8/26 18:30 中央北地区会経営基礎講座（第3回）
札幌市民交流プ
ラザ

テーマ;決算書を『使う』
　　～計画に必要な変動損益計算という考え方～
講　師;㈱シンクシステムズ　会長　小椋　俊秀 氏

8/27 18:30 東地区会 × 未知の会合同例会 札幌第一ホテル テーマ;世代を超えた新しい発見！唯一無二の討論会

8/27 19:00
江別地区会×未知の会9・11グループ
合同企画8月例会

グランド居酒屋
富士

テーマ;ゲームで学ぶチームビルディング

8/28 18:30 西・手稲地区会8月例会 ちえりあ .

8/30 15:00
共育委員会
社外同期プロジェクト　Lacラボ.

札幌第一ホテル
テーマ;文章の書き方・伝え方
講　師;㈲スターダスト・マネジメント
　　　　代表取締役　坂口　雅文 氏

会社名

氏　名

お役職

連絡先℡

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

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



会社名：             役職         氏名                

ゲスト会社名：          役職         氏名               

      

２０１９年７月30日 
（一社）北海道中小企業家同友会 
中央東地区会 会長 後藤 亮太 
中央北地区会 会長 二俣 博信 

中央東・中央北地区会 8 月合同例会 

 

会 費：6,000 円  
(ボウリング代、懇親会費込み) 
懇親会のみの方は 3,500円 
※締切後のキャンセルは、 
キャンセル料を頂く場合があります 

中央東・中央北合同 8 月例会は、 

今年も楽しく納涼例会を 

開催いたします。 

ボウリングで思う存分 

体を動かした後は 

ビアガーデンで乾杯！ 

北海道の短い夏を 

満喫してまいりましょう！ 

18:30  受付開始 

19:00～ ボウリング大会 

早く集まったチームから随時開始 

20:30～ ビアガーデン納涼会 
22:30  閉会 

スケジュール(予定)： 

 

会 場： 
ボウリング： 
ディノスボウル ノルベサ 
懇親会： 

ノルベサ ビアガーデン  
THE TERRACE BEER GARDEN 
Hawaiian Grill ”ALOHA AMIGO” 
 (中央区南３条西５丁目１-１) 

参加申込書(８/22) 中央東地区会・中央北地区会合同８月例会 締切８/1９ 

□出席(□すべて参加 □ビアガーデン(懇親会のみ)参加) ・ □欠席 

 

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 中央北地区会担当/菅 
℡:011-702-3000 mail: h-konishi@hokkaido.doyu.jp(小西) FAX 返信先:011-702-9573 

mailto:h-konishi@hokkaido.doyu.jp


2019年 7月 10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 丹 英司 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲスト欄 同友会に興味のあるお知り合いの方とぜひご参加ください！ 

--------------中央西地区会 8 月例会（8/23)   回答締切：8 月 8 日（木）-------------- 

□出席します    □ 欠席します 

会社名                   役職        氏名          

会社名                   役職        氏名          

 

と き： / （ ）18:30～20:30 

ところ：

参加費： 円（飲食費ほか） 

 

暑い夏の終わりに、すべての中央西地区会員の親睦の場。 

納涼会に初めてご参加いただく方も、久々ご参加の方も、 

新たな繋がりを広げる機会にしましょう！ 

中央西地区会納涼会のご案内 



2019年 7月 5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 松井 髙志 

担当 (佐藤、関上、朝倉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------中央南地区会 8 月例会（8/5)   回答締切：7 月 31 日（水）---------------- 

□出席します    □ 欠席します 

会社名                   役職        氏名           

 

会社名                   役職        氏名           

返信先/北海道同友会事務局 FAX(011)702-9573 TEL(011)702-3000 担当 内田 

ゲスト欄 同友会に興味のあるお知り合いの方とぜひご参加ください！ 

8/5 （月）18:30～20:30 

“MADE in JAPAN ＋ MAKE in JAPAN”がキーワードの大人かっこいい居酒屋  
TAVERN 102 THE IZAKAYA&SAKEBAR 
（中央区南 3 条西 5 丁目 1-1 ノルベサビル 7F） 

5,000 円（飲食代ほか） 

中央南地区会の納涼懇親例会「味の散歩道」を開催します。普段なかなか都合が

つかずに参加出来ない方や、入会したばかりの方は、この機会に是非交流を深めましょう！

ラフな格好でも構いませんので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

味の散歩道は、浴衣での参加が恒例となっています。 
お持ちの方は是非、浴衣でご参加ください！ 

出欠回答・キャンセル締切は7/31(水)18:00 です。回答は FAX またはMyDoyu にてお願いいたします。 

日 時 

会 場 

参加費 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時： 8 月27 日 (火) 18：30～21：30 

場 所： 札幌第一ホテル  (札幌市中央区南７条西１丁目) 

参加費： 5,000 円（飲食費他） 

締 切： 8 月 22 日（木） 

東地区会8月例会は未知の会との合同例会です。 

今回の例会は、経営者同士のガチンコ勝負！ 

強い会社づくりを目指すをテーマに本気のディスカッ

ションを行います。 

事業承継、社員との関係・・・それぞれの会社での悩みは

違いますが、“語る”ことによって強い会社像が見えてきま

す。年齢や立場を超えて、それぞれの経験、環境、悩みを

共有し議論しましょう！ 

℡(011)702-3000(担当：大宮) 

 

＜タイムスケジュール＞ 
 

１８：３０ 名刺交換タイム 

１８：３５ 谷越会長挨拶 

      東地区会、未知の会より報告 

１８：５０ グループディスカッション 

１９：５０ 例会終了 

２０：００ 懇親会開始 

      各グループ討論の発表、まとめ 

２1：３０ 閉会 

    東地区会・未知の会合同例会（8/27）出欠回答   申込締切 8/22（木） 
 

□ 出席します    □ 欠席します 

2019 年 7 月 16 日 

東地区会 会長 谷越 律夫 
 

未知の会 世話人 

４G 福田 直之、藤井 雅規 

13G  源 真紀、山口 雄大  

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

企業名           役職        氏名            

ゲスト 企業名           役職        氏名           

東地区会 × 未知の会 合同例会 

世代を超えた新しい発見！ 

FAX 返信先（011）702-9573 



 

「決算書」は真実をうつす鏡
～ プロは決算書を見てこう考える 

2 0 1 9 年 7 月 2 6 日

西 手稲地区会 会長  西田  宙文

（ 一 社 ） 北 海 道 中 小 企 業 家 同 友 会  札 幌 支 部

西・手稲地区会 8 月例会

「従業員」の使い込みが発覚する・・・ 
 

「M&A会社」は貴社にいくらの値をつけるか・・・
 「税務署」が気になる数字とは・・・ 

「銀行」がみている粉飾決算のポイント 

「銀行」は貴社にいくらまで貸してくれる 

西・手稲地区会 8 月例会では、実際にあった事例を基に決算書のポイントを紹介します。 
企業価値を上げるため、税務署に目をつけられないため、銀行の融資担当者に注意されないため、従業員の

不正を未然に防ぐために「良い決算書」と「悪い決算書」のポイントを解り易く解説します。 
皆様の参加を心よりお待ちしております！ 

〖報告者〗 
佐藤寿志税理⼠事務所  所⻑  佐藤  寿志 ⽒ 

≪講師プロフィール≫ 

1990 年 小樽市内の税理士事務所に入所。その後日本大学、小樽商科大学

大学院、大原専門学校を経て税理士資格取得 

2009 年 佐藤寿志税理士事務所 開設 

経営理念：会計を通じて、職員 お客様 地域社会の成長を応援する 

2010 年 中小企業家同友会 入会（2019 年～同友会札幌支部会計監査） 

2019 年～ 中小企業庁ミラサポ専門家派遣 登録専門家 

と  き 

8/28 （水） 
  

 
 

ところ 
札幌市生涯学習センター ちえりあ 
(札幌市西区宮の沢 1 条 1 丁目 1-10)
 

参加費 

1000 円 
（会場代、事務経費として）

18：30〜20：15 

★駐⾞場は⻄友宮の沢店との共⽤駐⾞場をご利⽤ください。 
★例会終了後に懇親会を開催いたします。併せてご予定ください！ 
会場：あいよ 宮の沢店     会費：4000 円（120 分飲み放題付き） 
★8/23 以降の懇親会のキャンセルは会費を申し受けます。 
★お問い合わせは同友会 事務局（011-702-3000：担当  ⾼橋）まで 

8/28  ⻄・⼿稲地区会  8 ⽉例会 出⽋回答（8/23 〆） 

8 ⽉例会…  □参加（懇親会   □参加   □⽋席）  □⽋席 

【御社名】                         【役職】               【名前】                     

▼FAX 返送先：011-702-9573 



 

南地区会 8 月例会は納涼例会です！テーマは“手ぶらでキャンプ”！ 

緑とウッドに囲まれたサンルーフの大空間＆観覧車を臨む最高のロケーションで BBQ を楽

しみましょう！ 

初めて例会に参加する新会員さん、最近あんまり出てないなあ～というごぶさたさんも大歓

迎！みんなでわいわい楽しみましょう。皆様のお越しをお待ちしております！ 

 

日 時：8 月21 日 (水) 19：00～21：00 

会 場： ノルベサ 7 階 手ぶらでＢＢＱ”THE CAMP”

powered by LOGOS 
(札幌市中央区南３条西５-１-１ノルベサビル) 

会 費：4,500 円(飲食代等として) 

締 切：8 月 16 日（金） 

締切後のキャンセルは、キャンセル料を頂戴する可能性がございます。 

南地区会 8月例会出欠回答（8/21） 

□ 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              

FAX 返信先／同友会事務局 FAX 011-702-9573 （担当：大宮 ℡011-702-3000） 

 2019 年 7 月 25 日 

一社）北海道中小企業家同友会 札幌支部  

南地区会 会長 岸 信行   

TEL 011-702-3000 FAX 011-702-9573 
南地区会８月例会 
 

 

同じフロアに 

別のビアガーデンがござ

いますのでお間違いなく！ 



 
札幌支部北地区会 8 月納涼例会(8/7)出欠回答(締切 7/31) 

 
□参加します    □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) 

今年のテーマ 

 
2019 年 7 月 19 日 

(一社)北海道中小企業家同友会 
北地区会 地区会長 佐々木 和秀 

担当：藤田、久門、齋藤、神 
TEL：011-702-3000 
FAX：011-702-9573 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 北地区会８月例会 

納涼！大ビアパーティのご案内 
好評企画『納涼！大ビアパーティ』がやってまいりました 

今年はゲームがパワーアップ？！ 

みんなで飲んで笑って仲良くなりましょう！ 

まだ会員ではないお知り合いの経営者を”ゲスト”としてお連れいただくと 

参加費無料でご参加いただけます！ぜひご一緒にお越しください。 

日 時：8 月７日(水) 

     受付開始 18:00～ 
     開会 18:30～20:30 閉会 

会 費：5,000 円 

会 場：アサヒビール園 羊々亭 

     中央区南 4 条西 4 丁目 松岡ビル 5F 
     TEL：011-241-8831 
※ 8/2(金)18：00 以降のキャンセルは全額申し受けます。 

お知り合いの経営者の方とぜひご参加ください！ 



ビンゴゲームで楽しく交流！！ 

＜プロフィール＞ 創業 1952年、資本金 3500

万円、従業員 42名、用地測量、開発行為、土

地区画整理事業、土木設計。地籍調査、GPS（衛

星測位システム）基準点測量、各種 GIS（地理

情報システム）事業。「調査・測量からプラン

ニング設計まで まちづくりを私たちの総合

力でプロデュース」 

株式会社タケカワ総合コンサルタント  

   代表取締役  渡辺 早久恵 氏 

 

 札幌支部白石・厚別地区会８月納涼例会(8/8)出欠回答 
 

□ 出席します （□講話  □懇親会）      □ 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：鈴木) 

18:30～ 
21:00 

  

2019年 6月 26日 
(一社)北海道中小企業家同友会  

白石・厚別地区会 
会長 佐々木 ひとみ 

担当：D グループ 
TEL：011-702-3000 

 

白石・厚別地区会 8月納涼例会 
焼肉を食べると「幸せホルモン」が出るそうです（NHK「チコちゃん

に叱られる」より）。仲間の奮闘記に耳を傾け、脳の中枢神経を刺激し

合い、交流を深めましょう！ 

 

まだ同友会の会員でない方のゲスト参加も大歓迎です！ 

心よりお待ちしております！ 

  

 

各自 1,000 円相当の景品をお持

ちください！ 

日 時：8 月8 日(木) 

     18:30～ 第 1 部 講話 

     19:10～ 第 2 部 納涼会 

会 費：4,500 円(講話のみ 500 円) 

会 場：アサヒビール園 
    はまなす館 

     白石区南郷通 4 丁目南 1-1 

     TEL：011-863-5251 
※ 8/6(火) 18:00 以降のキャンセルは全額申し受けます。 

創業 67 年、引き継ぐ想いと変革・・ 
報告者：マイコーチングオフィス 代表 中村 舞 氏 

(中央東地区会会員) 

プロコーチの中村氏が普段からこっそり使っている、相手も自分もプラスになる「人の動か

し方」を特別に教えて頂きます。社内で、家庭でご活用下さい。あの人ともこの人とも、良い

関係になること間違いなし！ 

【講話】 

ゲ ス ト 参 加 お 待 ち し て い ま す ！ 

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部 

【納涼会】 



 

 

（一社）北海道中小企業家同友会  札幌支部  豊平・清田地区会 8 月納涼例会 

工場見学だ！！ 
2 0 1 9 年 7 ⽉ ２ ５ ⽇ 
豊 平 ・ 清 ⽥ 地 区 会 
会 ⻑   ⼿ 塚   ⽞ 

  豊平・清田地区会 8 月例会は毎年恒例納涼会です！ 
今回は札幌市内で唯一工場見学のできるアサヒビール北海道工場へ行き、 

アルコール体質チェック・お酒の飲み方講座・ビールの製造工程を学びます。 
見学した後はおいしいジンギスカンとビール片手にみんなで語り合いましょう！
  地区会員はもちろんのこと、社員さんや同友会に興味のある方、ご家族の方の
参加も大歓迎！皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております！ 

と    き：： 

と こ ろ：： 

さんかひ：： 

8/22（⽊） 
工場見学  17：00〜18：00 

懇 親 会  18：30〜20：45 

アサヒビール園 
（札幌市白石区南郷通 4 丁目南 1-1） 

5000 円（飲食代・事務経費として） 

中学生～未成年 ⇒ 4500 円     

小学生以下 ⇒ 3000 円 

※工場見学のみの方は 500 円です。 

※出⽋回答の締め切りは 8/19（⽉）までです。 
※お問い合わせは同友会 事務局 
  011-702-3000（担当：⾼橋）まで。 

8/22  豊平・清田地区会 8月例会 出欠回答（締切：8/19） 

□ 参 加 □⽋席 

≪会社名≫                           ≪役職≫                  ≪名前≫ 

≪会社名≫                           ≪役職≫                  ≪名前≫ 

         FAX 返送先：011-702-9573 

□工場見学のみ 

□懇親会まで参加 



 

  

と き：令和元年 

８／19(月)  15：00～18：30 
（見学 15時までに見学先農家へ直接集合） 

（  17時までに長沼温泉物産館へ集合） 
 

参加費：大  人 5000円 
     小学生 2500円 
        
見学先：３軒の中から第１希望、第２希望を選択 

①仲野農園（長沼町東 6線北 14） 

②ファームキトラ（長沼町東 3線北 9） 

③天恵農場（長沼町東 2線北 7） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

懇親会：長沼温泉 ジンギスカンコーナー（長沼町東 6線北 4番地 物産館2F） 

    農場見学で学んだことを各グループから発表していただきます 

8月例会は未知の会 14グループとの合同例会を行います。今回は道央の産地で頑張る会員農家 3

軒をグループに分かれて見学、懇親会でそれぞれのグループから学んだことを発表していただきます。 

①（有）仲野農園        ②（有）ファームキトラ 

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 

未知の会 １４グループ合同例会 

 

（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 

未知の会 14グループ世話人 佐藤 航、岡本 覚 

TEL:011-702-3411/FAX:011-702-9573  

 

35haの土地で、リンゴ

を始めとするブルーベ

リー、プルーン等のく

だものや、馬鈴薯、南

瓜、大豆などを生産。 

ファームレストラン・

ハーベストを営業。 

③（有）天恵農場 

無農薬栽培米。アイガ

モ栽培米などを中心に

栽培。 

いちご狩りや野菜直売

所"ベジっこ"を運営。 

無農薬無化学肥料栽

培。有機肥料 100％で米

づくりを行う。自然と

の共生・医食同源・身

土不二に基づき、環境

と働く人に無理がかか

らない営農。 

スケジュール 

15：00 見学先農家集合 

見学開始 

16：30 見学終了、移動 

17：00 懇親会開会 

18：30 懇親会終了 

千歳･恵庭･北広島･長沼地区会×未知の会合同例会（8/19）出欠回答 【締切 8/7】   
 

□ 出席します    □ 欠席します 
参加区分 会社名 役職 氏名 見学先 

第１希望 

見学先 

第２希望 

大人・小学生      

大人・小学生      

ゲスト参加 

記入欄 
     

 返信先：FAX 011-702-9573(担当：松田) 
ご宿泊を希望する方は近隣宿泊施設等へ自己手配をお願いします。 

（お盆のため、非常に混雑している恐れがあります） 

■ながぬま温泉（℡:0123-88-2408、長沼町東 6線北 4番地） 

■ユン二の湯（℡0123-83-3800:、由仁町伏見 122番地） 

■なんぽろ温泉ハート&ハート（℡: 011-378-1126、南幌町南9線西15番地） 



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               

 

 江別地区会×未知の会 9・11 グループ合同企画 8 月例会 

と き：8/27(火) 
   19：00～22：00 
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) 

会 費：5,000 円(懇親会費) 

テーマはチームビルディング、詳細は当日来てからのお楽しみ！

企業、地域、はたまた家庭、様々なところで誰かと一緒になにか

をすることがありますよね。いつもとは違うメンバーだからこそ

の発見が必ずあります。楽しくチーム作りを学びましょう。今回

は江別地区会と未知の会９G と１１G の皆様との合同企画で

す！まだ見ぬビジネスの輪も広がるかも！？ぜひご参加下さい。 

 
学んだ後はそのまま懇親会！ 

飲んで語って、 
楽しみましょう！ 

※8/23(金)18：00までに MyDoyuまたは FAXにてご回答ください。 

江別地区会×未知の会9・11グループ合同企画8月例会(8/27) 

□出席 ・ □欠席 

 

お問い合わせ：北海道中小企業家同友会事務局 

江別地区会担当/村上 ℡:011-702-3000 
 FAX 返信先:011-702-9573 

※基本懇親会込みのご参加で承ります。 
どうしても退席が必要な場合はご相談に応じます。 


