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2016年度 第2回新入・若手社員研修会が行われました。
中小企業を地域振興の推進エンジンに！

DOYU
ニュース

〜三日月大造滋賀県知事へ2017年度の要望と提案を提出〜

立命館大学経済学部キャリアデザイン講義第11講・12講が開催されました。
12月支部・ブロック・部会活動

大津支部 例会
と き
ところ

12月15日（木）18:30〜21:50
雄琴荘

テーマ ビジ活交流望年会

高島ブロック 例会
と き
ところ

12月5日（月）18:30〜21:00
創作割烹 ときわ

補助金を学ぶ
テーマ 助成金、
報告者 枝

陽子 氏 オリーブ社会保険労務士事務所

湖南支部 例会
と き
ところ

12月20日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ ダイバ−シティー経営
〜スタッフの夢を実現する会社を目指して〜
エフアイ 代表取締役社長
報告者 北野 裕子 氏 （株）

甲賀支部 例会
と き
ところ

12月15日（木）18:30〜21:00
サンライフ甲西

=人生最大のアトラクション
テーマ 『仕事』
〜私の「考え方」
どう思われますか？〜
報告者 辻 俊明 氏
（株）
ライフコミュニケーション 代表取締役

東近江支部 例会
と き
ところ

12月21日（水）18:00〜21:30
八日市ロイヤルホテル

講

山田 竜一 氏 （有）山田保険事務所 代表取締役社長

テーマ 出会いが人生を創る 〜まだまだ青春真っ只中〜
師

北近江支部 例会
と き
ところ

12月19日（月）18:30〜21:00
北ビワコホテルグラツィエ

大切にされる会社づくり
テーマ 人を大切にし、
〜社員が120パーセント力を発揮する最強の経営〜
報告者 立石

豊 氏 （株）シンコーメタリコン 代表取締役

青年部 例会
と き
ところ

12月22日
（木）18:30〜21:30
なぎさのテラス Colony

テーマ

格好良いラーメン屋はじめました

報告者

三上 芳彦 氏 豚骨ラーメン三福 店長

〜私がラーメンを作る理由（わけ）〜

理事会だより

第10回理事会報告
と

き

ところ
出席者

1月12日
（木）16:00〜18:00
クサツエストピアホテル
蔭山･宮川･永井･坪田･井内･廣瀬･坂田･上田（村田代理）
･
北野･川崎･嶋田･川邉（青柳代理）･服部･小田柿･田井･
石川･蔭山（大）･大原・前川
（アンダーラインはオブザーバー）計19名

①蔭山代表理事挨拶
あけましておめでとうございます。
アベノミクスの一環として働き方
改革が言われています。
しかし、本来同友会らしい企業づくりでは、
人間らしく生きる企業づくりが進められているはずです。理事や役
員企業で実践できているか今一度確認をお願いします。

②入退会承認の件
入会者2名、退会者3名が報告され、承認されました。会勢は606名。
③湖南支部3月BIG例会開催の件
北野湖南支部長より、各支部の参加申し込み枠、190名、全会員へ
の協賛依頼の告知について提案があり、承認されました。協賛広告
枠は現在30社/80社。

④第39期経営指針を創る会開催の件
服部経営労働委員長より、創る会各コース
（成文化・実践・オプショ
ン）
の提案があり、企画内容及び予算案が承認されました。

⑤2017年度新入社員合同入社式及び新入社員研修開催の件
小田柿共育委員長より４月に合同入社式及び新入社員研修会の
２行事開催の提案があり承認されました。

⑥組織建設の件
井内副代表理事より、各支部の現状報告を受け、年度末までに
各支部期首回復の決意と支部目標達成に向けて、運営委員会で
の取り組みのお願いがありました。

⑦第11回理事会
と き：2月8日
（水）16:00〜18:00
ところ：クサツエストピアホテル

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）

後藤

保

松井

（株）光ビルサービス 代表取締役

慎志

（株）真ごころ 代表取締役

〒525-0066 草津市矢橋町593番地の1
TEL 077-562-1233

〒529-0365 長浜市湖北町今西743
TEL 0749-79-0016
事業内容：老人介護（通所介護）
紹 介 者：荒木順平
所属：北近江支部

事業内容：ビルメンテナンス業
紹 介 者：井内良三
所属：湖南支部
滋賀県下を中心に総合ビルメンテナンスとして、昨年創業50年を迎えさせてい
ただきました。
これからもお客様の建物という財産を清掃・警備・設備・車両運
行管理を通してお守りします。同友会においては、皆様とともに勉強させていた
だき、様々な交流を図りたいと思います。

介護サービス事業所を立ち上げて4年が経ちました。事業拡大をはかろうと思
い、人材の育成についてご相談をしたことから同友会をご紹介いただきました。
あらためて会社の在り方、自分自身の思いを振り返り固めるために入会させて
いただきました。宜しくお願いいたします。

2月の例会予定
支
大

部
津

日

時

会

2月23日
（水）18:30〜21:00

場

旧大津公会堂

高

島

2月15日
（水）18:30〜21:00

安曇川公民館

甲

賀

2月24日
（金）18:30〜21:00

サントピア水口

湖

報

告

者

クサツエストピアホテル

東近江

2月15日
（水）18:30〜21:00

八日市商工会議所

北近江

2月20日
（月）18:30〜21:00

北ビワコホテル グラツィエ

マ

中村

真人 氏

中村石材（株）代表取締役

〜技術開発でなくても発明はある〜

鵜飼

龍馬 氏

ヒトの成長に役立つ評価制度の導入

高橋

平氏

アライアンス例会（仮）

山本

直彦 氏

調整中

古田

守氏

仕事の本質を知り指名される会社を目指す!!

（有）
カーテックウカイ 代表取締役

2月21日
（火）18:15〜20:30

ー

朱美 氏

（株）古川与助商店 代表取締役

南

テ

下請けからオリジナルへ

河村

（株）
タカハシ

A・I 労務サポートオフィス
（有）長浜ユニフォーム 専務取締役

〜「出来ない」は「出来る」のヒントかも？〜

文系的な経営革新とは！

〜社員がいきいき輝く会社づくり〜

REES東日本大震災復興視察ツアーのご案内
テーマ：あれから６年地域づくりと企業づくりはどこまで進んだか
と

き：2017年3月16日
（木）10：20 〜 3月17日（金）16：30

ところ：1日目／仙台駅集合 （バス移動→昼食→報告・グループ討論→懇親会→宿泊）
視察例会

「地域の復興は自社のイノベーションから 〜気仙沼地域の今と未来〜」
清水 敏也 氏 （株）八葉水産代表取締役 前気仙沼支部長
京都大学教授
岡田 知弘 氏

2日目／仙台駅集合 （バス移動→南三陸町役場で報告会→昼食→移動→丸平木材訪問→移動）
視察例会

「全事業所調査の結果を踏まえた、条例制定運動の現状について」
南三陸町産業振興課課長補佐
佐藤 宏明 氏
岡田 知弘 氏 （株）カネキ吉田商店代表取締役 南三陸支部長
高野 剛 氏 （株）高野コンクリート代表取締役 南三陸副支部長

参 加 費：28,000円（視察費・昼食・懇親会費込、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：3月3日
（金） ※3月4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。
定

員：50名 （先着順・定員になり次第締め切ります）

滋賀県中小企業家同友会
と

第39回定時総会

開催概要

き：2017年4月28日
（金）14：00〜17：15

ところ：コラボしが21
参加費：無料
※詳細は随時お知らせをいたしますので、いまからご予定を宜しくお願いいたします。

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。
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滋賀同友会
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