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第2回障害者問題全国交流会プレ学習会を開催しました。

DOYU
ニュース

滋賀県商工観光労働部との懇談会を開催しました。

3月支部・ブロック・部会活動

大津支部・高島ブロック 3月合同例会
と き
ところ

3月16日（木）18:30〜21:00
オーパルオプテックス（株）

テーマ 戦わない経営で新たな市場を創造する！
〜事業の切り口を変えるだけで、
新たな顧客を生み出す秘訣〜
講

師 村上

肇 氏 （株）創 代表取締役

3月21日（火）18:00〜20:30
栗東文化芸術会館 さきら

テーマ 思うは招く
〜「どうせ無理」
をなくしたい。
僕たちはなぜ宇宙開発に挑戦したのか〜
報告者 植松

務 氏 （株）植松電機 代表取締役

北海道中小企業家同友会 会員

甲賀支部 例会
と き
ところ

3月23日（木）18:30〜21:00
サンライフ甲西

テーマ 誰もがいきいきと働く企業になるために
〜発達障害を切り口として〜
講

師 広野 ゆい 氏
NPO法人 DDAC（発達障害をもつ大人の会）代表

東近江支部 例会
と き
ところ

3月22日（水）18:30〜21:00
八日市商工会議所

テーマ 先代が残してくれたもの、
私が残したいもの
〜プロの道具屋としての誇りが社員の成長に！〜
報告者 大橋 慶之 氏 （株）三省堂 代表取締役

北近江支部 例会
と き
ところ

と

き

ところ

3月30日
（木）18:30〜20:50
フェリエ南草津

売らない営業なのに、
世界トップ1%の成果を出す方法
報告者 岩﨑 健次郎 氏 近江化成工業（株）社外取締役
テーマ

理事会だより

湖南支部 例会
と き
ところ

青年部 例会

3月22日（水）18:30〜21:00
ホテルサンルート彦根

テーマ 従業員の定着のために
〜貴社の社員は会社から大切にされていると感じていますか〜
報告者 玉置 泰弘 氏 タマキ社労士事務所 社会保険労務士

第13回理事会報告
と

き

4月6日
（木）16:00〜18:00

ところ

同友会事務局

出席者

蔭山・宮川・永井・井内・坪田・廣瀬・川原林・村田・
北野・杉田・嶋田・青柳・小田柿・田井・石川・大原・
上田･前川（アンダーラインはオブザーバー）計18名

①蔭山代表理事挨拶
好景気の話題が新聞紙上に出ています。平成元年時の景気に匹敵
すると言われていますが、赤字国債が28兆円も膨らみ、医療費は
当時の3倍。前提条件が全く違うと同時に、地方景気はそれほど好
景気と言える状況ではありません。倒産件数は減少の一方ですが、
廃業が年間約3万件と増え続けています。
データの裏側に何がある
か、
よく見て経営にあたり、地域の経営者には同友会で学ぼうと積
極的に声をかけてください。

②入退会承認の件
入会者5名、退会者10名、新聞読者への申し込み1名が承認されま
した。現会勢は595名。

③第39回総会の件
⑴総会議案について
2016年度活動報告及び17年度方針を確認。16年度収支及び
監査報告資料の説明、17年度予算案について説明があり承認さ
れました。
また、17年度役員（案）
、相談役1名、理事21名、会計監
査2名の報告があり承認されました。
⑵総会分科会について
最終の分科会案及び準備状況の確認があり、当日の役割分担が
決定しました。

④第28回滋賀県経営研究集会の件
北野実行委員長より第1回実行委員会の報告があり、11月に開催
すること、各支部より2名の実行委員選出の依頼があり承認されま
した。支部運営委員会で決定し、報告することになりました。

⑤第2回理事会
とき：5月9日
（火）16:00〜18:00

ところ：同友会事務局

会員動向
●こうの運送（株）
（会員 河野真紀さん 大津支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-0232 滋賀県大津市真野5丁目16-33 電話：077-571-1419

FAX：077-571-1420

●龍谷大学エクステンションセンター
（湖南支部所属）が登録会員を深尾昌峰（ふかお まさたか）
センター長に変更しました。
●有限責任監査法人トーマツ滋賀連絡事務所（湖南支部所属）が
登録会員を岩淵貴史（いわぶち たかし）滋賀連絡事務所長パートナーに変更しました。

新会員ご紹介

第12回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

前川

久幸

鹿間

（株）
アルファ 専務取締役

〒520-2351 野洲市冨波甲68
TEL 077-587-2202

小林

事業内容：鉄骨製作
紹 介 者：石川朋之

大西

A lohi

達也

（株）大西デンキシステム 代表取締役

〒524-0103 守山市洲本町1428
TEL 077-585-5257

諸先輩方から経営者として大切なことを学ばせていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

所属：湖南支部

みなさんと共に切磋琢磨しあえるようしっかりと勉強していきます。
よろしくお願いいたします。

悦子

事業内容：エクササイズ（自力骨盤調整、筋膜ストレッチ、
ピラティス、
ヨガ、エアロビクス）
紹 介 者：北野裕子
所属：湖南支部

取締役

〒610-0201
京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺松尾58-10
TEL 0774-88-2610

事業内容：ハーネス事業、
プラスチック製品組立事業
紹 介 者：蔭山孝夫
所属：湖南支部
3月に入会をさせて頂くことになりました、経営者としてまだまだ足りないところ
がある私です。同友会で学び、経営者として成長できるよう頑張ってまいります。
今後共、
どうか宜しくお願い致します。

大

（有）鹿間工業

〒520-3024 栗東市小柿3-2-17
TEL 077-599-3380
事業内容：電気工事業
紹 介 者：北野裕子

所属：湖南支部

お客様・スタッフと共に「笑顔と喜びをわかちあう」をもっとうに滋賀で一番元
気な電気工事会社を目指しております。同友会の素晴らしい皆様と共に勉強さ
せて頂きたく入会させて頂きました。宜しくお願いいたします。

5月各支部総会のご案内
大津支部

甲賀支部

5月24日（水）17:00〜21:30
びわ湖大津館
記念例会報告者 濱本 博樹 氏 （有）浜本新聞舗 代表取締役

5月26日
（金）17:00〜21:00
やまりゅう
記念例会報告者 蔭山 孝夫 氏 滋賀建機（株）会長

日

時

日

時

会

場

会

場

2017年度 大津支部支部長

記念例会テーマ

同友会へ入って良かったこと

滋賀県中小企業家同友会 代表理事

記念例会テーマ

湖南支部

北近江支部

5月23日（火）18:00〜20:30
クサツエストピアホテル
記念例会報告者 中野 光一 氏 （株）びわ湖タイル 代表取締役

5月11日
（木）17:00〜20:30
北ビワコホテル グラツィエ
記念例会報告者 蔭山 孝夫 氏 滋賀建機（株）会長

日

時

日

時

会

場

会

場

2017年度 湖南支部支部長

記念例会テーマ

調整中

企業経営、経営者に必要な事とは

滋賀県中小企業家同友会 代表理事

記念例会テーマ

同友会で学んだ企業変革
〜仕事づくり・人育て・地域貢献〜

会員増強のお願い 〜良い会社・良い経営者・良い経営環境をめざす仲間を増やしましょう！〜
私たちは、滋賀県経済の自立的な発展を担う仲間づくりに取り組
んでいます。

る会社にしたい」
「後継者を育てたい」
「経営を語り合う仲間が欲し
い」
「海外展開のヒントが欲しい」
「わが社の魅力をもっと発信するに

いま、滋賀同友会は593名です。滋賀には1万3千社を超える会社

は？」
「社員教育のやり方が知りたい」
「学卒採用に取り組みたい」
「未

（法人）があります。私たちの学びあい活動は、
まだまだ多くの経営者

来の見える元気な地域づくりに貢献したい」などの思いを持っている

に知らされていません。
「経営理念を確立したい」
「経営の方針や計画を成文化したい」
「社
員を経営のパートナーにするためには？」
「みんながイキイキと働け

経営者に、同友会での学びあい活動をお知らせしましょう！
会活動のご案内をいたしますので、会員候補のご紹介を同友会事
務局まで。
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。 ●ホームページからもお申込み出来ます。

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 滋賀同友会 入会
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