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第19回障害者問題全国交流会in広島（福山）に滋賀から21名で参加しました！

DOYU
ニュース

第39期経営指針を創る会 最終講を開催しました

10月支部・ブロック活動

大津支部 例会
と き
ところ

理事会だより

第8回理事会報告

10月24日（火）18:30〜21:00
びわ湖大津館 桃山

テーマ 経営者自己中心主義から

社員が主体的に動く社員中心主義へ

と

ところ
出席者

〜全ては社員との健全な関係づくりから始まる！
組織で取り組むことの凄さ、知ってますか？〜
報告者 木村 一弘 氏

山一産業（株）代表取締役社長

高島ブロック 例会
と き
ところ

10月16日（月）18:30〜21:00
安曇川公民館

テーマ 大判焼き＋陶板浴＋工務店＝健康！？
〜同友会から学んだことを活かす〜

き

11月2日
（木）16:00〜18:00
琵琶湖ホテル
蔭山・宮川・坪田・永井・井内・水野・青木・廣瀬・
川原林・濱本・中野・川崎・嶋田・青柳・服部・田井・
石川・北野・大原・蔭山
（大）
・前川
（アンダーラインはオブザーバー）計21名

①代表理事挨拶
中同協が2019年に50周年を迎えます。今日の議題にもありますが、
同じく19年には滋賀同友会も40周年を迎え、企業づくり・地域づく
り・同友会づくりの新しい出発点となるような事業づくりを進めて
いきたいと思います。皆さんの協力よろしくお願いいたします。

②第19回障害者問題全国交流会in広島参加報告の件

報告者 藤戸 正信 氏 （有）藤戸工務店 代表取締役

田井ユニバーサル委員長より、2019年滋賀大会直前の交流会で

湖南支部 例会

茂一氏（
（株）
ピアライフ 代表取締役）が報告したと紹介されました。

と き
ところ

10月17日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ 同友会と経営指針を創る会で学んだこと
〜労使見解がいきる会社を目指して〜
報告者 玉置 泰弘 氏 タマキ社労士事務所

甲賀支部 例会
と き
ところ

10月30日（月）18:30〜21:00
JAこうか貴生川支所

テーマ 後継者ゆえの悩みにどう向き合っていくか
〜創る会受講で見えてきた未来〜

東近江支部 例会
と き
ところ

10月17日（火）18:30〜21:00
八日市商工会議所

テーマ 食卓革命を起こし、
日本を元気に！
報告者 加藤

均 氏 （有）三英 代表取締役

北近江支部 例会
と き
ところ

10月10日（火）18:00〜20:30
北ビワコホテル グラツィエ

テーマ 「人」
ありき。“ぶれず”にやり抜き30年。

家族のような300人の仲間

〜コーケンは凄い。何が？！社員が凄い。〜
そんな会社をつくりたい。
報告者 村松 久範 氏 コーケン工業（株）代表取締役会長

開催PRを行ってきたこと、第1分科会は滋賀同友会が担当し、永井
滋賀から21名が参加しました。

③入退会承認の件
入会2名、退会1名の報告があり、承認されました。現会勢は578名。

④第40回定時総会開催の件
大原事務局長より、2018年の総会内容の提案があり、4月26日
（木）
、
コラボしが21大会議室にて開催することになりました。
基調講演に、山城 真一氏（
（株）
サンフォート 代表取締役 徳島同友
会代表理事）
をお招きし、企業づくり・同友会づくりをテーマとする
ことが承認されました。
また、支部総会併設の希望の場合は、午前
中に開催することが確認されました。

⑤第9回理事会
と

き：12月1日
（金）15:00〜17:00（終了後望年会）

ところ：草津まちづくりセンター

会員動向
●上田幹人さん
（
（株）
アーム保険設計 大津支部所属）が専務取締役から代表取締役社長に就任しました。

新会員ご紹介

第8回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

向井

明人

（株）中嶋工業

奥村

専務取締役

〒520-2511 蒲生郡竜王町林365番地1
TEL 0748-57-8057
事業内容：建設業
紹 介 者：田中 正志

拓三

（株）エコグリーン 専務取締役

〒520-0242 大津市本堅田5丁目6-21
TEL 077-574-3940
事業内容：清掃、メンテナンス、造園、リフォーム
紹 介 者：永井 茂一
所属：大津支部（北地区）

所属：東近江支部

竜王町で建設業（土木・管工事業）
を営んでおります。様々な分野で活躍される
皆様の知見を広く知ることで、建設業しか知らない自身の視野を広げられると
思い入会致しました。
よろしくお願い申し上げます。

滋賀、京都で仕事をさせて頂いております。例会に参加させて頂き、
こういった
学びの場があることを知り、是非参加させて頂きたく思い、入会させて頂きまし
た。
よろしくお願い致します。

2018年 新春例会のご案内
と

き：2018年1月24日
（水）13:30〜16:45
13：30〜 セレモニー、13：40〜 記念講演、15：10〜 新春パーティー、16：45 閉会

と こ ろ：ホテルニューオウミ
記念講演：鋤柄 修 氏

（株）エステム 取締役名誉会長

中小企業家同友会全国協議会 前会長

テ ー マ：
「同友会運動と不離一体の経営を実践！〜同友会の学びをどのように自社で実践したのか〜」
参 加 費：7,000円 （式典・講演会のみは1,000円）

書 籍 紹 介

人を生かす経営

エネルギーシフトが新しい経済社会をつくる

〜中小企業における労使関係の見解〜

〜中小企業が主役の時代に〜

本書から学ぶべきことは、経営者の経
営姿勢の確立こそ社員との信頼関係
を築く出発点、経営指針の成文化とそ
の全社的実践の重要性、社員をもっと
も信頼できるパートナーと考え、高い
次元の経営をめざし共に育ちあう教
育（共育）的人間関係をうちたてること
（「まえがき」
より）。
頒価

＜目次から＞
＜第1部＞エネルギーシフトとは何か
＜第2部＞エネルギーシフトで企業づくり・仕事づくり
＜第3部＞エネルギーシフトで地域づくり・暮らしづくり
＜第4部＞同友会での実践事例
（岩手同友会・兵庫同友会・石川同友会・大阪同友会・申同協）

＜第5部＞資料集・用語解説
中同協・編集、発行。

500円

B5版/96ページ

頒価

800円

注 文 書
書

籍

名

申込注文数

人を生かす経営 〜中小企業における労使関係の見解〜
エネルギーシフトが新しい経済社会をつくる 〜中小企業が主役の時代に〜
貴社名

氏名

申込注文数をご記入の上、FAXにてお申込み下さい。 滋賀県中小企業家同友会 事務局

FAX：077-561-5334

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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