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第40期経営指針を創る会 第1講を開催しました

2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

2月22日（木）18:30〜21:00

と

ピアザ淡海

ところ

ライズヴィル都賀山

テーマ

主体性を活かした組織力向上で売上3倍増
森 一朗 氏 （株）モリエン 代表取締役

テーマ ママ起業・ママ雇用で

世界に抱っこひもカバーを届けたい！

〜元手5万円・自宅起業・ママ雇用40名以上を
生むことが出来た！女性だから出来る仕事術〜

報告者 仙田 忍 氏 （株）ルカコ 代表取締役

き

ところ

2月14日（水）18:30〜21:00
安曇川公民館

テーマ 儲かる会社をつくる！

報告者 永井 茂一 氏 （株）
ピアライフ 代表取締役

湖南支部 例会
と

き

ところ

2月20日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

３つの気づき
テーマ 僕が遭遇した３つの失敗、
〜超一流企業から田舎の家業へ・
・
・〜
報告者 寺田 好孝 氏

寺田商事（株）取締役

甲賀支部 例会
と

き

ところ

2月20日（火）18:30〜21:00
JAこうか貴生川支所

テーマ 夢を実現させる経営に必要な学び・姿勢・実践とは
〜創業から20年でみえてきたコト〜
報告者 朏 藤男 氏
（有）
コムブレイン 代表取締役

東近江支部 例会
と

き

ところ

2月20日（火）18:30〜21:00
八日市ロイヤルホテル

師 蔭山 孝夫 氏
滋賀建機（株）会長

滋賀県中小企業家同友会 代表理事

北近江支部 例会
き

2月13日（火）18:30〜21:00

ところ

北ビワコホテル グラツィエ

と

理事会だより
と

き

ところ
出席者

3月6日
（火）15:30〜17:15
草津市民交流プラザ
蔭山・宮川・青木・廣瀬・川原林・濱本・中野・川崎・
嶋田・川邉・服部・田井・石川・大原・前川
（アンダーラインはオブザーバー）計15名

①代表理事挨拶
先日、地元町長選挙が行われ、43歳の候補者が新町長に選ばれま
した。若い力を期待された結果と思います。一方、滋賀県の廃業率
が全国でワースト№1。大きな原因は後継者がいないことです。実
に勿体無い話しで、同友会でも若手の育成に力を入れ、無理なく引
き継げる経営体質めざしてまいりましょう。

②滋賀中央信用金庫との連携協定締結の件
3/26（月）午後１時より、近江八幡の滋賀中央信用金庫本店営業
部で行い、蔭山代表理事と青木政策委員長、廣瀬専務理事が調印
式に参加することが報告されました。

③入退会承認の件
入会4名、退会11名（内新聞読者からの退会1名）の報告があり承
認されました。現会勢は575名。

④後援名義使用の件
9/6(金)〜7(土)に彦根ビューホテルで開催される滋賀中央信用金
庫主催のビジネスマッチングフェアの後援名義使用について承認

テーマ 蔭山会長の経営人生に学ぶ！
講

報告者

2月13日
（火）18:30〜21:00

第12回理事会報告

高島ブロック 例会
と

き

「農業」
を目指して
テーマ かっこいい
〜経営指針を創る会を受講して見えた10年ビジョン・
・
・〜
報告者 家倉 敬和 氏 （株）
お米の家倉 代表取締役

されました。

⑤事務局員人事の件
中村香澄さんを総務・経理担当として正規雇用へ。奥村祐三さ
んを5月より組織担当として採用することが報告されました。

⑥第40回県定時総会議案の件
総会議案全体の報告があり、議案変更の締切日の確認、予算計
上について報告がありました。
総会成立は会員の過半数（出席者と委任）を確認し、各支部の
参加目標が決定しました。

⑦第13回理事会
と き：4月5日
（木）16:00〜18:00
ところ：草津市民交流プラザ

会員動向
●すこやか社会保険労務士事務所（会員 杉田浩平さん 甲賀支部所属）が住所を変更しました。
新住所：大阪府大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル16階
●豆光（会員 櫻井康弘さん 東近江支部所属）が法人化し、代表取締役に就任されました。
新社名：（株）豆光
●梅村政示さん
（湖南支部所属）が会社名を
（株）優芽の木に変更しました。
●磁気整体院 元張屋（会員 外川光延さん 東近江支部所属）が住所を変更しました。
新住所：愛知郡愛荘町長野647-1

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）

熊川

裕

（株）Kizuna

苗村
代表取締役

〒526-0031 長浜市八幡東町27-1 キャンスC館1F
TEL 0749-63-3456

〒527-0029 東近江市八日市町4-10
TEL 0748-23-1221

事業内容：不動産仲介業、
リフォーム、新築の設計、分譲
紹 介 者：西澤 由男
所属：北近江支部

事業内容：LPガス、灯油販売、住設、レジャー用品販売、その他物販
紹 介 者：大橋 慶之
所属：東近江支部

創業10年で社員も店舗も増え事業も伸びてきました。社員の今後を考え5年
10年先を見据えた経営計画書を作成したいと思い、同友会へ入会しました。
宜しくお願いいたします。

木戸口

東近江で燃料店を営みつつ、様々な小売をしております。同友会での学びを積
極的に活かし、少しでも広い視野を持ち、見識を身につけ、皆様の空気に触れな
がら、
自分自身の成長に繋げられればと思っております。
よろしくお願い致します。

優也

（有）木戸口運輸

雅樹

ナエムラ
（株） 取締役

坂上

専務取締役

茂樹

坂上企画（結婚相談所ハッピーライフ） 経営者

〒527-0162 東近江市妹町589番地16
TEL 0749-46-1143

〒520-0804 大津市本宮二丁目31-6
TEL 077-522-5690

事業内容：一般貨物自動車運送業
紹 介 者：大橋 慶之
所属：東近江支部

事業内容：機械設計、結婚相談所
紹 介 者：河村 剛
所属：大津支部（西地区）

運送業をさせて頂いております。他業種の方と交流することで、様々なチャンス、
ヒントを得て本業に活かしていきたいと思っておりますので、
よろしくお願い申
し上げます。

企業様に特化した独身社員様の婚活サ−ビスを提案させて頂いています。企業に
とって社員様は財産であり、社員様の成長と幸福は、企業の成長です。是非結婚相
談所ハッピ−ライフと提携して、独身社員様の婚活サ−ビスをサポ−トしませんか。

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
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滋賀同友会

●ホームページからもお申込み出来ます。

入会

検索

第21回女性経営者全国交流会 in 彩の国埼玉のご案内
テーマ：私たちが次の時代を拓く力になる 〜誰もが輝く社会の創造〜シブサワスピリットでつなごう未来へ
と

き：6月21日
（木）13：00 〜 6月22日（金）12：00

ところ：大宮ソニックシティ・パレスホテル大宮
記念講演テーマ：働く現場から見えてきた企業の未来 〜自社の存在意義を再定義し、
隣接異業種へ挑戦〜
記 念 講 演 講 師：久賀

きよ江 氏

コメンテーター：山口

義行 氏

立教大学 名誉教授

コーディネーター：新田

信行 氏

第一勧業信用組合 理事長

（株）
メガネマーケット 代表取締役

埼玉中小企業家同友会 代表理事

東京中小企業家同友会会員

参 加 費：22,000円（宿泊費別）
参加申込：滋賀同友会事務局にお申込みください
申込締切：6月1日
（金） ※締切日以降のキャンセルは、参加費の全額をご負担頂きます。

会費口座振替のお知らせ
○2018年4月5日
（木）は会費の口座振替日です。
○同友会では、四半期毎（1月・4月・7月・10月の５日）に会費をご指定
の口座より振替させていただいております。4月5日は会費2018年4
月〜6月分18,000円の振替日ですので、
ご案内を致します。定額です
ので、請求書・領収書の発行は致しておりませんのでご了解をお願い
いたします。

○会費以外の費用（書籍代や行事への参加費等）のある方、及び口座
振替でない方には、従来通り請求書を送付させて頂きますので、
ご確
認を宜しくお願いいたします。
○会費の口座振替・ご請求についてのお問い合わせは
滋賀県中小企業家同友会 事務局
電話 077-561-5333 中村までお願いいたします。

