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人が輝く理想の会社づくりへ 〜経営共育塾最終講〜

DOYU
ニュース

2019年秋 障害者問題全国交流会in滋賀 決起集会・懇親会が盛況に開催されました！
第38期経営指針を創る会 第2講「何のために経営するのか？ 3要素の確認」が開催されました。
比良山を楽しむ夏山交流会が開催されました。〜大津支部 南比良同友の森〜

8月支部・ブロック活動

大津支部 例会
と き
ところ

青年部 例会

8月26日（金）18:30〜21:00
びわ湖大津館 桃山

最初の一歩
テーマ 『指針経営』
〜『創る会』
で感じた実践・継続のためのヒント〜
報告者 宮川 卓也 氏
宮川バネ工業（株） 取締役会長

報告者 上田

誠 氏 （株）植杢 代表取締役
福井 雅之 氏 （株）福月 専務取締役

湖南支部 例会
8月16日（火）17:00〜21:00
こんぜの里

テーマ アチーバス体験会＆大バーベキュー大会

報告者 玉置 泰弘 氏
タマキ社労士事務所 代表 アチーバス公認トレーナー

甲賀支部 例会
と き
ところ

8月18日（木）18:30〜21:00
水口センチュリーホテル

テーマ 同友会を知る会&納涼会
〜オリエンテーションと討論で自社の課題を整理しよう〜

東近江支部 例会
と き
ところ

8月24日（水）18:30〜21:00
八日市商工会議所

テーマ “自分が主役”から“社員が主役”へ
報告者 荒木 順平 氏 （株）
エース産業機器

所長

北近江支部 例会
と き
ところ

8月22日（月）18:30〜21:00
北ビワコホテルグラツィエ

テーマ 金融機関がみる経営者の責任

テーマ ワンピース経営 〜気付けば人が生かされる経営〜
報告者

鳴海 禎造 氏
（株）FINE TRADING JAPAN 代表取締役 和歌山同友会青年部

第6回理事会報告

8月3日（水）18:30〜21:00
お料理・仕出し 川新

テーマ 新たな事業展開に向けて！
〜補助金・助成金活用の経験から学ぶ〜

と き
ところ

8月30日
（火）18:30〜21:00
ホテルボストンプラザ草津

理事会だより

高島ブロック 例会
と き
ところ

と き
ところ

報告者 鍋山 明嗣 氏
日本政策金融公庫 大津支店 中小企業事業統轄

と き
ところ
出席者

9月8日
（木）16:00〜18:00
同友会事務局
坂田・蔭山・宮川・廣瀬・川原林・村田・岩泉・川崎・
嶋田・青柳・田井・蔭山(大)・石川・大原・河村・前川
（アンダーラインはオブザーバー） 16名

①蔭山代表理事挨拶
同友会が後援している、滋賀中央信用金庫のビジネスマッチング
で挨拶をさせていただきました。同友会のメンバー以外にも多くの
中小企業が参加されており、新しい商品サービスが多くありました。
既存事業の今後を考えるにあたり、
こういった企画に経営者は参加
しておかないと新しいアイデアや取引先も増えないと改めて学ん
だ次第です。来年は多くの会員企業が出展されるようにしたいと思
います。
②行政関係機関委員推薦の件
障害者差別解消支援地域協議会委員に田井ユニバーサル委員長
を推薦、大津市青少年問題協議会委員に高橋政策委員長を推薦
することが承認されました。
③入退会承認の件
入会者5名、退会者4名が報告され、承認されました。会勢は613名。
④2016年新春例会開催の件
日程・予算及び講師案が提案され、1月25日
（水）13時30分よりホ
テルニューオウミにて開催。講師については決定次第理事会に報
告することが確認されました。
⑤第27回滋賀県経営研究集会開催の件
蔭山実行委員長より、チラシ・チケットの配布方法及び各支部の参
加目標と到達集約日の報告がありました。9月、10月の各例会にお
いてPR及びチケット販売を行うことを確認しました。
⑥第7回理事会
と き：10月4日
（火）16:00〜18:00
ところ：琵琶湖ホテル

会員動向
●遠藤和美さん
（大津支部所属）が会社名を変更し、事務所も移転しました。
新社名：おうみ社労士事務所 新住所：〒520-0043 大津市中央二丁目4番3号
●山本康人さん
（湖南支部所属）が登録企業を変更しました。
新社名：
（株）
テクノサイエンス 事業内容：計量証明業、総合科学分析
新住所：〒524-0102 守山市水保町2477番地 電話：077-584-3003 FAX：077-584-3006
●（有）池田牧場（東近江支部所属）が登録会員を羽田陽一郎さん
（代表取締役）
に変更しました。

新会員ご紹介

第6回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

石黒

博史

西村

（株）est ablishマネジメント 代表取締役

びわ貨物運送（株） 取締役専務

〒604-0045 京都市中京区押小路通小川東入古城町369
TEL 075-746-6033

〒522-0068 彦根市城町2丁目8-7
TEL 0749-22-0458

事業内容：サービス業（飲食事業）
紹 介 者：浅野昌弘
所属：湖南支部
起業して2年走ってきました。
これからは、会社の基盤固めをやりたいと思って
いたので、良いタイミングでした。
どうぞ、
よろしくお願いします。

八谷
(株)八谷

事業内容：一般貨物運送
紹 介 者：片山幸博
所属：北近江支部
同友会を紹介されて、いろいろな方の意見を聴き、見てみたいと感じました。
そ
う言う積極的な機会を与えてもらえる学び合いの場であることを期待します。
時間は自分で作るものと言いますので、参加に努力します。

香央梨

木村

代表取締役

山本

〒522-0201 彦根市高宮町1388番地15
TEL 0749-30-9456

事業内容：電気工事、機械組立・調整・試運転
紹 介 者：青柳孝幸
所属：北近江支部

所属：湖南支部

この度ご縁があり入会させて頂きました。
まだまだ未熟者なのでこれから、
さま
ざまな業種の方々とも知り合えるここで、経営の勉強をさせて頂きたいと思い
ます。
よろしくお願い致します。

晶子

貫治

（株）キムラ・テクニカル・サポート 代表取締役

〒523-0022 近江八幡市馬淵町1715
TEL 077-532-2480
事業内容：飲食業
紹 介 者：永田咲雄

嘉次

例会にゲスト参加して、まず聴いて下さる皆さんの姿勢に共感しました。創業10年。
マンネリから脱するため、お話を聴かせて頂くことから始め、10年後の会社の姿を定
めてゆきたいと思います。

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？

メナードフェイシャルサロン スキップティエラ

〒524-0021 守山市吉身2丁目9-27
TEL 077-582-7567

事業内容：メナード化粧品販売代理店及びフェイシャルエステサービス
紹 介 者：北野裕子
所属：湖南支部
守山市で女性専用フェイシャルサロンをして8年になります。経営のこと、そし
て経営者として、たくさんのことを皆様から学ばせていただき、成長していきた
いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

事務局

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13回 近畿圏青年部合同例会のご案内

近畿が元気！挑戦！輝く経営者へ 〜拡めよう！挑み続ける者が集う近畿圏青年部の魅力〜
き：2016年10月22
（土）13：30開会〜20：10閉会

と
と

こ

ろ：ロイヤルオークホテル

報告テーマ：強い思いが未来を切り開く
〜時速300キロオーバー、0.1秒を争う世界で戦ったバイクレーサーの飽くなき挑戦〜
報

告

者：石川 朋之 氏

参

加

費：7,000円 （例会・懇親会費含む）

（株）HONKI

代表取締役

申 込 締 切：10月14日（金） 18：00まで
※締切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。

会費口座振替のお知らせ
○2016年10月5日
（水）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。10月5日は会費2016年
10月〜12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。

