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自由民主党国会議員と理事との懇談会を開催しました。
（協）HIP滋賀第14回定時総会・新産業創造委員会例会を
開催しました。

支部・ブロック活動

大津支部・高島ブロック
第36回定時総会・記念講演会
と き
ところ

5月22日（金）17:00〜21:30
びわ湖大津館 桃山

テーマ “人を生かす経営の実践”

『経営者と社員が共に歩む経営を！
！』

〜共同求人・共育で仕事に誇りと豊かさを育む〜
報告者 川中 英章 氏
（株）EVENTOS 代表取締役 広島同友会求人社員教育委員長

湖南支部 第35回定時総会・記念例会
と き
ところ

5月19日（火）18:00〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ 同友会の学びを経営に活かす！

第二創業の成功、売上223％↑借入50％↓
報告者 北野 裕子 氏
（株）
エフアイ 代表取締役社長

甲賀支部 第2回定時総会・記念例会
と き
ところ

5月21日（木）17:00〜20:00
やまりゅう

テーマ 『夢を叶える魔法の技術』
で

日本を機械長寿の国にする

〜支えるのは心で結ばれた社員とその家族〜
報告者 立石 豊 氏
（株）
シンコーメタリコン 代表取締役

東近江支部 例会
と き
ところ

5月20日（水）18:30〜21:00
八日市商工会議所

テーマ 滋賀のヒト・モノ・コトゴトをデザインする
〜地域の資源を輝かせる取り組み〜
報告者 市田 恭子 氏
Team coccori事業代表

北近江支部 第12回総会・記念例会
と き
ところ

5月14日（木）17:00〜21:00
北ビワコホテルグラツィエ

テーマ ローザンベリー多和田に懸ける夢！
講

師 大澤 恵理子 氏
Team coccori事業代表

青年部 第14回定時総会
と き
ところ

5月29日
（金）18:30〜22:00
ホテル ニューオウミ

テーマ これからの滋賀青年部を考える

理事会だより

第3回理事会報告
と き
ところ

6月5日（金） 17：00〜18：00
同友会事務局

出席者

坂田・永井・宮川・坪田・井内・廣瀬・川原林・村田・
北野・川崎・蔭山大・水野・服部・小田柿・高橋・
田井・蔭山啓・安井・大原 計19名

①坂田代表理事挨拶
先日金融機関のビジネスマッチングに参加してきました。多くの会員
企業が参加されており、同友会が元気であると実感しています。年々
会員企業が地域のリーディングカンパニーとして様々なところで活躍
されるよう理事会は活動を牽引していきたいと思います。

②入退会承認の件
復帰を含む入会4名、退会3名の報告があり承認されました。

③後援名義使用の件
「僕がジョンと呼ばれるまで」上映会、2015年度企業・団体のCSR・
社会貢献活動セミナー、第２回びわ湖チャリティー100km歩行大
会、映画「マザーレイク」製作、4件について名義使用の提案が承認さ
れました。

④中同協第47回総会議案書への意見について
宮川副代表理事より、第2章情勢、中小企業の賃上げについて、中小
企業の賃金やライフステージにあった賃金など、研究が必要である
ことなど、加筆について提案があり、承認されました。

⑤大学との連携の件
滋賀大学平成27年度産学連携サービス経営人材育成事業および滋
賀県立大学COCプラスへの連携体参加について提案があり、北近江
支部を連携の担当として参加することになりました。

⑥第26回滋賀県経営研究集会の件
実行委員長に井内良三副代表理事を選任しました。
（その後の調整
で、開催日は11月16日
（月）13時〜会場はクサツエストピアホテルで
決定しました）

⑦第4回理事会
と き：7月3日
（金） 16:00〜18:00
ところ：同友会事務局

会員動向
●（株）
あきない応援団（会員 田中憲司氏 甲賀支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒528-0057 甲賀市水口町北脇436-1 電話・FAX番号の変更はありません。

新会員ご紹介

第3回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

西村

直

園田

ウエスティ工業（株） 代表取締役

律子

（株）Miracleマネージメント 代表取締役

〒529-1313 愛知郡愛荘町市110番地
TEL 0749-42-2155

〒520-2362 野洲市市三宅2476
TEL 077-518-0808

事業内容：寝装品（カバーリング） 製造・販売
紹 介 者：蔭山大輔
所属：東近江支部

事業内容：宅建業､賃貸アパート仲介､売買
紹 介 者：北野裕子
所属：湖南支部

愛荘町で布団カバーの製造・卸をしているメーカーです。地元でより良い商品・
サービスを創り出し、皆が幸せになれるように皆さまと一緒に学ばせていただ
き経営に活かしていきたいと考えています。
よろしくお願い致します。

先輩経営者さまの経験を学び吸収しながら、弊社の経営方針や理念をしっか
りと考え、
自分自身や会社の成長につなげて行きたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

第26回 滋賀県経営研究集会の開催日を決定しました！
と

き：2015年11月16日（月） 13:00 〜20:30

と こ ろ：クサツエストピアホテル

内

容：基調講演、分科会（３つ）、懇親会

参加募集：200名（会員を中心に、社員、会員外経営者）

※参加費・スケジュール等、詳細は随時お知らせをいたしますので、いまからご予定を宜しくお願いをいたします。

2015経営労働問題全国交流会in鳥取のご案内
テ ー マ：社員ひとりひとりに光を

経営指針・企業変革支援プログラムの実践を

と

き：2015年8月20日
（木）13:00 〜 21日
（金）11:30

内

容：問題提起 「今こそ、同友会らしい経営指針の実践運動を！」
分 科 会

と こ ろ：米子コンベンションセンター（受付は米子市文化ホール）

①労使見解の実践と普及

②経営指針成文化・実践運動の推進

③企業変革支援プログラムの活用と普及

④人を生かす経営実践・労働環境整備

記念講演：社員と共に、地域と共に 〜「労使見解」実践への期待 〜
講

師：呉

学殊（オウ ハクスウ）氏 （独法）労働政策研究・研修機構主任研究員

参 加 費：20,000円

新事務局員のご紹介
6月19日から事務局員として働かせて頂いております前川 崚と申します。
昨年の11月に、一身上の理由で前職を退職し、今年6月19日から滋賀県中小企業家同友会の事務局員（組織担当）
として働
かせて頂く事になりました。
中小企業を支え、発展させて行くという同友会の活動に関心を持ち、
自分も滋賀の中小企業の発展に貢献したい思い入社さ
せて頂きました。
そして同友会を通じて様々な方と関わり、いろいろな事を学び、成長していきたいと思っております。
ちなみに趣味はサッカーであり、小学生から高校まで活動しておりました。いつか欧州サッカーを現地で観戦するのが夢です。

前川

崚

（まえかわ りょう）

これからご迷惑をおかけする事もあると思いますが、
自分なりに一生懸命仕事に取り組んで頑張りたいと思いますので、
どう
ぞよろしくお願い致します。

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？
●入会希望の方は、右記までご連絡ください。 事務局
●ホームページからもお申込み出来ます。

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

滋賀同友会

入会

検索

会費口座振替のお知らせ
○2015年7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。7月6日は会費2015年7
月〜9月分18,000円の振替日ですので、お知らせをいたします。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解をお
願いいたします。

○会費以外の費用（書籍代や行事への参加費等）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、
ご確
認を宜しくお願いいたします。
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。

