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立命館大学 学内合同企業説明会で共同求人活動・
JOBWAYをピーアールしました。

支部・ブロック活動

大津支部・高島ブロック
第37回定時総会・記念講演会
と

き

ところ

青年部 第15回定時総会
と

ところ

琵琶湖大津館 桃山

テーマ

テーマ 地域型工務店の経営に生きる同友会の学び
〜経営指針（理念・方針・計画）の発信が
地元の仲間との絆を育む〜
報告者 坂田 徳一 氏 （株）坂田工務店 代表取締役

湖南支部 第36回定時総会・記念例会
と

き

ところ

5月24日（火）18:00〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ 強い想いは国境を超える
〜300キロオーバー、0.1秒を争う世界で育った
元バイクレーサーの飽くなき挑戦〜
報告者 石川 朋之 氏
（株）HONKI 代表取締役

2016年度青年部幹事長

甲賀支部 第3回定時総会・記念例会
と

き

ところ

き

5月20日（金）17:00〜21:30

5月26日（木）17:30〜19:50

5月20日
（金）18:30〜22:50
ホテルボストンプラザ草津

同友会に入ると、
なぜ経営が良くなるのか？
報告者 北野 裕子 氏 （株）エフアイ 代表取締役社長

理事会だより

第3回理事会報告
と

き

6月2日（木） 16：00〜18：00

ところ

同友会事務局

出席者

坂田・蔭山・坪田・永井・井内・廣瀬・村田・北野・
川崎・嶋田・青柳・田井・服部・蔭山（啓）
・川勝・
大原・寺田・前川（アンダーラインはオブザーバー）計18名

①蔭山代表理事挨拶
消費税率引き上げ延期が決定しました。
また、現在日銀ゼロ金利
政策がとられていますが、情勢を見極めた上で、事業の再構築をす
るにはいいタイミングです。消費税も金利もいずれあがることは分
かっていますので、今一度中長期の計画見直しを行いましょう。

②第27回滋賀県経営研究集会開催の件

サントピア水口

テーマ 社員共育による全社員団結までのみち
〜全3回でわかる社員共育例会 第一弾〜

第1回実行委員会の報告があり、開催日は11月15日（火）13時〜
20時30分、会場はクサツエストピアホテルにて開催。昨年同規模
で開催し、今後分科会報告者を選定し、チラシの作成に入ることが

報告者 小田柿 喜暢 氏
大洋産業株式会社 代表取締役
滋賀同友会理事・共育委員長

③入退会承認の件

東近江支部 例会

④組織建設の件

と

き

ところ

報告されました。
入会6名、退会3名の報告があり承認されました。現会勢は606名。
井内例会・組織活性化委員長より、
「組織の活性化は入会して学

5月25日（水）18:30〜21:00

び、実践して企業が変わったと実感してもらうことが大切。会員・ゲ

八日市商工会議所

テーマ 農業が 働く を活かす
〜木村式自然栽培への挑戦を通して〜

ストの方にとって一番身近な場が支部例会になります。
まず例会の

報告者 杉田 健一 氏
特非）縁活おもや
（湖南支部会員）

るために、支部長招待例会の日程を決めて報告してください」
と提

北近江支部 第13回総会・記念例会

9月30日の到達目標、大津：入会7名、湖南：入会15名、甲賀：会勢

と

き

ところ

5月12日（木）17:00〜20:45

師 藤谷 良樹 氏
神戸鉄金工業（株）代表取締役

案があり、承認されました。
次に、年度目標の確認、半期目標の設定をしました。
52名、東近江：会勢135名、北近江：会勢104名を確認しました。

⑤第4回理事会

北ビワコホテルグラツィエ

と

テーマ 社長のするべき３つの仕事
講

活性化を図るため、支部間交流を行い、互いに学び例会の充実す

き：7月5日
（火） 16:00〜18:00

ところ：同友会事務局
兵庫同友会副代表理事

会員動向
●上田誠さん
（㈱植杢 大津支部所属）が専務取締役から代表取締役に就任しました。
●中野裕介さん
（㈱ジョーニシ 甲賀支部所属）が社長室室長から常務取締役に就任しました。
●重吉幹子さん
（湖南支部所属）が社名を変更しました。 新社名：PC-FL AT
●おおつ障害者働き・暮らし応援センター（大津支部所属）が登録会員を泰山弘子さんに変更しました。

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）

松尾

直樹

古澤

ちひろ

松尾バルブ工業（株） 専務取締役

彦根ゲストハウス淡夢

事業内容：船舶用及び下水道用バルブの製造・販売
紹 介 者：小田柿喜暢・宮川草平・三原康郎
所
属：北近江支部

事業内容：ゲストハウス
（簡易宿泊業）
紹 介 者：田代和弘
所属：北近江支部

〒522-0009 彦根市外町245番地
TEL 0749-22-1564

今年ゲストハウスの開業を準備しています。経営に必要な指針を創るために入
会しました。旅人さんに農業体験や地域の人々との交流を通じて彦根の魅力
を伝え、地域の発展に貢献できればと思っています。

彦根の地場産業であるバルブの製造をしています。時代の変化に対応して、
社員と共に地域社会に貢献できる会社を作って行きたいと思います。

近藤

公人

滋賀第一法律事務所

大角
弁護士

制作部マネージャー

〒520-2362 野洲市市三宅2484番地
TEL 077-586-2344

事業内容：WEBプロモーション、WebモバイルIT企画・提案、ホームページ制作等
紹 介 者：北野裕子
所属：湖南（野洲）支部

所属：大津（西）支部

例会に参加し勉強になり、入会を決めました。特に
「共育ち」
という言葉に共感
しております。多くの会員と交流し、
自分も成長できればと思っています。

岩﨑

忍

（株）PKBソリューション

〒520-0044 大津市京町3丁目4番12号
TEL 077-522-2118
事業内容：弁護士業務
紹 介 者：玉木昌美

代表者

〒522-0068 彦根市城町一丁目1-55
TEL 0749-22-2132

野洲市にてモバイル端末を利用したWEBプロモーションに関する事業活動を
行っております。経営者の皆様との交流を通して、経営的視点を学ばせていた
だきたく思い入会させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

健次郎

白杉

滋朗

近江化成工業（株） 社外取締役

企業組合 ねっこの輪

事業内容：ブレスエアー加工委託、寝具販売
紹 介 者：小林 清
所属：大津（西）支部

事業内容：印刷、製本業、清掃業
紹 介 者：村田健二
所属：大津（西）支部

〒529-1404 東近江市宮荘町511
TEL 0748-48-4461

代表理事

〒520-2272 大津市石居一丁目10-13
TEL 077-546-2420

色々なご縁で同友会に参加させて頂く事を感謝します。自分をしっかり磨き、
人や社会に貢献出来るよう努めます。皆様との交流も楽しみにしております。
どうぞよろしくお願い致します。

障害のある人とない人が対等・平等に働き合おうと事業を始めて41年。
それが
企業組合法人化し、同友会の仲間入りをさせていただきます。
よろしくお願い
いたします。

第27回 滋賀県経営研究集会のご案内
大会スローガン：持続可能な地域経済を中小企業の手で創ろう
と

き：11月15日（火） 13:00 〜20:30

スケジュール：Ⅰ部：セレモニー

ところ：クサツエストピアホテル

基調講演

講師：アミタホールディングス
（株） 代表取締役会長

熊野英介 氏

Ⅱ部：分科会（3テーマで実施）
Ⅲ部：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いたします。

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
○2016年7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。7月5日は会費2016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。

