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社長と話せる京都・滋賀しごとNavi合同企業説明会が開催されました。
DOYU
ニュース

第39期経営指針を創る会 第1講
「労使見解の精神に基づく経営理念の確立」が開催されました。
採用力アップをめざして経験交流 〜第2回共同求人活動全体会〜

5月支部・ブロック・部会活動

大津支部・高島ブロック 第38回定時総会・記念講演会
と き
ところ

5月24日（水）17:00〜21:30
琵琶湖大津館 桃山

テーマ 同友会へ入って良かったこと
〜同友会を通し学んだ会社創りと仲間創り〜
報告者 濱本 博樹 氏
（有）浜本新聞舗 代表取締役

大津支部2017年度支部長

湖南支部 第37回定時総会・記念例会
と き
ところ

5月23日（火）18:00〜20:30
クサツエストピアホテル

湖南支部2017年度支部長

甲賀支部 第4回定時総会・記念例会
と き
ところ

と き
ところ

5月26日（金）17:00〜21:00
やまりゅう

5月19日
（金）18:30〜22:30
クサツエストピアホテル

テーマ

営業しなくてもお客様が増える驚きの営業手法

報告者

志村 保秀 氏 （株）ジェイジェイエフ 代表取締役

〜圧倒的なリピート率で顧客需要を引き出し続ける感動の仕組みを伝授〜

理事会だより

第3回理事会報告
と

テーマ 空手家社長の実践道場
〜人生で大切なことは全て空手から学んだ〜
報告者 中野 光一 氏
（株）
びわ湖タイル 代表取締役

青年部 第16回定時総会・記念例会

き

6月5日
（月）16:00〜18:00

ところ

同友会事務局

出席者

蔭山･坂田･宮川･永井･井内･水野･青木･廣瀬･川原林･
濱本･中野･田中･嶋田･青柳･服部･小田柿･田井･石川･
北野･大原･前川（アンダーラインはオブザーバー）
計21名

①蔭山代表理事挨拶
久しぶりに経営体験報告の機会をいただき、改めて40年を振り返
りました。滋賀同友会もあと2年で40周年になります。
自社を振り返

テーマ 企業経営、
経営者に必要な事とは
〜同友会での学びをどう経営に活かすか〜

ってよくわかりましたが、滋賀同友会も40年を振り返り次の10年を

報告者 蔭山 孝夫 氏
滋賀建機（株）会長

お願いいたします。
滋賀県中小企業家同友会代表理事

東近江支部 5月例会
と き
ところ

5月23日（火）18:30〜21:00
G-NETしが

テーマ 海外ビジネス はじめの一歩
〜とりあえず見てみよう！やってみよう！〜
報告者 前出 博幸 氏

前出産業（株）代表取締役

北近江支部 第14回総会・記念例会
と き
ところ

5月11日（木）17:00〜20:30
北ビワコホテルグラツィエ

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〜
報告者 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

見据える時期でもあります。本日の議案にもありますので、
よろしく

②入退会承認の件
入会5名、退会4名、新聞読者1名の報告があり、承認されました。
現会勢は591名。

③第28回滋賀県経営研究集会開催の件
北野実行委員長より、11月15日
（水）13時開会。会場はクサツエス
トピアホテルに決定した事が報告されました。

④滋賀同友会設立40周年記念行事の件
宮川副代表理事より、2019年1月17日に40周年を迎えるにあたり、
内部的な一回限りのイベント行事でなく、地域の中小企業の課題
解決に資する“何かを残す”具体的な運動実践とするための行事提
案が行われました。同友会運動の意義・重要性を会員が確認し、当
面の組織課題800名会員達成、県内企業へのPR活動の目標設定
が確認、承認されました。

⑤「2019障全交in滋賀 開催に向けた第3回プレ学習会」開催の件
田井ユニバーサル委員長より8月4日15時30分開催の学習会の提
案があり、承認されました。

⑥第4回理事会
とき：7月4日
（火）16:00〜18:00

ところ：同友会事務局

会員動向
●（株）
プリムスクリエイティブ（会員 柴田 誠一さん 北近江支部所属）が住所変更しました。
新住所：〒529-0425 長浜市木之本町木之本935-1 2F 電話・FAX：0749-53-3516
●グラッソ
（株）
（会員 小西 宏忠さん 東近江支部所属）が住所変更しました。
新住所：〒523-0891 近江八幡市鷹飼町560-1 1Ｆ

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）

本

圭輔

関

大近電工（株） 取締役社長

〒526-0061 長浜市祇園町43番地
TEL 0749-64-1646

3月より当社の社長を仰せつかり、何をしていいのかも分からず、悪戦苦闘の毎
日でした。同友会に参加させて頂きまして、諸先輩方から経営者としてのご指導
を頂く機会を得られたことに感謝し、
自身の成長に繋げられたらと思います。

事業内容：建設・不動産
紹 介 者：北野裕子
所属：湖南支部
不動産、新築、
リフォームなどをしております。
よろしくお願い致します。

宏紀

川口

やまりゅう

（有）花匠

〒520-3254 湖南市岩根中央2-20
TEL 0748-72-0137

正
代表取締役

〒527-0093 東近江市糠塚町865-2
TEL 0748-22-2325

事業内容：飲食業（日本料理、仕出し）
紹 介 者：竹若茂國
所属：甲賀支部
湖南市岩根の『やまりゅう』
という料理屋の三代目です。現在は、調理師として業
務に携わっております。経営に関してまだまだ未熟ですので、店の後継者として、
諸先輩方から学ばせて頂きたいと考えておりますので、
よろしくお願いします。

木村

代表取締役

〒520-2423 野洲市西河原一丁目2227番地
TEL 077-589-4627

事業内容：電気設備工事
紹 介 者：水野 透
所属：北近江支部

竹若

孝治

（株）匠工房

俊勝

事業内容：施設園芸（こちょうらん栽培）
紹 介 者：大橋慶之
所属：東近江支部
自然豊かな東近江市で、贈る方の気持ちを大切に綺麗な胡蝶蘭をお客様に届
けたい、
という思いで胡蝶蘭を栽培しております。
同友会を通じ色々学びたいと思いますのでよろ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？

木村俊勝社会保険労務士事務所

代表

〒523-0021 近江八幡市長福寺町48-3
TEL 090-9097-2067

事業内容：社会保険労務士業
紹 介 者：嶋田裕士
所属：東近江支部
湖東地域を中心に、社会保険労務士として、企業の人事労務管理の改革を支
援しております。皆様と共に学ばせて頂きたく入会させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

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

●ホームページからもお申込み出来ます

滋賀同友会

入会

検索

第45回 青年経営者全国交流会 in 茨城
スローガン：語れ夢！ぶつけよ思い！弘めよ我らの志！〜挑戦こそが未来を創る〜
と

き：2017年9月14日
（木）13：00 〜9月15日（金）12：00

ところ：水戸プラザホテル

茨城県水戸市千波町2078-1

記念講演（9月15日）

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作ろう
！
講

師：永田 由紀夫 氏

金砂郷食品（株） 代表取締役

分科会（9月14日） 分科会は15分科会を開催
参 加 費：22,000円（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：8月30日
（水） 8月31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。

会費口座振替のお知らせ
○2017年7月5日
（水）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2017年7
月〜9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。

