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大津市におの浜1丁目1-20 TEL:077-527-3315 

１ドル５０円時代における 

中小企業の生き残り策 
～中小企業連携の時代～ 

講 師 

《講演概要》 

 大津支部3月公開例会の講師は、同志社大学 大学院・浜矩子教授です。同教授は、「21世紀型グローバル恐

慌」という初めての指摘を行い、著書がベストセラーとなるなど鋭い分析力や豊かな発想で高い評価をうけてお

られ、「１ドル５０円時代も来る」「為替介入しても円高は止まらない」これを警告し続けている経済学者で

す。 

 これからの日本経済を救うのは地域の中小企業の連携であり、自分だけ良かったら良いというような考えでは

いけない、と今回の講義を通じて、世界と日本の現状や今後の経済動向について学びます。厳しい経済環境が続

く中で、各企業の経営方針や経営戦略、そして地域のあり方について考える場として共に学んでいければと思い

ます。                                   （大津支部長：青木孝守） 

 
 

《講師紹介》 
 

一橋大学経済学部卒業後、1975年三菱総合研究所入社。同研究所ロンドン駐在員

事務所所長、同研究所主席研究員を経て、2002年から同志社大学大学院ビジネス

研究科教授。「「通貨」を知れば世界が読める」（11年PHPビジネス）、「ソブ

リンリスクの正体」（11年フォレスト2545）、「EUメルトダウン欧州発 世界が

なくなる日」（11年朝日新聞出版）など、著書多数 
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後援：大津市、大津商工会議所、大津北商工会、瀬田商工会 ※順不同 敬称略 

滋賀県中小企業家同友会 2012年大津支部 公開例会のご案内 

中小企業経営者の方、中小企業ではたらく方、 

どなたでもご参加いただけます！定員となり次第、

締め切りますので、あらかじめご了承下さい。 



中小企業家同友会とは 
同友会には３つの目的があり、簡単にいうと・・・ 

良い会社をつくろう 

良い経営者になろう 

良い経営環境をつくろう 
これらを目指し、 

自主・民主・連帯の精神で行っております。 

３つの目的を目指して日々活動して

いる経営者の団体です。 

全国４７都道府県・４万２千社が加

盟しています。 

現在、滋賀で約６００社の方が会員で

す。 

私たちはその支部の中の一つ、大津支部の会員です。 
もちろん、政治・宗教的な偏りは全くありません。 

各支部におきまして月に１回の勉強会（例会）を行い、異業種の経営者同

士が集まってお互いに切磋琢磨しています。 

初めて参加される方も、様々な職種の人たちとのお話の中に、何かヒント

が見えるかもしれません。私達と共に学び合いましょう。 

経営者のみな

さん！ 

私達と一緒に

楽しく学びま

しょう！ 

-ひとりひとりが主人公- 

厳しい経営環境でも発展し続ける会員の顔と企業が見える支部を目指します。 

●私たちは同友会 大津支部会員です。ご一緒に勉強しましょう。会員（社数）は2012年1月23日現在 五十音順187社 

2012年 大津支部公開例会 日時：3月23日(金)受付18:00～ 開始：18:30～ 会場：ピアザ淡海 

 

□参加します   □欠席します  

 

参加お申し込みは→同友会事務局 

FAX:077-561-5334 TEL:077-561-5333 

E-mail info@shiga.doyu.jp 

会社名：                . 

参加者氏名：                         . 

住所：                               . 

TEL:                                 . 

FAX：                                . 

E-mail                               . 

アガタ電子(株) (株)雄琴荘 (有)三共自動車 (株)テレポ－ト (株）福 月 

（株）アクアプロデュース (有)オフィスイマニシ(花利) 三興機械（株） (株)テレミック 藤木商店(株) 

(株)あぐり進学 (有)オフィス勇貴 (株)GCC.滋賀 (株)天平 土地家屋調査士法人 富士合同事務所 

(株)アドバン オリーブ社会保険労務士事務所 Geo-Design一級建築士事務所(株) （株）土井工務店 (有)藤戸工務店 

アトリエ アールヌーボー ガーデンフィールズ(株) （株）ＳＩＯＮ (有)とも栄菓舗 (有)ブルーベリーフィールズ紀伊國屋 

安心コンサル(有) (株)角田設備 公益社団法人 滋賀県環境保全協会 社会福祉法人 虹の会 ドリーム・あんです （有）蓬藍館 

飯野会計事務所 菓子工房 道草 社会福祉法人 滋賀県社会福祉事業団 （株）内藤設計 （株）本家つる喜 

(株)泉工務店 (有)克己建設 
特定非営利活動法人 しが障害者就労

支援センター 
(株)中江造園 （有）マキノ製作所 

(有)市川工務店 カネダ塗装店 滋賀第一法律事務所 (株)ナカテック （株）まごごろ 

(株)伊藤源 （株）カワカツ 滋賀労働事務相談所 中村石材（株） 松井建設(株) 

(有)イナダガーデン (株)川下造園 七黒組 （株)ナノリンクス (株)松尾自動車部品 

(有)乾工作所 （株）川原林工務店 司法書士服部直幸事務所 西谷経営技術研究所 （株）まつ建設 

井上瓦工事店 学校法人 関西福祉学園 （株)清水電機 (有)西常商店 (有）豆藤 

(有)今津マツダ (株)カントリー自動車 社会就労センター こだま (株)西堀 マルキ印刷(株) 

医療法人 滋賀勤労者保健会 (株) きくのや 社会保険労務士浅井貴博事務所 (株)日本ビーコム (有)ミキ 

（株）インフィアホールディングス 岸本特許事務所 ジャパン・エンカレッジ・コミュニケーション 法面プロテクト(株) みむろ社会保険労務士事務所 

(株)植杢 キステム(株) (株)秀 月 (株)ハートフル ワニ電化 宮川印刷(株) 

エーアンドシー(有) (株)北井工務店 (有)真心堂クリ－ニング店 畠山フォルムデザイン設計事務所 (有)みやこ惣房 

エール(株) 総本家 喜多品老舗 スマイル保険事務所 服部社労士事務所 (株)村田自動車工業所 

(株)江口測量設計事務所 税理士法人 北浜・神原会計 （株）西洋軒 （株）浜崎総合鑑定地所 明治亭(株) 

(有)エスディ代務サービス （株）キャスティングオカモト 税理士横井昭次事務所 (株)パンテック 矢島木材(株) 

(有)エスワンコーポレーション (有)クエストセブン ぜぜ社労士事務所 (有)馬場鉄工所 山川労務管理センター 

（株）エフエム滋賀 楠本特許事務所 せせらぎ法律事務所 (株)ピアライフ (有)山口一心堂 

(有)エムアールアイ 黒田紙業(株) ｓｅｐａ京都 (株)ＢＳＣウォータースポーツセンター (有)山村組 

（株）ＭＩＣ 桑野造船（株） セブンイレブン大津大野店 (株)比叡ゆば本舗 ゆば八 山本石油(株) 

(株)エルアイシー 特定非営利活動法人 元気な仲間 大吉商店(株) ひしかり公認会計士事務所 (有)ユーハム１６ 

近江化成工業（株） 江州計器工業(株) 大進管工(有) （有)桧住建 有倫商事（株） 

大居会計事務所 合同司法書士事務所 あわうみ (株)大生産業 ひらの事務所 吉田酒造(有) 

（株）大石コーポレーション (有)神山建設 (有)大藤 (株)ビルケン (有)ライフビレッジやすらぎの郷 

(株)大木工藝 (株)高陽建設 ダイムロックサービス (株)ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄﾜｲｽﾞ 洛東化成工業(株) 

(株)大津グリル (株)小寺製作所 (株)大門 (有)ビルド・アップ 楽農舎なごみの里観光農園 

(株)大津建材センター 湖南精工（株） 髙木農園 ヒロタ化成(有) リエート 

大津コンピュ－タ(株) (有)小林製材 有限会社宝牧場 (株)美輪湖 (株)リニアティ 

社会福祉法人 大津におの浜障害者福祉協会 小林製茶(有) （株）ＴＡＦ広房 琵琶湖汽船(株) リ・プロダクツ(株) 

おおつ障害者働き・暮らし応援センター (有)コムブレイン （株）辻井造園 びわ湖紅葉（株） （株）ロイヤルオークリゾート  

社会福祉法人おおつ福祉会 (株)坂田工務店 つじくら司法書士事務所 びわこ登記開発事務所 

 オーパルオプテックス(株) (株)澤村 ＴＭＴマシナリー（株） 社会福祉法人 美輪湖の家 瑞穂 

（株）奥清商店 (有)サンエイ電設 (株)テルマック びわ湖放送(株) 


