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2015中同協 中小企業憲章・条例推進月間キックオフ集会が
開催されました！
36期 経営指針を創る会 第5講「指針書をまとめる」
を開催しました
理事会だより

6月支部・ブロック活動

大津支部 例会
と き
ところ

第4回理事会報告

6月24日（水）18:30〜21:00
びわ湖大津館

と

テーマ 社員と共に未来を切り拓く
！
〜儲かるより、魅力ある会社を目指して〜
報告者 小田柿 喜暢 氏

大洋産業（株） 代表取締役

報告者 清水 忠昭 氏 （株）清水電機

組織担当として、大津支部、湖南支部、青年部の補佐担当なるこ
とが報告されました。

代表取締役

6月16日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

入会３名、退会６名、新聞会員への申し込み1名が提案され承認

レークケア 代表取締役社長
報告者 西村 雄一 氏 （株）

甲賀支部 例会

④後援名義使用の件
アビリンピック滋賀2015後援名義使用について資料説明が行わ
れ、承認されました。
9月17日13:00〜18日12:00に京都で開催される研修会に理事

6月25日（木）18:30〜21:00
サントピア水口共同福祉施設

及び支部副支部長までは参加することとなりました。

⑥第26回滋賀県経営研究集会開催の件
井内実行委員長より開催概要に関して提案があり承認されまし
た。以降基本的な事項は実行委員会に一任されることになりまし

東近江支部 例会

た。

6月17日（水）18:30〜21:00
男女共同参画センター

⑦第５回理事会

テーマ 地産地消のこれから
〜地域の資源を輝かせる取り組み②〜
報告者 川西 豪志 氏 ひさご寿し取締役

料理長

北近江支部 例会
6月22日（月）18:30〜21:00
北ビワコホテルグラツィエ

テーマ 社員と共に未来を切り拓く
！
〜儲かるより、魅力ある会社を目指して〜
報告者 小田柿 喜暢 氏

されました。

⑤中同協第26回役員研修会への参加の件

テーマ 震災から復活した老舗しょうゆ蔵の事例に学ぶ
〜DVD経営実践学習〜

と き
ところ

県よりがん患者・経験者の就労支援についての依頼報告があり、

③入退会承認の件

テーマ 「地域見守りネットワーク」
を目指して
〜行政、全国の同業者も注目！〜

と き
ところ

②「滋賀県がん対策推進協議会
がん患者就労支援専門部会」部会員推薦の件
ユニバーサル委員長田井氏を推薦することになりました。

湖南支部 例会

と き
ところ

同友会事務局

出席者 蔭山・坂田・永井・宮川・坪田・井内・廣瀬・川原林・
村田・北野・川崎・蔭山
（大）
・山岡・服部・小田柿・高橋・
田井・安井・大原・前川 計20名

①組織担当事務局員 前川崚氏紹介

6月18日（木）18:30〜21:00
安曇川公民館

テーマ “幸せとやりがい”を求めて
〜３代目経営者の苦闘〜

と き
ところ

ところ

7月3日（金） 16：00〜18：00

※アンダーラインはオブザーバー

高島ブロック 例会
と き
ところ

き

大洋産業（株） 代表取締役

と

き：８月４日
（火）16:00〜18:00

ところ：同友会事務局

会員動向
●（株）
オフィス・サービス
（湖南支部所属）が、登録会員を堂山照幸氏へ変更しました。
●リエート
（会員 上前昌之氏 大津支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-2153 大津市一里山2丁目1-22 プログレスⅢ番館504

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）

吉川

隆仁

北川

吉川製瓦（有） 代表取締役社長

〒526-0251 長浜市大依町838番地
TEL 0749-74-1543

〒529-0341 長浜市湖北町速水20番地
TEL 0749-78-0754

事業内容：日本瓦製造、屋根工事業
紹 介 者：中川浩邦
所属：北近江支部
いままでは職人の世界にずっといましたが、社長になって経営者の仕事は何かを考え
ていた時に同友会の例会にお誘いいただき、社員との共育ちを勉強し入会させていた
だきました。
これから、いちばん自分に必要な経営者の勉強をしてゆきたいと思います。

佐子

崇

（有）ケイエイチドットコム 代表取締役

友彦

事業内容：一般貨物自動車運送業､
一般貨物軽自動車運送業
紹 介 者：遠藤 健
所属：北近江支部
同友会での学び合いを通じて人として、経営者として成長したいと思います。

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？

NPO法人 東おうみフィールドステーション 代表理事

〒527-0022 東近江市八日市上之町9-488
TEL 0748-24-5501
事業内容：放送業､小売業
紹 介 者：有本 忍 山本直彦

所属：東近江支部

東近江市にてコミュニティFMやコミュニティショップなど東近江の魅力を発信
する事業を営んでおります。経営者としてスタートしたばかりですので、経営を
しっかり学んでまいりたいと思います。
よろしくお願い致します。

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

事務局

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

滋賀同友会

入会

検索

第26回 滋賀県経営研究集会《予告！》
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
基調講演講師：渡邉

幸義 氏

アイエスエフネットグループ代表
講演テーマ（仮）：全ての人を生かす経営により
分 科 会：第１分科会

渡邉 幸義 氏

中小企業が幸せな社会を創る

担当：大津支部（高島ブロック）
報告者：中野 愛一郎 氏
（株）イベント・トゥエンティ・ワン

代表取締役・奈良同友会常任理事

テーマ（仮）「一人ひとりが輝き、成長する組織へ

結果の出せる社風づくりが経営者の責任」

第２分科会

担当：湖南支部・甲賀支部
報告者：田中 正志 氏
義農味噌（株） 代表取締役・愛媛同友会代表理事
テーマ（仮）「相手が欲しいものをつくる！
〜 地産他消 と 水平展開 が売れる市場づくりの決め手！〜」

第３分科会

担当：東近江支部・北近江支部
報告者：堂上 勝己 氏
梅南鋼材（株） 代表取締役・大阪同友会代表理事
テーマ 「新卒採用は新たな仕事づくりの第一歩?

新卒と共に挑む10年間の取り組みと100名企業のビジョン?」
参 加 費：9,000円（懇親会不参加の場合は3,000円）
定

員：180名（同友会会員優先・申し込み順）

