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2019年秋障害者問題全国交流会IN滋賀を精進に入れてユニバーサル委員会が熱い！

DOYU
ニュース

第38期経営指針を創る会のオリエンテーションが開催されました。
2016年度経営共育塾を開講「情勢の変化を経営にいかす」
で討論。
経営共育塾第2講 〜強みを付加価値へ高めるマーケティング理論と実践から学ぶ〜

6月支部・ブロック活動

大津支部 6月例会 振興計画公開フォーラム

青年部 例会

と き 6月22日（水）18:30〜21:00
ところ ピアザ淡海
テーマ 中小企業の元気が豊かな大津を築く
〜大津市中小企業振興計画から自社と地域の未来をさぐる〜
報告者 肥塚 浩 氏
立命館大学経営学部教授・大津市中小企業振興懇談会委員長
後 援 大津市・大津商工会議所・大津北商工会・瀬田商工会

と き
ところ
テーマ
報告者

高島ブロック 例会
と き 6月16日（木）18:30〜21:00
ところ 安曇川公民館
テーマ これさえあれば大丈夫！
〜明るい未来に気づく魔法の兵法書〜
報告者 加賀山 望 氏 安心コンサル有限会社 代表取締役

湖南支部 例会
と き 6月21日（火）18:15〜20:30
ところ クサツエストピアホテル
テーマ ワク熱！安居教室
〜教育が変わる
「教える」から
「学ぶ」への大転換〜
報告者 安居 長敏 氏 滋賀学園 中学・高等学校学校長

甲賀支部 例会
と き 6月23日（木）18:30〜21:00
ところ サントピア水口
テーマ 事業継承からの
「共育ち」
報告者 宮川 草平 氏 宮川バネ
（株）代表取締役社長

東近江支部 例会
と き 6月20日（月）18:30〜21:00
ところ 八日市商工会議所
テーマ 私が無戸籍になった社会
〜“生きる、暮らしを守る、人間らしく生きる”の実現は人類の基本的願望〜
講 師 大谷 純 氏 フィアトレード＆レトロ雑貨店 おおきな木 共同経営
対話者 鳥井 新平 氏 ヴォーリス学園近江兄弟社小学校 教諭

北近江支部 例会
と き 6月20日（月）18:30〜21:00
ところ ホテルサンルート彦根
テーマ 事業継承からの
「共育ち」
〜「経営者の覚悟」
で会社の組織が強固になる〜
報告者 宮川 草平 氏 宮川バネ
（株）代表取締役社長

6月28日
（火）
フェリエ南草津 市民交流プラザ

“超”突破力！
奥田 在弘 氏 湖南グループ 後継者

理事会だより

第4回理事会報告
と き
ところ
出席者

7月5日
（火）16:00〜18:00
同友会事務局
蔭山・宮川・廣瀬・川原林・川端・北野・川崎・嶋田・
高橋・田井・服部・小田柿・石川・大原・前川
（アンダーラインはオブザーバー） 15名

①ジャカルタのテロ事件、イギリスのEU離脱国民投票の結果など世
界の平和や経済が不安定化しているのではないでしょうか。対応
策は必ずしも1つではなく、多様な考え方で根本解決を議論してい
く必要があると思います。中小企業の課題も同じで、議論を深めて
まいりましょう。
②中同協行事参加の件
中同協第48回定時総会の滋賀代議員数の定数30名を満たしたこ
との報告がありました。9月15日に開催される第44回青年経営者
全国交流会の案内が行われ、青年部を中心に滋賀より20名以上
の参加目標を確認しました。
③入退会承認の件
入会者8名、退会者2名、新聞読者への申し込み1名が報告され、承
認されました。会勢は611名。
④第27回滋賀県経営研究集会開催の件
第3回実行委員会の結果報告があり、基調講演と第2分科会の報
告者決定。及び予算案・参加目標案が報告されました。
次回理事会にて、最終提案をすること、一部承認にタイミングが合
わないことから実行委員会に一任することを確認しました。
⑤組織建設の件
各支部より、状況報告を行い、9月10月の支部長招待例会の日程
の調整がありました。
また、未定であった高島Bの9月末までの目標
が現会勢プラス2名の33名とすることが承認されました。
次に、年度目標確認し、半期目標を設定しました。
9月30日の到達目標、大津：入会7名、湖南：入会15名、甲賀：52名
回復、東近江：135名到達、北近江：104名到達、
を確認しました。
⑥第5回理事会
と き：8月5日
（金）13:30〜15:00
ところ：草津市民交流プラザ

会員動向
●高橋信二さんが登録企業を変更し、専務理事に就任されました。所属支部を北近江支部へ変更しました。
企業名：
（社福）ひかり福祉会
住所：〒526-0822 滋賀県長浜市鳥羽上町68-1
電話：0749-63-5711
FAX：0749-68-0148
●大日常男さん
（湖南支部所属）が代表取締役から代表取締役会長に就任しました。
●大日陽一郎さん
（湖南支部所属）が専務取締役から代表取締役社長に就任しました。
●（株）
自然産業研究所（大津支部所属）が登録会員を中尾友一（なかお ゆういち）代表取締役に変更しました。

新会員ご紹介

第4回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

幸重

忠孝

三峰

幸重社会福祉士事務所

代表

〒520-0032 大津市観音寺9-8
TEL 070-5664-2424

〒520-3211 湖南市高松町1番2
TEL 0748-75-8002

事業内容：ソーシャルワーク業務（社会福祉）
紹 介 者：城 貴志
所属：大津（西）支部

事業内容：廃棄物処理業
紹 介 者：山本忠志
所属：甲賀支部

大津市観音寺に子ども家庭福祉に特化した社会福祉士の事務所を開設してい
ます。いじめ、貧困、虐待などに苦しむ子どもたちや家庭のサポートや居場所づ
くりを行っています。
よろしくお願いいたします。

尾畑

地域での繋がりを広げるため、経営者として多くの事を学ぶために同友会に入
会しました。
よろしくお願いします。

聡英

川﨑

（特非）滋賀県精神障害者家族会連合会

理事長

事業内容：障害福祉サービス
紹 介 者：高橋信二
所属：北近江支部

福祉と事業者の連携を推進して、雇用・暮らし・仕事づくりを進め、地域の課題
解決を目指してゆきたいと思います。
ご縁を大切にさせていただきますので、
宜しくお願いいたします。

ひかり福祉会は、
この6月に創立40周年を迎えました。私も法人と同じ年数の人生を
送っているのですが、今まで経験してこなかった付き合いを今後大切にし、さまざま
な学びと体験をしていくことで自身と法人の成長に繋げていきたいと考えております。

昌則

西川
事務局長

〒522-0054 彦根市西今町87-24
TEL 0749-22-3788

事業内容：障害福祉サービス
紹 介 者：高橋信二
所属：北近江支部

事業内容：派遣業、電子部品の組立・加工、美容業
紹 介 者：川邉和明
所属：北近江支部

長浜市・彦根市・米原市に35の事業を実施している法人です。従業員が180名
を超え、1枚1枚の葉っぱに栄養を送ることが大変困難な状況があります。いろ
んな視点を学ばせていただきながら、成長していきたいと思います。

北川

恵美

（株）
ワークプラン 代表取締役

〒526-0822 長浜市鳥羽上町68-1
TEL 0749-63-5711

女性経営者が活躍する場を広げていくことを念頭にして、皆様と交流を深めた
いと思います。宜しくお願いいたします。

理恵

（同）
ａｎｅＬａ

常務理事

〒526-0822 長浜市鳥羽上町68-1
TEL 0749-63-5711

事業内容：障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）
紹 介 者：永井茂一
所属：大津（北）支部

橋本

昭仁

（社福）ひかり福祉会

〒520-0524 大津市和邇今宿892番地3 ぴあ☆らぼ内
TEL 077-575-5648

（社福）ひかり福祉会

詳晴

（株）ＭＴＫ（三峰グループ）

石野

代表社員

真由

滋賀カーゴ軽自動車運送（協組） 理事

〒526-0804 長浜市加納町919-15
TEL 0749-53-4365

〒520-3016 栗東市小野735-4
TEL 077-552-7825

事業内容：訪問看護
紹 介 者：山岡健一

事業内容：軽車両にて緊急配送、日本赤十字社より委託、血液搬送
紹 介 者：北野裕子
所属：湖南支部

所属：北近江支部

看護業界の経験しかなく、経営は初めての経験です。
自分たちの事業を確立さ
せるために、皆様の知恵や情報をいかさせてほしいと思っています。
ヨロシク
お願いします(^O^)

栗東市でちょっと変わった軽運送をさせて頂いてます。男性の多い職場でいかに女性の役割
が大きいか実感し、また女性が笑顔で生き生きと働ける職場にしたいと努力しています。同友
会で色んな方から勉強させて頂き、吸収したいと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。

第44回青年経営者全国交流会 in 石川
スローガン：つどえ傾奇者！
と

歴史は一歩一歩に新たなる創造である

き：2016年9月15日（木）13：00 〜 16日
（金）12：00

ところ：1日目／ホテル日航金沢 ほか 2日目／本多の森ホール

記念講演（9月16日） テーマ：どん底から100億企業への軌跡
「わかる、
できる、する」行動こそすべて！
講

師：喜多 甚一 氏

ビーインググループ CEO

石川県中小企業家同友会 副代表理事

分 科 会（9月15日）15分科会を開催
参 加 費：22,000円（宿泊費別）

参加申込：滋賀同友会事務局へお申込みください

申込締切：8月31日（水）

※9月1日以降のキャンセルは、参加費の全額をご負担いただきます。

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。
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