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大津支部例会
と　き　3月26日（木）18:30～21:00
ところ　びわ湖大津館
テーマ　本業を通じて地域を元気にする経営！
　　　　～地域資源を掘り起こし、お客様と共に創り上げること～
報告者　坂田  徳一 氏　（株）坂田工務店  代表取締役

第13回理事会報告
と　き　4月3日（金） 17：30～20：00
ところ　同友会事務局
出席者　坂田・永井・宮川・坪田・廣瀬・村田・井内・北野・
　　　　田井・服部・蔭山啓・川崎・杉田・蔭山大・高橋・
　　　　小島・小田柿・大原　計18名

高島ブロック例会
と　き　3月12日（木）18:30～21:00
ところ　安曇川公民館
テーマ　お客様の感動と笑顔の実現へ、ただいま奮闘中！
　　　　～わが社の経営課題を報告します～
報告者　川原林  弘康 氏　（株）川原林工務店  代表取締役

湖南支部 BIG例会
と　き　3月17日（火）18:15～20:30
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　後継者・後継社長が未来を築くための必須条件
　　　　～後継者の軍師が語る事業承継・経営成功へ～
報告者　大島  康義 氏　（株）後継者BC研究所  代表取締役

甲賀支部例会
と　き　3月24日（火）18:30～21:00
ところ　サントピア水口
テーマ　農業を守るメーカーで有り続けるために 
　　　　～日本にこだわり、世界を展望する企業へ～
報告者　中野  裕介 氏　（株）ジョーニシ  社長室室長

東近江支部例会
と　き　3月18日（水）18:30～21:00
ところ　八日市商工会議所
テーマ　人と人とを繋げる夢と希望の地域医療
　　　　～おもてなし日本一を目指す、ある小さな薬局の情熱と挑戦～
報告者　西村  雄一 氏　（株）レークケア  代表取締役

北近江支部例会
と　き　3月25日（水）18:30～21:00
ところ　北ビワコホテルグラツィエ
テーマ　経営理念が浸透すれば人が変わる・会社が変わる!!
報告者　中川  浩邦 氏　（有）大郷屋  代表取締役

青年部例会
と　き　3月24日（火）18:30～21:00
ところ　フェリエ南草津 市民交流プラザ
テーマ　同友会で学んだ事、学ぶべき事
報告者　安井  栄作 氏　大安工業（株） 専務取締役

理事会だより

会員動向

①蔭山代表挨拶
昨日入社式が行われ、前年よりも新入社員が少なかったのは残念で
すが、TV、新聞など大きく取り上げていただき、新入社員も喜んでい
たと思います。また、2015年度を前年期首より14名ものプラス、613
名の会勢で迎えることが出来ました。同友会は良い会社づくりを目指
して会員同士が学びあう会です。例会や研究グループ会などへ経営
を学びたい方をどんどん誘い、すべての支部、委員会、部会の活動を
通じて地域に良い会社が増えるよう、2015年度の活動を推進してま
いりましょう。

②入退会承認の件
入会16名、退会14名（内新聞読者からの退会3名）の報告があり承
認されました。

③後援名義使用の件
「千の音色でつなぐ絆　ヴァイオリンコンサートin彦根」、「ソーシャ
ルファームジャパンサミットinびわこ」の名義使用の提案があり、承認
されました。

④第37回総会の件
24日提案の議案に関して一部修正の上、承認されました。2014年度
収支予測と2015年度予算案が報告され承認しました。長期的に財
務を安定させる手立てが必要である等、財務の課題が提起され、継
続的に協議することになりました。

⑤組織建設の件
2015年度の各支部会勢目標が確認され、高島：36名、大津：136名、
湖南：188名、甲賀：60名、東近江：140名、北近江：100名、目標合計
660名を確認しました。

⑥第2回理事会
と　き：５月８日（金）16:00～17:45 
ところ：クサツエストピアホテル

中堅社員フォローアップ研修＆懇親会2015を開催しました。

第36期経営指針を創る会 第3講「外部、内部環境の分析」を開催しました。

第45回中小企業問題全国研究集会（神奈川）に滋賀から15名が参加しました！
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3月支部・ブロック活動

○滋賀職業能力開発短期大学校（東近江支部所属）が会員登録を
　山田好洋氏（能力開発部長）へ変更しました。
○酒田裕次氏（大津支部所属）が移動のため登録事業所を変更しました。
　企業名：障害者福祉サービス事業所　おおぎの里　
　所在地：〒520-0248  大津市仰木の里東4-1-2
　電話：077-572-3366　FAX：077-572-3367
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新会員ご紹介 第13回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

新産業創造委員会〔（協）ＨＩＰ滋賀〕海外ビジネス研究会では、以下の通り第４回視察研修会を開催します。
関空発で北京からシベリア鉄道にてウランバートルへ向かいます。メンバー手作りの企画ですので、自己責任を原則に行動します。
◇日程：平成27年8月24日（月）～8月30日（日）（6泊7日）　　◇視察先：モンゴル国ウランバートル　　◇募集人員：15人
◇視察費用：230,000円  お申込後随時請求。　◇参加希望の方は4月30日（木）までに、同友会事務局（担当：廣瀬）までお申込みください。

海外ビジネス研究会「第４回視察研修会」のご案内

近江茶の主産地・甲賀市土山町出身の前田真吾と申します。
お茶の魅力を多くの人に伝える事が使命です。宜しくお願い致します。
日々是、一期一会。

前田　真吾
事業内容：お茶の生産､販売
紹 介 者：大日陽一郎　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒528-0232  甲賀市土山町前野557　
　　　　　TEL 0748-67-1033

TRANSIT  TRADITIONAL　代表

同友会でのさまざまな業種の方々との出会いを大切に、経営について
共に学びお客様に喜んで頂ける存在になりたいと考えています。
宜しくお願い致します。

岡田　研二
事業内容：レーザー加工、精密、プレス加工、精密板金、製缶、溶接
紹 介 者：大橋慶之・山本直彦・山田竜一　 　　所　属：東近江支部
所 在 地：〒527-0232  東近江市青野町4520　
　　　　　TEL 0748-27-8177

㈱木村製作所　専務取締役

このご縁を大切にして、しっかり勉強し、それを活かしてゆきます。
宜しくお願いをいたします。

虎山　勧
事業内容：各種工作機械・工具環境改善機器の販売及びサービス
紹 介 者：遠藤　健　 　　所　属：北近江支部
所 在 地：〒526-0021  長浜市八幡中山町1202-5　
　　　　　TEL 0749-63-6611

㈱山久　取締役営業本部長

この度、中小企業家同友会に入会させてもらいました(有)富綜の西本でございます。中小
企業同友会では多くのことを学び経営者としての資質の向上に努めたいと思っておりま
す。また、多くの方との交流も楽しみにしておりますので宜しくお願い致します。

西本　篤志
事業内容：警備業、主に交通誘導警備及び施設警備業務
紹 介 者：蔭山大輔　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒524-0035  守山市阿村町207番地　
　　　　　TEL 077-583-7326

㈲富綜　代表取締役

各分野の経営者の方々からいろんな事を学ばせていただき、会社は
勿論、自分自身も成長していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

赤井　健史
事業内容：自動車整備、販売
紹 介 者：水野元也　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒520-3041  栗東市出庭946番地　
　　　　　TEL 077-553-9133

㈱湖南オートセンター　代表取締役

株式会社ローカライズ、代表の河村です！「後継者がある日突然、創業
者に！」といったテーマで、いつか例会で報告する日がくることを楽しみ
に入会！右も左も分からない新人ですので皆さん仲良くして下さい。

河村　剛
事業内容：自動車流通業、海外貿易
紹 介 者：村田健二　 　　所　属：大津（北地区）支部
所 在 地：〒520-0105  大津市下阪本三丁目6-11
　　　　　TEL 090-9711-0125

㈱ローカライズ　代表取締役

経営にとって大事なこと、忘れてはならないことを皆様と一緒に学ばせ
ていただければ幸いです。よろしくお願いします。

千田　真也
事業内容：社労士事務所
紹 介 者：玉置泰弘　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒525-0032  草津市大路1-19-12　
　　　　　TEL 077-569-5747

千田社会保険労務士事務所　代表

同友会を通じて経営者の資質を磨いて参りたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

三尾　直文
事業内容：広告代理店業、フリーマガジン「おでかけmoa」発行
紹 介 者：井内良三・永田咲雄　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒525-0032  草津市大路1-1-1  エルティ932  4Ｆ　
　　　　　TEL 077-507-2157

㈱ｓ．ｃｒｅａｔｅ　代表取締役

同友会での活動を積極的に取り組んでいきたいと考えております。
今後ともよろしくお願い致します。

西村　猛
事業内容：会計監査、コンサルティング
紹 介 者：大日陽一郎　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒520-0051  大津市梅林一丁目3-10  滋賀ビル3階
　　　　　TEL 077-522-2161

業界だけでなく地域や異業種の方からいろいろ学んでいきたいと思
います。よろしくお願いいたします。

坪井　裕希
事業内容：豚骨ラーメン屋
紹 介 者：永田咲雄　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒525-0012  草津市穴村町250-6　
　　　　　TEL 077-532-3476

九州雄　代表

同友会という場を通じて、皆様と共に学ばせて頂きたいと思っておりま
す。よろしくお願い申し上げます。

玉水　崇直
事業内容：燃料商（プロパンガス、白灯油の取り扱い、販売）
紹 介 者：山本直彦・大橋慶之　 　　所　属：東近江支部
所 在 地：〒527-0076  東近江市野口町1-38　
　　　　　TEL 0748-22-1944

㈱玉水燃料店　代表取締役

平成12年から休会しておりましたが再度お誘いをいただき復帰させ
て頂きました。初心に戻り経営者の資質の向上に努めたいと思います。
よろしくご指導下さいませ。

前川　和士
事業内容：同窓会幹事代行・叙勲褒賞祝賀会
紹 介 者：北野裕子　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒525-0059  草津市野路1-8-11　
　　　　　TEL 077-569-5253

幹事代行  ドットコム㈱　執行役員  社長

地域に根付いた経営、社会貢献できるお店にないたいと思います。
皆様と一緒に勉強し、吸収させていただき、心を鍛えさせていただきた
いと思います。

高山　陽子
事業内容：リクラゼーション、エステ、小売
紹 介 者：澤田友宏　 　　所　属：北近江支部
所 在 地：〒526-0203  長浜市野瀬町828  健康パークバーデあざい内2階　
　　　　　TEL 090-2106-5492

Sun  SAn　代表者

大型店の進出や、ネット販売等、経営環境は大変厳しいです。
同友会での人の繋がりを大切し、大いに学びたいと思います。
今後共宜しくお願いいたします。

中山　博識
事業内容：スポーツ用品小売
紹 介 者：上田　 　　所　属：湖南支部
所 在 地：〒520-0863  大津市千町1丁目25番25号
　　　　　TEL 077-534-2525

㈱中山スポーツ　代表取締役

有限責任監査法人  トーマツ　滋賀連絡事務所長パートナー

甲賀市で建設業を営んでおります。諸先輩方から学び経営に活かして
いきたいです。

吉田　耕延
事業内容：解体工事、土木工事、アスベスト除去工事、産業廃棄物処分
紹 介 者：上西信昭・蔭山孝夫　 　　所　属：甲賀支部
所 在 地：〒520-3324  甲賀市甲南町森尻443番地1　
　　　　　TEL 0748-86-0707

谷口興業（株）　専務

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、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


