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中小企業家同友会全国協議会(中同協)第47回定時総会IN岩手に滋賀から5名が参加しました。
同友会彦根地区会キックオフ例会を開催しました！

DOYU
ニュース

第36期経営指針を創る会最終講「経営指針書」の発表を開催しました。
第2回新人（しんじん）社員フォローアップ研修を開催。新人社員36名（17社）が働く意味と喜び、明日を語り合いました！

7月支部・ブロック活動

大津支部地区例会
《大津北地区会》
と き 7月29日（水）18:30〜21:00
ところ （有）西常商店

テーマ 同友会の学びを決算書に反映させるには？
報告者 菱刈

学 氏 ひしかり会計事務所 所長

《大津西・東合同地区例会》
と き 7月17日（金）18:30〜21:00
ところ 旧大津公会堂

テーマ ビジ活交流会
〜互いの商いを応援するビジネス活動〜
内

容 参加企業は1分
（希望者は2分）
自社の強み、魅力、

連携、創造、テーマなどを発信

と き
ところ

7月21日
（火）18:30〜21:00
長浜曳山博物館・伝承スタジオ

テーマ

人と人とが繋がる うちの経営理念はどや！

報告者

川崎

〜社員一人ひとりが、主役になれる会社を目指して〜

睦 氏 びわ製作所 代表取締役社長

青年部例会
と き
ところ

7月2日
（木）18:30〜21:00
フェリエ南草津

報告者

森

テーマ めげない！負けない！衰退産業を後継した三代目社長の挑戦！
〜青年部で一番成長した男〜

貴士 氏 東洋被服（株） 代表取締役社長

理事会だより

第5回理事会報告

高島ブロック 例会
と き
ところ

北近江支部 例会

7月15日（水）18:30〜21:00
安曇川公民館

と

き

ところ

8月4日（火） 16：00〜18：00
同友会事務局

報告者 水野 茂樹 氏 （株）滋賀フーズ 代表取締役

出席者 蔭山・坂田・永井・宮川・坪田・井内・廣瀬・川原林・
村田・中野
（北野代理）
・川崎・蔭山大・水野・小田柿・高橋・
田井・大原・前川 計18名 ※アンダーラインはオブザーバー

湖南支部 例会

①中同協申し合わせ「個人の尊厳の尊重をハラスメントで
傷つく人が一人もいない活動にしていきましょう」紹介。

テーマ 食は人を良くする実現に向かって
〜地域資源を活かし、
日々奮闘中〜

と き
ところ

7月14日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ 人を大切にする経営
〜2014年滋賀でいちばん大切にしたい会社〜
報告者 立石

豊 氏 （株）シンコーメタリコン 代表取締役

7月22日（水）18:30〜20:45
サンライフ甲西

テーマ 甲賀支部2015年度オリエンテーション
〜目指したい企業を実現するには？〜

7月15日（水）18:30〜21:00
八日市商工会議所

テーマ 生きることは働くこと
〜働くことで社会とつながる〜
報告者 小出 晶子 氏

入会４名、退会２名が報告され承認されました。滋賀会勢は607名。

③後援名義使用の件
平成27年度生涯現役社会の実現に向けた「地域ワークショップ」につい

④支援の軸を定める連続研修会開催の件
田井ユニバーサル委員長より、15年度の研修会について開催提案があ
り、企画及び予算について承認されました。
オリエンテーション開催日は、
10月16日
（金）。

⑤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基調講演及び分科会報告者決定について報告があ

東近江支部 例会
と き
ところ

②入退会承認の件

て提案があり、後援名義使用について承認されました。

甲賀支部 例会
と き
ところ

中同協申し合わせ事項について確認され、各活動において理解したうえ
で企画、運営を行うことが確認されました。

TIY（株）代表取締役・愛知同友会会員

り、動員目標合計196名の提案があり、各支部目標についても承認されま
した。８月末にリーフレット配布、チケット販売は９月よりスタート。
基調講演及び分科会は通常の例会では実現しない企画であり、滋賀同
友会を代表する学びの場として、成功することを確認しました。

⑥第6回理事会
とき：９月３日
（金）16:00〜18:00

ところ：同友会事務局

会員動向
●（株）
スナッツフーズ（会員 原田裕次郎氏 湖南支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-2322 野洲市南桜1831番地2
電 話：077-587-0234 FAX：077-587-0235
●（株）伊藤金網製作所（会員 伊藤英樹氏 東近江支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒529-1325 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂2722-2

新会員ご紹介

第5回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

井口

高志

木村

昭仁

南興業（株）ホテルボストンプラザ草津 副総支配人

サルティンボッカ オーナーシェフ

事業内容：ホテル業
紹 介 者：田中正志

事業内容：イタリア料理店
紹 介 者：井内良三
所属：湖南支部

〒525-0037 草津市西大路町1-27
TEL 077-561-3311

〒525-0059 草津市野路1-12-28
TEL 077-561-7574

所属：湖南支部

同友会を通じて、
さまざまな方々との出会いを大切に、共に経営について学ば
させていただきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

河野

南草津でイタリア料理店を営んでいます。入会にあたり、
もう一度初心に戻り、
経営者として成長していきたいと思います。宜しくお願いいたします。

真紀

岡田

こうの運送（株） 代表取締役

喜吉

滋賀オカタ産業（株） 取締役部長

〒520-0242 大津市本堅田3丁目2-29
TEL 077-574-1101

〒527-0153 東近江市平尾町420-2 TEL 0749-46-1029
事業内容：物流機器､木工､化学製品の加工及び製造､
梱包資材関係の製品製造
紹 介 者：宮川草平
所属：東近江支部

事業内容：軽貨物運送業
紹 介 者：坂田徳一
所属：大津（北）支部
創業8年で従業員も増え、経営者の仕事を勉強したいと願い、商工会の指導員
さんに坂田代表理事をご紹介していただき入会しました。
宜しくお願いをいたします。

会を知るきっかけは、商工会工業部の見学会で宮川バネ工業さんに訪問し、宮川社長の社
内での取組みや同友会の話を聞き、後日同友会の入会説明を受けました。社員や若手経営
者も参加できると聞き、まず私が参加をして一緒に若い人と勉強をしていきたいと思います。

第26回 滋賀県経営研究集会《好評受付中！》
スローガン：人を生かす経営が幸せな社会を創る
と

き：2015年11月16日（月）13:00〜20:30

基調講演講師：渡邉

ところ：クサツエストピアホテル

幸義 氏 アイエスエフネットグループ代表

講演テーマ：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 「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 「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）

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。
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