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中堅社員研修2014「共に学び合い 共に育ち合い 絆をつくる」を開催 〜共育委員会〜
DOYU
ニュース

メガソーラー見学と今後のエネルギービジネスを展望 〜新産業創造委員会〜
第36期経営指針を創る会第2講「経営理念を深める」〜経営労働委員会〜
中小企業増税緊急学習会を開催 〜政策委員会〜

2月支部・ブロック活動
大津支部地区会

《大津北地区会》
と き 2月24日（火）18:30〜21:00
ところ （株）ピアライフ
テーマ 社員が育ち、
イキイキと働く方法！
〜共育力が組織発展の活力！
！〜
報告者 永井 茂一 氏 （株）
ピアライフ 代表取締役
《大津西地区会》
と き 2月13日（金）18:30〜21:00
ところ 大津市ふれあいプラザ
テーマ 社員が自ら動きだす組織作り
報告者 青木 孝守 氏 （株）
あぐり進学 代表取締役
《大津東地区会》
と き 2月20日（金）18:30〜21:00
ところ （株）アーム保険設計
テーマ 10年間の経営指針の実践方法を報告します
報告者 村田 健二 氏 （株）村田自動車工業所 代表取締役社長

高島ブロック例会
と き
ところ

2月18日（水）18:30〜21:00
安曇川公民館

テーマ ブルーベリーに育てられて

報告者 岩田 康子 氏 （有）ブルーベリーフィールズ紀伊國屋 代表取締役社長

湖南支部例会
と き
ところ

2月17日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

北近江支部例会
と き
ところ
テーマ
報告者

2月25日
（水）18:30〜21:00
北ビワコホテル グラツィエ

経営理念の大切さ知ればわが社の使命が見える!!

〜明確なビジョンを示し、社員と共に育つには!〜
青栁 孝幸 氏 （株）PRO-SEED 代表取締役社長

青年部例会
と き
ところ
テーマ
報告者

2月24日
（火）18:30〜20:45
フェリエ南草津 市民交流プラザ

淡路島から世界へ！〜100年企業の新たなるチャレンジ〜
出雲 文人 氏 淡路麺業（株） 代表取締役

理事会だより

第12回理事会報告
と き
ところ

3月4日
（木） 17：30〜20：00
草津市民交流プラザ

出席者

蔭山・坂田・宮川・坪田・廣瀬・井内・田井・服部・
蔭山啓・川崎・杉田・蔭山大・安井・小田柿・大原
計15名

①蔭山代表挨拶

来月の総会に2014年度滋賀でいちばん大切にしたい会社が発表されま
す。それに伴い、
「滋賀いち」をめざすための社内共育実践ツールが出来
上がりました。例会などの学びを社内で実践するための共育ちツールで
す。新年度多くの会員の方にお伝えし、良い会社、良い経営者に向けた取
り組みを強化していきましょう。

②入退会承認の件

入会3名、退会8名、新聞読者への申し込みの報告があり承認されました。

テーマ 売上前年対比120％！9年間離職者0名！
〜優良企業が10年目にして迎えた困難…時代の転換期を乗り越える組織とは！〜

③後援名義使用の件

甲賀支部例会

④賛助会員資格に関する内規の件

報告者 西本 淳弥 氏 （株）
アートエンディング 代表取締役

と き
ところ

2月26日（木）18:30〜21:00
サンライフ甲西

テーマ メンタルヘルス対策をしよう
〜社員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐには〜

報告者 山田 真由子 氏 山田真由子社会保険労務士事務所 所長

東近江支部例会
と き
ところ

2月18日（水）18:30〜21:00
八日市商工会議所

テーマ 語り尽くすグループ討論例会
〜新たな研究グループの立ち上げへ〜

第7回びわこJAZZ フェスティバル in 東近江2015の後援名義使用につい
て蔭山啓介理事より提案があり、承認されました。
大原事務局長より、今後の活動に対して、会から協力を依頼する場合、
ま
た会員企業からの参加要望がある場合など、会員外の会員資格を整備
するため、
「特任会員」
「協力会員」
「賛助会員」
を規約にある“賛助会員”内
に内規として設けること、滋賀および中小企業家しんぶん、e.dpyuの利用
に伴う費用に関しては会費として徴収することなどが承認されました。

⑤第37回定時総会の件

4月23日に開催される県総会の参加目標及び定数について提案があり、
承認されました。参加目標は、高島６名、大津23名、湖南36名、甲賀11
名、東近江26名、北近江19名、合計121名に決定。
また決算予測及び予算
方針について説明があり、次回理事会で承認することが確認されました。

⑥第13回理事会
と

き：4月3日
（金）17:30〜20:30

ところ：同友会事務局

会員動向
●高木誠一郎氏（高島ブロック所属）が登録企業を変更しました。
企業名：B・B・DYULAN（ビー・ビー・ドュラン）
事業内容：ペンション経営
住所：〒520-0502 大津市南小松100
電話：090-5098-0452

新会員ご紹介

第12回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

西川

真登

湖南法律事務所

森
弁護士

〒520-3024 栗東市小柿6丁目1-22 竹之内ビル103
TEL 077-554-5408

〒520-0865 大津市南郷一丁目5番8号
TEL 077-537-2385

事業内容：民事一般(労務､遺言､相続､離婚､交通事故､
債務整理､その他)､刑事事件
紹 介 者：井内良三・能登清文
所属：湖南支部

事業内容：ガソリンスタンド､自動車整備業､LPガス販売
紹 介 者：村田健二
所属：大津（東）支部
より多くのことを学び成長につなげていきたいと思います。皆様との出会いに
感謝いたします。
よろしくお願いいたします。

栗東市で法律事務所を開業しております。同友会を通じ、
自身の事務所経営者
としての資質を磨いていきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

小谷

浩一

輝く滋賀づくりをめざして、学びあう仲間になりませんか？

読売西大津総合センター（株） 代表取締役

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

〒520-0026 大津市桜野町二丁目11番39号
TEL 077-525-1218
事業内容：新聞販売店
紹 介 者：濱本博樹

事務局

所属：大津（西）支部

と

滋賀県草津市野路8丁目13-1 KE草津ビル1階
Tel 077-561-5333 Fax 077-561-5334

●ホームページからもお申込み出来ます

この度、同友会の仲間に入れて頂きありがとうございます。
この会で沢山のこと
を学び、
まずは会社、引いては社会にも貢献していきたいと思います。宜しくご
指導ご鞭撻お願いします。

滋賀県中小企業家同友会

陽一

森正商事（株） 代表取締役

滋賀同友会

入会

検索

第37回定時総会のご案内

き：4月24日（金）14：00〜17：30

ところ：八日市ロイヤルホテル
第Ⅰ部：第37回定時総会 議事 （14：00〜15：15）
第Ⅱ部：記念例会 （15：30〜17：30）
○代表理事挨拶

来賓挨拶

○2014年度滋賀でいちばん大切にしたい会社

（株）シンコーメタリコン様

認定証授与

○記念講演
テーマ：「縮小の時代を生き残る企業（経営者）とは

〜時代認識を高め、なくてはならない企業をめざそう〜」

講

師： 松井 清允 氏

中小企業家同友会全国協議会専務幹事

松井 清允 氏

参加費：無料

会員増強のお願い 〜良い会社・良い経営者・良い経営環境をめざす仲間を増やしましょう！〜
私たちは、滋賀県経済の自立的な発展を担う仲間づくりに取り組んでいます。
いま、滋賀同友会は611名です。滋賀には1万3千社を超える会社（法人）があります。私たちの学び合い活動は、まだまだ多くの
経営者に知らされていません。
「どうすれば経営理念が作れるのか？」「会社の将来のビジョンを作りたい」「みんながイキイキと働ける会社にしたい」「後継者
を育てたい」「地域で頑張る仲間が欲しいのだが・・」「大学と連携してチャレンジする方法は？」「海外展開のヒントが欲しい」「社
員共育の方法が知りたい」「中小企業が利益の出やすい経済環境にしたい」等々の思いを持っている経営者に、同友会での学び合い
活動をお知らせしましょう！
会活動のご案内をいたしますので、会員候補のご紹介を、同友会事務局まで。宜しくお願いをいたします。

同友会事務局

TEL：077-561-5333

FAX：077-561-5334

会費口座振替のお知らせ
○2015年4月6日
（月）は会費の口座振替日です。
○同友会では、四半期毎（1月・4月・7月・10月の５日）に会費をご指定
の口座より振替させていただいております。4月6日は会費2015年4
月〜6月分18,000円の振替日ですので、
ご案内を致します。定額です
ので、請求書・領収書の発行は致しておりませんのでご了承をお願い
いたします。

○会費以外の費用（書籍代や参加費等）のある方、及び口座振替でな
い方には、従来通り請求書を送付させて頂きますので、
ご了承の程宜
しくお願い致します。
○会費の口座振替・ご請求についてのお問い合わせは
滋賀県中小企業家同友会 事務局
電話 077-561-5333 中村までお願いいたします。

