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経営指針を創る会第5講が開催されました。
DOYU
ニュース

第46回中小企業問題全国研究集会in香川に滋賀より13名が参加しました。
人を生かす経営の推進で5同友会が交流しました。

2月支部・ブロック活動

大津支部 例会（地区例会）

《大津西地区例会》
と き 2月6日（土）13:30〜15:30
ところ 社会福祉法人 小鳩乳児院
テーマ 子ども達の応援団になろう！
！
〜児童養護施設の実情と課題 中小企業の役割〜
《大津北地区例会》
と き 2月23日（火）15:00〜16:30
ところ （株）杢兵衛造船所
テーマ 造船所探見ツアー（会員企業を知る見学会）
報告者 仲野 智之 氏 （株）杢兵衛造船所

《大津東地区例会》
と き 2月26日（金）18:30〜21:00
ところ あぐり進学 東進JR石山駅校
テーマ 指針創りの旅 〜ぶれない自分を求めて〜
報告者

奥村

健 氏 （株）奥清商店

高島ブロック 例会
と き
ところ

2月17日（水）18:30〜21:00
安曇川公民館

テーマ 少子・高齢化のもとで、
人材を確保・育成するには？！
〜採用と教育課題 討論例会〜
報告者 伊藤 嘉明 氏 （有）伊藤嘉商店 代表取締役
橋本 学夫 氏 （有）今津マツダ 代表取締役
永井 茂一 氏 （株）ピアライフ 代表取締役

湖南支部 例会
と き
ところ

2月16日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ 社長！そんなやり方じゃ人は採れません！
〜労働人口減少社会をどう乗り越えるか〜
報告者 小森 俊彦 氏 （株）
ビイサイドプランニング
玉置 泰弘 氏 タマキ社労士事務所
岩泉 匡洋 氏 日本ヒューマンリソース（株）

甲賀支部 例会
と き
ところ

2月26日（金）18:30〜21:00
サンライフ甲西

テーマ 中途半端な1.5代目 障害ある人達との事業の歴史
〜水道まで止められる状態から136人雇用の法人に〜
報告者 中崎 ひとみ 氏
社福）共生シンフォニー 常務理事・がんばカンパニー 所長

東近江支部 例会
と き
ところ

2月17日
（水）18:30〜21:00
ホテルニューオウミ

テーマ

会社は素晴らしき仲間の集い

報告者

出路 雅明 氏 （株）ヒューマンフォーラム 代表取締役会長

〜元気に明るくちょっとアホ素晴らしき仲間は“ええ一人一人のええ仕事から”〜

北近江支部 例会
と き
ところ

2月22日
（月）18:30〜21:00
ホテルサンルート彦根

テーマ

気づきによる変化と進化

報告者

川邉 和明 氏 （株）アド・プランニング 代表取締役

〜ポスティングを通じて地域社会に貢献する！〜

理事会だより

第12回理事会報告
と き
ところ

3月1日
（火） 16：00〜18：00
同友会事務局

出席者

蔭山・坂田・宮川・坪田・廣瀬・川原林・村田・北野・
川崎・蔭山(大）・川邉・高橋・田井・服部・小田柿・
大原・前川（アンダーラインはオブザーバー） 計17名

①蔭山代表理事挨拶

中同協幹事会他、東京に出張することが多く、空き時間に以前勤めてい
た地域を歩いてきました。報道等で紹介されていますが、オフィス街は過
去老舗といわれた商社などが並んでいましたが、現在は僅かしか残って
おらず、
ビルもマンションに建て替えられています。時代の流れは速く、私
たちは流れを十分見極めていかなければなりません。理事会や役員会で
も情報交換や学習会をぜひ開催して下さい。

②入退会承認の件

入会6名、退会7名の報告があり承諾されました。会勢は605名。

③後援名義使用の件

第8回びわこジャズ東近江2016、
しがちゅうしんビジネスマッチングフェ
ア2016についての滋賀県中小企業家同友会の後援名義使用の提案が
あり、承諾されました。

④『同友会運動の発展のために』第３次改訂版発行の件

大原事務局長より、改定版発行後、支部運営委員までは改訂版の購入及
び、各組織で再度学習会開催の提案があり承認されました。

⑤第38回定時総会準備の件

各組織より推薦のあった理事候補の確認があり、公募受付後役員選考委
員会で推薦名簿の決定を確認しました。
また、総会議案に関して各組織
長より報告があり、加筆修正の上、3月24日に再度提出することを確認し
ました。

⑥第13回理事会
と

き：4月5日
（火）16:00〜18:00

ところ：同友会事務局

会員動向
●（有）大橋計装（会員 大橋典泰さん 東近江支部所属）が（株）大橋計装に変更しました。
●（株）サン機工（甲賀支部所属）が会員登録を田中真さん（常務取締役）へ変更しました。
●法面プロテクト
（株）（会員 酒巻勤さん、岩部英世さん 大津支部所属）が事務所を移転しました。
住所：〒520-0232 大津市真野6丁目14-11 電話：077-571-3521 FAX：077-571-3522

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）

岸村

源治

白石

（株）駒月 代表取締役社長

〒528-0235 甲賀市土山町大野3960番地の7
TEL 0748-67-1016

事業内容：宅配、店舗、夕食宅配、共済、福祉
紹 介 者：廣瀬元行
所属：湖南支部

同友会の皆様とのお出会いを大切にし、経営についても多くの事を学ばせて
頂ければと思っています。
よろしくお願いします。

地域にお役に立つように、滋賀県中小企業家同友会に所属していらっしゃる会
員様方からしっかりと学ばせて頂き、頑張って参ろうと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

芳彦

大和

三福商店

〒520-0867 大津市大平2-4-30
TEL 077-509-9077

事業内容：お弁当の製造販売、お食事処みふくの運営
紹 介 者：北野裕子・石川明之
所属：湖南支部
この度、友人からご縁いただき入会させていただきました三福商店（お食事みふく）の三上
と申します。同友会で多くの方との交流を楽しみにしておりますのと同時に先達の皆様から
の学びを通して経営者としての資質の向上に励みます。よろしくお願いいたします。

大津市平津で放課後等デイサービスなないろという、障がいのある子供の通
所訓練施設を開設しています。
このご縁を大切に、
より多くのことを学ばせてい
ただきたいと思います。
よろしくお願い致します。

小林
所長

〒520-2331 野洲市小篠原746-1
TEL 077-518-1188

季史

特定非営利活動法人マイ・ライフ 所長

〒528-0036 甲賀市水口町東名坂251
TEL 0748-65-3230

事業内容：主にトラックの中古車・新車販売、
トラックの車両整備・車検
紹 介 者：村田健二
所属：湖南支部
常に地域活性化をめざしやっていきたい所存で入会させて頂きました!! 諸先輩
方の話を聞いて学ばせて頂きたいと思いますので、
よろしくお願い致します!!

と

事業内容：放課後デイサービス
（児童福祉）
紹 介 者：園田律子
所属：湖南支部

光治

新晃自動車工業（株）滋賀営業所

滋賀県中小企業家同友会

幸子

（株）わくわく共育ステーション 代表取締役

〒524-0044 守山市古高町428-1
TEL 077-581-0329

尾関

代表理事・専務理事

〒520-2351 野洲市冨波甲972番地
TEL 077-586-1112

事業内容：自動車用精密部品製造
紹 介 者：小島滋之
所属：甲賀支部

三上

一夫

生活協同組合コープしが

事業内容：企業向け弁当製造・販売
紹 介 者：中崎ひとみ
所属：甲賀支部
地域で事業されている方との繋がりを広げるために入会をさせて頂きました。
ご縁を大切にしながら活動していこうと思っております。
何卒よろしくお願い申し上げます。

第38回定時総会のご案内

き：4月27日
（水）14：00〜17：30

ところ：コラボしが21
第Ⅰ部：第38回定時総会 議事 （14：00〜15：15）
第Ⅱ部：記念例会・記念分科会 （15：30〜17：30）
記念例会

テーマ：「同友会活動を体験・本質を学ぶ

第1分科会（経営労働委員会担当）

テーマ：「経済・経営を深め、ぶれない座標軸を定め経営の羅針盤を創る！」

第2分科会（共育委員会担当）

テーマ：『実践「月刊 共育ち」』

第3分科会（ユニバーサル委員会担当）

テーマ：「人が輝けば企業が輝く！ 〜働く人の個性が力に！〜」

〜専門委員会の取り組みを体験・実践を考える〜」

第4分科会（例会・組織活性化委員会担当） テーマ：「支部の活性化を考えよう」
参加費：無料

会費口座振替のお知らせ
○2016年4月5日
（火）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5日は会費2016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。

