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第15回報道関係者との懇談会を開催しました 〜アベノミクスの中小企業支援策に関する調査を発表〜

DOYU
ニュース

第38期経営指針を創る会第4講「3ヵ年経営方針検討シート・財務分析、3ヵ年利益計画表」が開催されました。
自由民主党滋賀県議会議員団と政策要望をもとに懇談会を行いました。
第13回近畿圏青年部合同例会in滋賀が開催されました。

10月支部・ブロック活動

理事会だより

大津支部 例会
と き
ところ

第8回理事会報告
と

10月26日（水）18:30〜21:00
びわ湖大津館 桃山

テーマ 地域密着!!行列のできる葬儀屋さん
〜この会社で働きたい！若者が憧れる経営とは？〜
アートエンディング 代表取締役
報告者 西本 淳弥 氏 （株）

高島ブロック 例会
と き
ところ

容

社員研修用DVD鑑賞

草津市民交流プラザ
坂田・蔭山・宮川・永井・井内・廣瀬・川原林・上田・
北野・川崎・嶋田・青柳・高橋・服部・小田柿・田井・
蔭山
（大）
・石川・大原・中村
（アンダーラインはオブザーバー）計20名

や信金の監督をしている金融庁から今後の企業融資の姿勢を大
きく転換すると発表しました。地域の中小企業の活性化のために融
資姿勢の監督指導強化に乗り出します。同友会が金融アセスメント
法制定運動以来の要望がまた一つ形になりました。経営指針書に

井村 雅代 コーチ

（シンクロナイズドスイミング 日本代表ヘッドコーチ）

湖南支部 例会
と き
ところ

出席者

11月2日
（水）16：00〜18：00

①蔭山代表理事挨拶
同友会を代表して、金融庁の業務説明会に参加してきました。地銀

10月19日（水）18:30〜21:00
安曇川公民館

テーマ 目標達成できる指導力とは！
〜自分に何を課し、社員に向き合い、実現を支えるのか〜
内

き

ところ

基づき、方針、事業計画の精度を高め、地域金融機関と連携しなが
ら良い会社にしてまいりましょう。

②理事会運営について
廣瀬専務理事より、事前資料等を確認し、報告・審議事項は極力短

10月18日（火）18:15〜20:40
クサツエストピアホテル

テーマ カスタくんのSB教室
〜小さな会社でもできるソーシャルビジネスの事例〜

くし、協議事項及び経営課題・運動課題のディスカッションの時間
を確保する提案があり、承認されました。

カスタネット 代表取締役・社会貢献室長
報告者 植木 力 氏 （株）

③入退会承認の件
入会者5名、退会者8名が報告され、承認されました。会勢は613名。

甲賀支部 例会

④後援名義使用の件
龍谷大学新春技術講演会の後援名義の使用について提案があり

と き
ところ

10月13日（木）18:30〜21:00
サントピア水口

承認されました。

！
テーマ 社員の未来を夢と希望にかえていく
〜湖南市石部にある企業の挑戦〜
サン機工 常務取締役
報告者 田中 真 氏 （株）

10月19日（水）18:30〜21:00
ホテルニューオウミ

ところ：クサツエストピアホテル

テーマ エネルギーの自立は地域の自立
〜未来の課題解決は創電ではなく省エネと節電〜
報告者 田中 優 氏 （同）ＯＦＦＩＣＥ ＹＵ

代表

北近江支部 例会
と き
ところ

10月17日（月）18:30〜21:00
北ビワコホテル グラツィエ

で数字に強くなる
テーマ 『経営は逆算』
〜社員と共に伸びる会社へ〜
報告者 宮本 正和 氏 （株）大兼工務店

けの提案があり、承認されました。

⑥第9回理事会
と き：12月2日
（金）16:00〜18:00

東近江支部 例会
と き
ところ

⑤中堅社員研修及び、2018共同求人活動の件
小田柿理事より、研修会及び、共同求人活動への参加企業呼びか

常務取締役

会員動向
●虎山勧さん
（
（株）山久 北近江支部所属）が取締役営業本部長から常務取締役に就任しました。
●髙畑友祐さん
（
（株）
マツバ 甲賀支部所属）が課長から常務取締役に就任しました。
●永田咲雄さん
（
（株）
ビイサイドプランニング 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。
●（株）国華荘 びわ湖花街道（大津支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：役職・氏名 社長室室長 高野健一郎さん
●中島商事（株）
（東近江支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：役職・氏名 取締役 中島智宏さん
●（株）金壽堂（東近江支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：役職・氏名 営業担当リーダー 中川豊一さん
●和た与（店主 小川与志和さん 東近江支部所属）が法人化。
新社名：（株）和た与 小川さんは代表取締役に就任しました。

新会員ご紹介

第8回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

池上

悠樹

河原崎

認定NPO法人 四つ葉のクローバー 施設長

〒524-0022 守山市守山2-15-25
TEL 077-584-5688

夢コート

岡本

事業内容：不動産鑑定業
紹 介 者：田中 真
所属：甲賀支部
不動産鑑定士とは、皆様の生活や経済活動に密接に関連する土地や建物を取り扱う仕事
です。私はお客様との信頼関係を何よりも大切にし、適正評価と的確なアドバイスを通じ
て依頼者及び関係各位に対しまして信頼と期待に報えるよう日々研鑽いたしております。

晃一

テックウィン草津

坂本
所長

〒520-0243 大津市堅田1-15-2
TEL 077-535-4703

事業内容：障害福祉サービス事業
紹 介 者：蔭山孝夫
所
属：湖南（草津）支部

柿木

代表

事業内容：社会保険労務士業
紹 介 者：寺田俊介
所
属：大津（北）支部
経営戦略としてのワークライフバランス導入を助成金とセットでサポートして
います。皆さんと共に良い企業づくりを目指してまいります。宜しくお願いいた
します。

博幸

（株）柿木花火工業

泰一

社会保険労務士 坂本事務所

〒525-0041 草津市青地町687
TEL 077-569-5125

草津市で障害福祉サービス事業所をしております。
ご縁があり入会させていた
だきました。様々な業種の方との関りの中で、事業所の経営だけでなく障害者
の就労支援への繋がりになればと思っています。
よろしくお願いします。

代表取締役

〒520-2144 大津市大萱1丁目4番15号 LICビル
エルミナコート402号室
TEL 077-547-4000

事業内容：自立援助ホームとして社会的養護の必要な若者達
への居場所作りと生活・就労支援などを行う
紹 介 者：村田健二
所属：大津（西）支部
児童養護施設退所者や社会的養護の必要な若者たちを支援する自立援助ホーム
です。生きづらさを抱えた若者たちが自立していくには社会全体で支援していくこ
とが重要です。皆さんと素敵なご縁があればと思います。
よろしくお願いいたします。

和夫

（株）かわらざき不動産鑑定事務所

代表取締役

〒526-0821 長浜市本庄町388番地
TEL 0749-62-3503

事業内容：花火の製造販売、
ゴミ減量化花火の製造販売、
イベント花火の企画演出、玩具花火卸販売
紹 介 者：蔭山孝夫
所属：北近江支部
経営者としての自己研鑽の場として入会いたしました。地域の経営者の皆さん
と新たな輪が広がることを楽しみにしております。花火を地場産業として地産
地消がさらに進むように、発信してまいりたいと思います。

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？
●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

2017年 新春例会のご案内
と

き：2017年1月25日
（水）13:30〜16:50
13:30〜セレモニー、13:45〜記念講演、15:30〜賀詞交換会、16:50 閉会

と こ ろ：ホテルニューオウミ
記念講演：岡田 知弘 氏

（JR近江八幡駅 北口より徒歩１分）

京都大学大学院 経済学研究科 教授

テ ー マ：
「中小企業が切り拓く持続可能な地域経済の未来と展望！」
参 加 費：7,000円 （式典・講演会のみは1,000円）

岡田 知弘 氏

※出欠のご連絡を2017年1月19日
（木）までに同友会事務局へお願いします。※1月19日
（木）以降のキャンセルは参加費をご負担頂きます。
e.doyuからは ⇒ https://shiga.e-doyu.jp/s.event/
地域経済論の第一人者である岡田氏より、中小企業が担う地域の持続的発展、人が安心して住みやすい地域づくりの有り様を問題提起していただきます。
ぜひ、ご参加ください。

