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第38期経営指針を創る会 第１講「経営理念検討シートの報告と論議」が開催されました！
2016年度 第1回新入・若手社員研修会を開催しました。
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中小企業家同友会全国協議会（中同協）第48回定時総会IN大阪に滋賀から31名が参加しました。
2016年経営共育塾 第3講「あなたは何のために人材を採用しているのですか？」が開催されました。

7月支部・ブロック活動

大津支部 例会

《大津支部高島ブロック・北地区例会》
と き 7月22日
（金）18:30〜21:00
ところ 旬菜こはち
テーマ 交流プレゼン大会
（会員企業を知る会）
《大津支部東地区・西地区例会》
と き 7月20日
（水）18:30〜21:00
ところ びわ湖大津館 桃山
テーマ 『売らない』
から売れる！
〜タオルという一般的な商材でのブランド作り〜
報告者 寺田 元 氏 （株）京都工芸 代表取締役

起業30年。55歳。従業員への ザ・事業継承
報告者 永田 咲雄 氏 （株）ビイサイドプランニング 代表取締役
小森 俊彦 氏 （株）ビイサイドプランニング 専務取締役

報告者

7月26日
（火）18:30〜21:00
サントピア水口 勤労青少年ホーム

社員教育の勘違い
服部 兼一 氏 服部コンサルタント事務所 代表
滋賀同友会理事・経営労働委員長

東近江支部 例会
と き
ところ

き

8月5日
（金）13:30〜15:00

ところ

草津市民交流プラザ大会議室

出席者

蔭山・宮川・永井・井内・廣瀬・北野・川崎・嶋田・
高橋・田井・服部・小田柿・蔭山（大）・安井・大原・
上田・前川（アンダーラインはオブザーバー） 17名

①蔭山代表理事挨拶
第3次安倍政権が発足しました。政権の安定はとても重要なこと
ですが、今後の政策についてよく見ておかなければなりません。
自社や地域、
また世界にとってどういう影響があるのか、理事とし

青年経営者全国交流会の参加目標20名が確認されました。現在
4名の申し込み。

③入退会承認の件
入会者3名、退会者2名が報告され、承認されました。会勢は612
名。

④第27回滋賀県経営研究集会開催の件

甲賀支部 例会

テーマ

と

②中同協行事参加の件

7月19日
（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ

と き
ところ

第5回理事会報告

ても見解をもって見守りましょう。

湖南支部 例会
と き
ところ

理事会だより

7月15日
（金）18:30〜21:00
G-NET しが

蔭山実行委員長より、研究集会概要及び予算、動員計画などが
報告され、参加費は10,000円（Ⅰ部基調講演・分科会のみ参加
は4,000円）
、参加目標は会員参加率約30％となりました。

⑤謝金に関する申し合わせの件
例会や委員会行事での報告・講演・指導などを行った場合の謝
金支払いの対象者、金額、支払い方法等の申し合わせが提案さ
れ、承認されました。実施組織の財政状況も考慮した上での支払
いを行うなど運用のポイントが報告されました。

⑥事務局業務車両のリース導入の件

テーマ

私が見た本当のシリアとは

廣瀬専務理事より事務局業務使用車両を個人所有車の借り上

報告者

中野 貴行 氏 元シリア青年海外協力隊

れました。

〜情報に惑わされず、事実を見抜く力をつける〜

北近江支部 例会
と き
ところ

7月19日
（火）18:30〜21:00
北ビワコホテルグラツィエ

報告者

水野

テーマ お客様にとって一番便利な会社を目指す
〜指針経営を実践し
『選ばれる会社』へ〜

透 氏 （株）渡辺工業 代表取締役社長

げから漸次リース車両に切り替える旨の提案があり、承認さ

⑦第6回理事会
と

き：9月8日（木）16:00〜18:00

ところ：同友会事務局

会員動向
●辻幸典さん
（湖南支部所属）が取締役から代表取締役に就任されました。

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）

中村

嘉秀

谷口

シンチャン住まいる
（株） 代表取締役

洋

大洋産業（株） 取締役

〒520-2152 大津市月輪4丁目21-9
TEL 077-526-5966

〒520-0841 大津市美崎町12-12
TEL 077-534-1690

事業内容：建設業、不動産業、運命鑑定業、農業法人
紹 介 者：井内良三
所属：湖南支部

事業内容：膜ろ過装置などによる水処理装置の製造・
販売、配管工事、鋼構造物工事業
紹 介 者：小田柿 喜暢
所属：大津（東）支部

入会させて頂き、有難うございます。業界に携わり今年で35年になります。建設業・
不動産業、未来予知学（運命鑑定業）陰陽五行説思想を基本として、仕事を通して
社会に貢献します。宇宙の法則に従い、明るく楽しく、
ワクワクは疲れません！！面白
い事のみをする。難しく、ややこしいことはしない、興味あるのみ邁進する所存です。

小栗

この度、滋賀県中小企業家同友会に入会致しました 大洋産業株式会社の谷口
洋と言います。今までも同友会で色々と勉強させて頂きましたが、
まだまだ勉強不
足と自負しておりますので、みなさん、
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

章弘

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？

（医）弘鳳会 院長

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

〒526-0847 長浜市山階町451
TEL 0749-65-2377

事務局

事業内容：医療（眼科、アレルギー科）
紹 介 者：西川恵美
所属：北近江支部
近視や老眼は治ります。皆様の視力をサポートしながら、学ばせていただきた
いと思いますので宜しくお願いいたします！

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

●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27回 滋賀県経営研究集会《好評受付中！》
開催日：2016年11月15日
（火）13:00〜20:30
会

場：クサツエストピアホテル

草津市西大路町4-32（JR草津駅西口より徒歩５分）

スローガン：持続可能な地域経済を中小企業で創ろう
！
基調講演講師：熊野

英介 氏

アミタホ―ルディングス
（株）代表取締役会長 兼 社長
講演テーマ：
「四方良し」中小企業がつくる

新しい価値創造と未来の地域づくり
分 科 会：第１分科会

熊野 英介 氏

担当：大津支部・高島ブロック
報告者：加藤 昌之 氏

（株）加藤設計 代表取締役社長（愛知同友会理事・中同協広報委員長）

テーマ 「エネルギーシフトで新しい価値と仕事づくり」
〜中小企業だからこそできる、地域内エネルギービジネス〜
第２分科会

担当：湖南支部・甲賀支部
報告者：鐘川 喜久治 氏
（株）鐘川製作所 代表取締役社長（福岡同友会理事・地球環境問題委員長）
テーマ 「社員のヤル気は経営者への信頼感と共に」
〜ITの活用と社員の経営参画で永続する企業をめざす〜

第３分科会

担当：東近江支部・北近江支部
報告者：伊藤 俊一郎 氏

イトマン
（株）代表取締役（愛媛同友会副代表理事）

テーマ 「新事業・新商品のすすめ」
〜価格競争から価値創造へ、顧客視点の紙づくり〜
参 加 費：10,000円（懇親会不参加の場合は4,000円）
定

員：200名（同友会会員優先・申し込み順）

