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第40期経営指針を創る会第4講
「労使見解に基づく企業づくり、事業の方向性を確立する」
を開催しました

5月支部・ブロック・部会活動

大津支部 第39回定時総会・記念講演会
と

き

ところ

と

びわ湖大津館

ところ

ホテルボストンプラザ草津

テーマ

青年部で多くの経験を積んで仲間を増やせ！

報告者

辻井 孝裕 氏 丸栄製パン（株）代表取締役

テーマ 指針経営12年間の実践と反省
〜過去最高売り上げと利益の秘策〜
報告者 青木 孝守 氏 （株）
あぐり進学 代表取締役

高島ブロック 例会
と

き

ところ

5月7日（月）18:30〜21:00
新旭公民館

テーマ よい会社をつくるグループ討論
〜ダメダメ会議が、
みるみる活性化するテクニック教えます〜
報告者 上野 忠夫 氏 （株）
トップ 代表取締役

湖南支部 第38回定時総会・記念例会
と

き

ところ

5月22日（火）18:00〜20:30
クサツエストピアホテル

全力投球物語！
テーマ 井内良三、
〜同友会、仕事、
そしてシャンソン〜
報告者 井内 良三 氏 （株）
タオ 代表取締役

甲賀支部 第5回定時総会・記念例会
と

き

ところ

5月25日（金）17:00〜21:00
JAこうか貴生川支所

テーマ 同友会の発展が自社の発展につながっている
〜同友会で自社・自分がどのようにかわるか〜
報告者 坪田 明 氏

大津発條（株） 代表取締役社長

東近江支部 例会
と

き

ところ

5月17日（木）18:30〜21:00
滋賀県婦人会館会

苦難の果てに見えた中小企業経営！
テーマ 事業継承、
〜3つの失敗、３つの気付き〜
講

師 寺田 好孝 氏

寺田商事（株） 取締役

北近江支部 第15回定時総会・記念例会
き

5月17日（木）17:00〜20:30

ところ

北ビワコホテル グラツィエ

と

青年部 第17回定時総会・記念例会

5月24日（木）17:00〜21:30

テーマ 同友会で学んだ

『経営者としてやらなければならないこと』
報告者 水野 透 氏 （株）渡辺工業 代表取締役

滋賀県中小企業家同友会副代表理事

5月14日
（月）17:00〜21:00

き

〜経営者は、何を考えてどう行動すべきか〜

理事会だより

第3回理事会報告
と

6月1日
（金）16:00〜18:00

き

同友会事務局

ところ
出席者

宮川・水野・坪田・永井・青木・廣瀬・濱本・中野・
田中・嶋田・服部・小田柿・田井・川勝・蔭山（大）
・
石川・大原・前川・奥村・中村
（アンダーラインはオブザーバー）計20名

①水野副代表理事挨拶
2018年度のスローガンは「すべての経営者に同友会を伝えよう」
です。創立40周年のプロジェクトが開始しましたが、理事は会内外
から経営を見られています。同友会運動と経営は不離一体といい
ますので、両輪で頑張ってまいりましょう。

②委員会活動・支部活動の関連の件
廣瀬専務理事より、第2回理事会の議論をまとめ、スケジュールの
公表をしながら、次年度以降、必要な委員が支部から選出される仕
組みを考える。委員会で、活動の紹介チラシを作成することを検討。
共育・求人委員会、ユニバーサル委員会、他に政策委員会、新産業
委員会も含め、委員を支部選出してほしいとの依頼が紹介されま
した。

③入退会承認の件
入会者3名、退会者3名、新聞読者からの退会者1名の報告があり
承認されました。現会勢は570名。

④「2019障全交in滋賀」開催に向けた第5回プレ学習会開催の件
田井委員長より、事前学習会の提案があり、8月3日（金）15:30〜
18：30、永岡鉄平さん
（株）
フェアスタート代表取締役（神奈川同友
会）
を報告者としてお越しいただき開催することが承認されました。
⑤第41期経営指針を創る会開催の件
服部委員長より、第41期創る会開催要項及び予算の提案があ
り、承認されました。9月27日オリエンテーションより開催し、
講座は従来より1講増え、7講で開催することになりました。

⑥第4回理事会
と き：7月3日
（金）16:00〜18:00
ところ：同友会事務局

会員動向
●三峰詳晴さん
（甲賀支部所属）が登録企業を変更しました。
新社名：（株）
メルプ 事業内容：広告代理店、
グーグル、生ゴミ処理機製造販売
●（株）優芽の木（会員 梅村政示さん 湖南支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1991-2
●野瀬昌治さん
（東近江支部所属）が会社名をゴッドはんだ（株）に変更しました。

新会員ご紹介

第3回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

宮本

鉄也

（有）宮本商店

小松

代表取締役

（株）
ＡＲＭＳ 代表取締役

〒529-0706 長浜市西浅井町余268-2
TEL 0749-88-0747

〒520-0801 大津市におの浜四丁目3-18
TEL 077-526-1711
事業内容：住宅の設計施工・リフォーム工事
紹 介 者：川勝 健太
所属：大津支部（東地区）

事業内容：コンビニエンスストア
紹 介 者：山岡 朗
所属：北近江支部
長浜市でセブンイレブンを2店舗経営しております、宮本と申します。一度、退会して
いたのですが、息子が手伝うようになり私の役割も変化していくなかで、
もう一度、勉
強する必要性を感じ再び、お世話になることを決めました。
よろしくおねがいします。

畑澤

宏哉

同友会の皆様と、同友会で学び、
自社を楽しく元気にし、その楽しさを地域に広
げていきたいと思います。
よろしくお願い致します。

孝祐

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？

近畿精工（株）

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

〒526-0803 長浜市西上坂町275
TEL 0749-63-5301

事務局

事業内容：精密プラスチック金型の設計・製作
紹 介 者：小田柿喜暢 宮川草平 所属：北近江支部

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

樹脂成形金型の製造を行っています近畿精工(株)の畑澤孝祐と申します。
緊張しいで人見知りのため、
たどたどしいかもしれませんが、仲良くしていただ
けると嬉しいです。
よろしくお願いします。

社長の学び場

検索

第46回 青年経営者全国交流会 in 沖縄のご案内
テ ー マ：われわれ青年経営者で世界に誇れる日本の未来を創ろう
！
と

き：11月29日
（木）13：30 〜 11月30日（金）12：00（29日分科会・懇親会、30日全体会・記念講演）

と こ ろ：未定
参 加 費：21,000円（宿泊費別）※宿泊・現地までの交通費は各自での手配でお願いします。
参加申込：滋賀同友会事務局へお申込ください
主催／中小企業家同友会全国協議会

設営／沖縄県中小企業家同友会

第６回 人を生かす経営全国交流会 IN 宮崎のご案内
テ ー マ：
「人を生かす経営」の総合実践で、
「地域のインフラ」
を担う

〜めざす姿を描き、育ちあう地域をつくろう〜
と

き：9月13日
（木）13:00 〜 9月14日
（金）12:00

と こ ろ：宮崎観光ホテル
参 加 費：20,000円
参加申込：滋賀同友会事務局へお申込ください
主催／中小企業家同友会全国協議会

設営／宮崎県中小企業家同友会

会費口座振替のお知らせ
○2018年7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。7月5日は会費2018年7
月〜9月分18,000円の振替日ですので、お知らせをいたします。定額
ですので、請求書・領収書の発行はいた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。

