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2017年度新入若手社員研修会
DOYU
ニュース

〜仕事を
「ハイ」
と引受けることが成長の第一歩〜

中小企業の人材確保に注力を！

〜三日月大造滋賀県知事へ政策を提出〜

12月支部・ブロック活動

第10回理事会報告

大津支部 例会
と

き

ところ

理事会だより

12月15日
（金）18:30〜22:50

と

暖灯館 きくのや

ところ

テーマ ビジ活交流望年会

出席者

湖南支部 例会
と

き

ところ

12月19日
（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ 『経営理念を忘れた経営者の失敗！』
〜創業から二人三脚で歩んできた社員のまさかの退職、
そして再スタート〜
報告者 能登 清文 氏 （株）
クオリティライフ 代表取締役

甲賀支部 例会
と

き

ところ

12月14日
（木）18:00〜21:00
やまりゅう

報告者 上野 貴之 氏 （有）
フォース 専務取締役

き

12月20日
（水）18:30〜20:30
八日市商工会議所

北近江支部 例会
き

ところ

北ビワコホテル グラツィエ

テーマ 前出産業株式会社の
「指針経営」
〜実践が会社を強くする〜
前出産業（株）代表取締役

青年部 例会
と

き

ところ

あけましておめでとうございます。2018年度は一年後の創立
40周年を照準に入れ、滋賀同友会は800名を達成し、50周年
を展望する年となります。企業づくりと同友会づくり、共に両輪と
して1年間、宜しくお願いします。
小田柿共育・求人委員長より、4月2日（月）合同入社式、翌3日
（火）新入社員研修会の開催が提案され 、承認されました。
2018年4月入社以外に2016・2017年途中入社若手社員の参
加も可。

③入退会承認の件

④第28回滋賀県経営研究集会 総括の件
総括報告及び決算が報告され、承認されました。剰余金は支部
等分担金の比率に応じて各会計へ返還することが承認されま
した。

⑤第40回県定時総会議案の件

12月11日
（月）18:30〜21:00

報告者 前出 博幸 氏

①代表理事挨拶

現会勢は577名。

テーマ しゃべくり望年例会2017
〜自社の課題持ち込み大歓迎〜

と

蔭山・宮川・井内・青木・廣瀬・川原林・濱本・
中野・川崎・嶋田・青柳・服部・小田柿・田井・
石川・大原・蔭山
（大）
・前川
（アンダーラインはオブザーバー）計18名

入会4名、退会6名の報告があり承認されました。

東近江支部 例会
ところ

同友会事務局

②2018年度新入社員合同入社式 他

テーマ 良い経営者、
良い会社づくりに必要なコトとは
〜目指すべき未来のための日々の取り組み〜

と

1月11日
（木）16:00〜18:00

き

12月20日
（水）19:00〜21:00
トラットリア・デラメーラ

テーマ 今、
青年部がアツイ！
！

大原事務局長より、2017年度重点方針に対する経過、
2018年度スローガン及び重点方針の提案があり、次回理事
会までに意見を提出することを確認し、2018年度予算方針
の提案がありました。1月末に1次案を事務局で集約、2月
理事会で協議することになりました。

⑤第11回理事会
と

き：2月7日
（水）16:00〜18:00

ところ：同友会事務局

会員動向
●黒田紙業（株）
（会員 黒田軒史さん 大津支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-0056 滋賀県大津市木の岡町52番31号 電話：077-572-8117

FAX：077-572-7771

●高野元秀さん
〔
（有）高野製作所 東近江支部所属〕が専務取締役から代表取締役に就任されました。
●梅本顕宏さん
〔
（株）冨士印刷 湖南支部所属〕が取締役から専務取締役に就任されました。

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）

山本

知弘

星野

ひえい司法書士事務所

代表司法書士

〒520-0105 大津市下坂本三丁目29番18号
TEL 077-575-1072
事業内容：司法書士業
紹 介 者：坂本 泰一

今井

代表取締役社長

〒520-3234 湖南市中央3丁目15-3
TEL 0748-64-9029
事業内容：高周波誘導加熱装置、製造、販売
紹 介 者：石川 朋之
所属：甲賀支部

所属：大津（北）支部

地元の企業様とご一緒に勉強させて頂くことで、経営者としての考え方や、
さら
なる自己研鑽を目標として、様々な面で互いに貢献し合える仲間作りと地域貢
献ができる事務所を目指しています。
よろしくお願い致します。

同友会で様々な分野の方々との出会いを大切にし、人として成長してきたいと
思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

美之

（株）
ゴトウ経営

武志

（株）
ＩＨ電子

安田
取締役

英康

（株）安田工務店

〒525-3046 栗東市大橋4-1-5
TEL 077-551-0088

代表取締役

〒529-0112 長浜市宮部町2231
TEL 0749-73-3425

事業内容：経営指導、講演活動
紹 介 者：奥田 在弘
所属：湖南支部

事業内容：建築業
紹 介 者：荒木 順平

所属：北近江支部

湖北地方で、デザイン住宅を手掛けさせてもらっています。家族で始めたお家造り、1棟1棟丁寧
にさせて頂き、スタッフも1名ずつ増えてまいりました。経営理念を作り、最高にいい会社を創りた
くて入会させて頂きました。お客様、スタッフみんなが幸せになれるように、勉強させてもらいます。

兵庫、滋賀ダイハツの再建を手掛けた代表、後藤昌幸と共に、経営指導、講演
活動、企業研修等をしてます。尊敬する多くの経営者様のご紹介もあり入会さ
せて頂きました。未熟者ではございますが、
よろしくお願いします。

滋賀県中小企業家同友会 第40回定時総会のご案内
と

き：4月26日
（木）13：00〜17：45

ところ：コラボしが21会館 3F
内

大会議室 滋賀県大津市打出浜2-1

容：13：00〜 定時総会議事
14：30〜 総会記念例会

セレモニー（40周年キックオフ）・滋賀いち認定企業紹介と認定証贈呈
14：50〜 記念講演とグループ討論
テーマ：
（仮）地域に同友会を伝える活動ができていますか？

〜企業づくりと同友会づくりの視点から〜
講 師：山城 真一 氏 株式会社サンフォート 代表取締役 徳島県中小企業家同友会 代表理事
参加費：無料

山城 真一 氏

2018年度 新入社員合同入社式のご案内
と

き：2018年4月2日
（月）13:30〜16:30（受付開始13:00〜）

ところ：クサツエストピアホテル
会

JR草津駅西口徒歩3分

費：4,500円（記念品・記念写真撮影含む）※付き添いの方は1,000円（資料代他）

2018年度 新入社員研修会のご案内
と

き：2018年４月3日
（火）9:30〜16:30（受付開始09:15〜）

ところ：草津市民交流センター大会議室（フェリエ南草津5F）
会

JR南草津駅直結徒歩3分

費：7,000円（研修費・昼食代込み）※付き添いの方は2,000円（資料・昼食代含む）

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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