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新人・若手社員27名（14社）
で大いに語り合う！〜第2回新人・若手社員研修会〜
DOYU
ニュース

第37期経営指針を創る会 第三講「外部、内部環境の分析をする」が開催されました。
来年（2016年度）はインドの視察か！〜海外ビジネス研究会忘年会〜

12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

12月16日（水）18:00〜21:00
おごと温泉 びわ湖花街道

テーマ なぜ私は指針経営を続けているのか？
〜後継者から経営者として新たな展開へ向けて〜
報告者 加賀山 望 氏

安心コンサル（有）代表取締役

高島ブロック 例会
と き
ところ

12月3日（木）18:30〜21:00
創作割烹 ときわ

テーマ こうすれば伸びる
〜事業計画づくりのヒント！〜
報告者 白澤

守 氏 まもる会計事務所 所長

湖南支部BIG 例会
と き
ところ

12月15日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ すべての人が輝く滋賀
〜すべての人に居場所と出番のある社会の実現に向けて〜
報告者 三日月 大造 氏

滋賀県知事

甲賀支部 例会
と き
ところ

12月15日（火）18:30〜21:00
サントピア水口

テーマ 価値あるものを価値あるタイミングでお届けする!!
〜コンビニエンスファクトリーをめざす〜
報告者 李川 剛隆 氏 （株）八代製作所 代表取締役

東近江支部 例会
と き
ところ

12月16日（水）18:30〜21:00
ホテルニューオウミ

テーマ 営業が苦手なのにお客が増える！
〜紹介とリピート客が9割！
！驚きの経営手法〜
ジェイジェイエフ 代表取締役
報告者 志村 保秀 氏 （株）

北近江支部 例会
と き
ところ

12月21日（月）18:30〜21:00
北ビワコホテルグラツィエ

テーマ お客様とともに歩む
「地域見守りネットワーク」を目指して
〜行政、全国の同業者も注目！〜
レークケア 代表取締役
報告者 西村 雄一 氏 （株）

と き
ところ

12月2日
（水）18:30〜22:00
トラットリア デラ メーラ

報告者

川畑 祐子 氏 ドバイ ジクーホテル CEO

テーマ ドバイで日本式経営に挑戦！
！
〜多国籍社員と築く、信頼の経営スタイルとは〜

理事会だより

第10回理事会報告
と

き

1月7日
（木）16:00〜18:00

ところ

同友会事務局

出席者

蔭山・宮川・坪田・井内・廣瀬・川原林・村田・北野・
川崎・蔭山（大）
・高橋・服部・小田柿・大原・前川
計15名 ※アンダーラインはオブザーバー

①蔭山代表理事挨拶
あけましておめでとうございます。新春早々海外で物騒なニュース
が続いておりますが、海外情勢問題は経営にとっても大きな課題と
なります。地域や中小企業にとって日本と世界のあり方も是非考え
ていただきたい。
また、今年一年、理事や役員は今一度同友会とは何かを学び、
リー
ダーシップを発揮して頂く年にし、滋賀の発展をより確かなものに
していきましょう。

②入退会承認の件
入会2名 退会5名の報告があり承諾されました。会勢は607名。
③2016年度広報発行の件
2016年度の広報発行について、現同友しが発行回数を削減し、障
害者問題全国交流会の開催を視野に入れて、ユニバーサル委員会
の広報（ユニバーサルニュース）
を総額予算を変えずに発行するこ
とが承認されました。

④第38回定時総会について
4月27日
（水）14時〜17時30分、
コラボ滋賀21大会議室他で総会
議事及び記念例会の開催が確認され、例会では各専門委員会の
分科会開催の企画案が宮川副代表理事より提案され、2月15日ま
でに企画を提出することなど承認されました。

⑤組織建設の件
各支部現状報告の後、井内副代表理事より、3月末までの行動提起
があり新たな目標設定が行われました。

⑥第10回理事会
と き：2月4日
（木）16:00〜18:00
ところ：同友会事務局

新会員ご紹介

第10回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

辻本

康雄

青山

裕史

湖東開発（株） 専務取締役

油藤商事（株） 専務取締役

事業内容：宅地建物取引業
紹 介 者：衣田直人
所
属：湖南支部

事業内容：ガソリンスタンド、石油製品類販売業、他
紹 介 者：井内良三・北野裕子・中村明久
所
属：湖南支部

〒520-2331 野洲市小篠原1205番地
TEL 077-587-0333

〒529-1173 犬上郡豊郷町高野瀬645
TEL 0749-35-2081

自分自身に無いものや抜けているものに気付くために色々と勉強していきた
いと思います。諸先輩の皆様どうぞよろしくお願い致します。

滋賀県中小企業家同友会に入会させて頂きました。皆さんとともに学びながら
も、持続していく企業づくりを目指していきたいと思います。
よろしくお願い申
し上げます。

滋賀県中小企業家同友会 第38回定時総会 開催のお知らせ
と

き：2016年4月27日（水）14:00〜17:30

と こ ろ：コラボしが21
内

容：総会議事・委員会別分科会

参 加 費：無料

全国観光フォーラム in 沖縄のご案内
メインテーマ：地域・人が輝く観光の未来
と

き：2016年3月4日（金）13:45開会〜3月5日（土）11:30閉会

ところ：1日目／モビーディック号
基調講演講師：平田

大一 氏

沖縄県那覇市通堂町2-1

2日目／パシフィックホテル沖縄 沖縄県那覇市西3-6-1

南島詩人（演出家・脚本家・詩作家・地域活性家）

講演テーマ：観光産業から感動産業へ 〜地域・人が輝く観光の未来へ〜
分 科 会：第1分科会 「観光と農水産業」
第2分科会 「地域活性化と観光」

（株）沖縄物産企業連合 会長

宮城

弘岩 氏

（一社）那覇市観光協会 マネージャー

千住

直広 氏

（有）首里琉染 社長

大城

裕美 氏

第3分科会 「伝統産業のイノベーション」

瑞泉酒造（株）社長

佐久本

学氏

第4分科会 「外国人観光客受入と消費誘発」

（株）御菓子御殿、（株）パラダイスプランより ※パネリスト他１名、コーディネーター調整中
参 加 費：10,000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：2月19日
（金）

※2月20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。※現地集合・解散です。宿泊先等のご予約は各自でお願いいたします。

第4回 東日本大震災復興シンポジウムのご案内
テーマ：震災から5年 〜100年後の未来への提案〜
と

き：2016年3月10日（水）12:45〜3月11日（木）15:00

ところ：1日目／いわき駅集合
現地視察と懇親会
①いわき市（四倉港・久ノ浜）②Ｊヴィレッジ（東京電力福島復興本社）
③国道6号沿いを走行（東京電力福島第１・第2 原子力発電所付近を通過）④浪江町内（立入制限区域）
⑤南相馬市（小高区・原町区）⑥南相馬市（鹿島区仮設団地）
2日目／TKPガーデンシティ仙台30階 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1
シンポジウム他
○震災復興政策の検証と新産業創出への提言
〇エネルギーシフトで地域づくり・仕事づくり
〇震災からの復興は経営指針の実践が鍵
〇震災の教訓を未来へ−福島REES活動
〇震災からの5 年の現状と課題

増田 聡 氏
村松 幸雄 氏
佐藤 元一 氏
増子 勉 氏
瓜田 靖 氏

東北大学大学院経済学研究科教授

震災復興研究センター長

岩手同友会代表理事
宮城同友会 代表理事
福島同友会常任理事
中小企業家同友会全国協議会事務局

参 加 費：18,000円（視察・懇親会・2日目昼食含む、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：2月26日
（金）

※2月27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。※現地集合・解散です。宿泊先等のご予約は各自でお願いいたします。

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。

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

滋賀同友会

入会

検索

