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海外ビジネス研究会 〜インド視察と日本の粋を感じる納涼会〜
第38期経営指針を創る会第3講
「自社の歴史に学び、外部、内部環境の分析」が開催されました。

9月支部・ブロック・部会活動

大津支部 例会
と き
ところ

青年部 例会

9月27日（火）18:30〜21:00
びわ湖大津館 桃山

ハンデを戦力に変えてみる。
テーマ パラダイムシフト。
〜中小企業の次世代のカギは彼らの中にある〜
報告者 青山 裕史 氏

働き・暮らし応援センター Tekito- センター長兼支援ワーカー

9月21日（水）18:30〜21:00
安曇川公民館

！
！
テーマ 強い想いが未来を切り拓く
〜人を引き寄せ事業を発展させる秘訣とは〜
株式会社HONKI 代表取締役
滋賀同友会青年部幹事長

9月20日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ パレットに夢を描いて
〜みんながいろんな色を持ち寄って夢を描いていこう〜
報告者 中山 みち代 氏

社会福祉法人パレット・ミル 常務理事
多機能型事業所パワフル 所長

9月27日（火）18:30〜21:00
サントピア水口 共同福祉施設

テーマ マイナスからの出発！
〜精度の高い事業戦略で社員と共に企業を再生〜
報告者 辻井 孝裕 氏

丸栄製パン
（株）代表取締役

東近江支部 例会
と き
ところ

9月21日（水）18:30〜21:00
ウエルネス八日市（東近江市勤労者総合福祉センター）

結果を出し続けるチームを作る!!
テーマ 強く、
講

師 安部 雄二郎 氏

NPO法人 MIOスポーツクラブ 理事
MIO 東近江ジュニアユース監督

北近江支部 例会
と き
ところ

木村 一弘 氏 山一産業（株） 代表取締役

第7回理事会報告
と

き

10月4日
（火）16:00〜18:00

ところ

琵琶湖ホテル

出席者

蔭山・宮川・坪田・廣瀬・村田・杉田【川崎代理】・
嶋田・青柳・田井・蔭山（大）・石川・大原・濱本・
前川（アンダーラインはオブザーバー）計14名

って判断も違います。先行きには様々な情報を取り入れ経営判断
を慎重にお願いします。

②第13回近畿圏青年部合同例会開催の件
石川青年部幹事長より、開催準備について報告があり、近畿2府4
県を中心に参加を受け付けていますが、滋賀同友会の45歳以下
の方を中心に更なる参加呼びかけの要請がありました。滋賀の登
録は46名ですが、上乗せし近畿圏の会員経営者と交流を深めてほ

甲賀支部 例会
と き
ところ

報告者

〜トップが変わる覚悟を決めて行動し続けない限り
社員・社風は変わらない〜

①蔭山代表理事挨拶
日銀短観が発表され関西は上向きと報告されています。業界によ

湖南支部 例会
と き
ところ

動けば変わる

理事会だより

高島ブロック 例会

報告者 石川 朋之 氏

9月28日
（水）18:30〜20:50
フェリエ南草津5階

テーマ

油藤商事（株）専務取締役

野々村 光子 氏

と き
ところ

と き
ところ

9月23日（金）18:30〜21:00
ホテルサンルート彦根

指針経営への歩み
テーマ 行き当たりばったりの経営から、
報告者 澤田 友宏 氏 （株）
クローバー 代表取締役

しいと訴えがありました。

③入退会承認の件
入会者3名、退会者3名が報告され、承認されました。会勢は613名。
④第2回新入・若手社員研修会開催の件
12月1日
（木）9：30〜17：00、草津市民交流プラザにて、新入及び
入社３年目までの社員を対象に研修会の企画及び予算案が提案
され、承認されました。

⑤2017年度 滋賀県に対する中小企業家の要望と提案
廣瀬専務理事より提案があり、一部修正を加え、県及び関係機関に
提出することが承認されました。

⑥第5回アジア視察実施の件
青柳理事より、2017年1月28日
（土）〜2月5日
（日）、定員15名
の予定で、インドの経済視察の提案があり、承認されました。定
員になり次第申し込が締め切られることなど報告がありました。

⑦第8回理事会
と き：11月2日
（水）16:00〜18:00
ところ：草津市民交流プラザ

会員動向
●（福）大津におの浜障害者福祉協会（大津支部所属）が登録会員を鑓正八（やり せいはち）施設長に変更しました。
●杉本総合会計（会員 杉本浩志さん 湖南支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-3047栗東市手原5-6-19 五番街ビル201 電話・FAXの変更はありません
●山崎ひとみさん
（湖南支部所属）が代表取締役から顧問に就任されました。
●（株）
フライズ（会員 山本文敏さん 湖南支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-2132大津市神領2丁目5-22 電話：077-526-5621 FAX：077-526-5622

新会員ご紹介

第7回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

梅中

幸治

（株）湖南製作所

安部
代表取締役

NPO法人 MIOスポーツクラブ

〒520-3252 湖南市岩根南山田1622番地6
TEL 0748-72-1321

創業から約45年にわたり、板金加工、
プレス加工、
レーザー加工等、多種多様
な製品の一貫生産行っています。未来を担う人材育成で地域の雇用推進と活
性化に貢献できる企業をめざします。

浩和

(協組)ビジネス21

専務理事

〒522-0042 彦根市戸賀町256-1
TEL 0749-21-2289

理事

〒527-0021 東近江市八日市東浜町1-5
八日市商工会議所1F
TEL 0748-43-2552

事業内容：鉄鋼・非鉄金属の加工及び販売、板金加工・
レーザー加工・プレスブレーキ曲げ加工
紹 介 者：片山幸博
所属：甲賀支部

北川

雄二郎

事業内容：スポーツ教室の運営
紹 介 者：安井栄作
所属：東近江支部
滋賀県東近江市を中心に小・中学生を対象にしたサッカークラブ、サッカー教
室を運営しています。目の前の選手の心技体生活の成長のために出来ること
をする。
し続ける。
を念頭に日々100％で行動しています。

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？

事務局長

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

事業内容：外国人技能者及び技能実習生受入れ事業、
経営に関する教育及び情報の提供
紹 介 者：蔭山孝夫 小田柿喜暢 所属：北近江支部
ご入会させて頂きありがとうございます。日本人の職業紹介・派遣、10年前より外国人
技能実習生の受入れなど、人材ビジネスを行っております。今後は、皆様との勉強を通
して、人を生かす経営と社会的責任が出来ればと考えております。宜しくお願い致します。

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27回 滋賀県経営研究集会《お申込は今すぐ！
！》
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

熊野 英介 氏

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

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）

※参加のお申込はe.doyuシステムまたはFAXにてお願いします。e.doyuアドレス⇒https://shiga.e-doyu.jp/s.event/

