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大津支部 例会
と　き　9月28日（月）18:30～21:00
ところ　びわこ大津館 桃山
テーマ　若者たちが奮闘！滋賀県産の無化学農薬・無化学肥料の
　　　　農産物で、安心安全な離乳食を開発販売
　　　　～安全な野菜作りに励む農家と、安心を求める母親をつなぐ
　　　　　「三方よし」な事業とは～
報告者　武村 幸奈 氏　（株）はたけのみかた　代表取締役

高島ブロック 例会
と　き　9月16日（水）18:30～21:00
ところ　安曇川公民館
テーマ　絆を深める指針経営　社員と共に育つ喜びとは！
　　　　～ロードトレインの制作はみんなのチャレンジ～
報告者　川崎　睦 氏　
　　　　びわ製作所 代表者　滋賀同友会北近江支部運営委員

湖南支部 例会
と　き　9月15日（火）18:15～20:30
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　おっちゃんは君らの未来をあきらめへん
　　　　～「適職探索」同友会だからできる就労支援～
報告者　前川　順 氏　ジュンブライダル　代表取締役

甲賀支部 例会
と　き　9月25日（金）18:30～20:45
ところ　水口センチュリーホテル
テーマ　“我が社の歩み”と“経営戦略”
　　　　～同友会での“学び”と、その“実践”～
報告者　永井 茂一 氏　
　　　　（株）ピアライフ代表取締役　滋賀同友会 副代表理事

東近江支部 例会
と　き　9月24日（木）18:30～21:00
ところ　ホテル ニューオウミ
テーマ　三位一体で全国制覇をめざす！
　　　　～個の輝きは、チームの輝き～
報告者　小松崎 雄志 氏　竜王ジャガース 監督

北近江支部 例会
と　き　9月25日（金）18:30～21:15
ところ　北ビワコホテルグラツィエ
テーマ　未来は自分たちでつくる！
　　　　～町工場のチャレンジ「経営指針を創る会」のススメ～
報告者　小林　清 氏　近江化成工業（株）　代表取締役

第7回理事会報告
と　き　10月1日（木） 16：00～17：30
ところ　琵琶湖ホテル
出席者　蔭山・坂田・宮川・永井・坪田・井内・廣瀬・川原林・
　村田・川崎・蔭山（大）・高橋・田井・服部・上田（小田柿代理）
　蔭山啓・安井・大原・前川　計19名　※アンダーラインはオブザーバー

9月支部・ブロック活動

理事会だより

①e.doyuリニューアルの件
9月27日のe.doyuリニューアルに伴い、一部不具合の報告、旧
e.doyuとの変更点、行事登録や大まかな変更点について説明が
ありました。以降、使い勝手や不具合に対する連絡先の紹介があ
りました。

②組織指標の件　
昨年に比べ、例会参加率は上昇しており、各支部の例会への取り
組みが生きていますが、研究グループ会などの小集団活動が少
なくなっており、全体の参加率が低下傾向にあります。

③入退会承認の件
入会7名、退会2名、新聞会員への申し込み1名が報告され承認さ
れました。滋賀会勢は606。

④第26回滋賀県経営研究集会開催の件
井内実行委員長より、参加動員状況の報告がありました。各支部
目標、高島B6名、大津支部34名、湖南支部65名、甲賀支部20名、
東近江支部32名、北近江支部18名の確認があり、10月9日を再
集計日とし、各支部で訪問や電話で呼びかけすることを確認しま
した。定員が196名となっており、早めの登録をお願いすると同
時に、定員に達し次第締め切ることになりました。また、ご来賓の
対応について、11月初頭に再度ご連絡し、確認をとることになり
ました。
⑤第８回理事会
と　き：11月５日（木）  16:00～18:00
ところ：同友会事務局

第37期経営指針を創る会 オリエンテーション開催しました。
第43回青年経営者全国交流会in山梨が開催され、滋賀から11名が参加しました。
第26回中同協役員研修会が開催され、滋賀から11名が参加しました。
立命館大学および経済学部との協力協定を締結しました！
龍谷大学梅田キャンパスを会場に合同企業説明会を開催しました。
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新会員ご紹介 第7回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

異業種の経営者の方から、様々な考え方を学ぶことが大切だと思い入会しま
した。宜しくお願いをいたします。

有田　之彦
(有)中技術学　代表取締役
〒522-0201  彦根市高宮町3139-1
TEL 0749-27-0960
事業内容：土木、水道施設
紹 介 者：滋賀中央信用金庫　　所属：北近江支部

地域の事や経営の事を考え、皆さんと進んでいきたいと思います。
宜しくお願いします。

谷川　裕一
（株）谷川精密　代表取締役
〒527-0127  東近江市南清水町87番地
TEL 0749-45-0192
事業内容：セラミックス製品加工
紹 介 者：滋賀中央信用金庫　所属：東近江（その他）

地元の経営者の方々との交流を通じ、経営について新たな気づき得てお客様
に貢献できる税理士として成長したいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

川村　啓輔
OMI税理士法人　代表社員
〒520-0051  大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
TEL 077-521-4150
事業内容：公認会計士、税理士
紹 介 者：内野　学　　所属：大津（西）支部

コメを直接消費者へ販売している農家です。経営者の考えを吸収し、より良い
会社づくりを目指したいと思います。

吉田　道明
吉田農園　代表
〒529-0111  長浜市三川町883
TEL 0749-73-2746
事業内容：米、生産、販売
紹 介 者：遠藤　健　　所属：北近江支部

彦根で縫製業（サイクルジャージ）を営んでいます。例会へお試し参加して、会
社には経営指針が必要だと学びました。勉強させていただきたいと思います。

磯嶋　裕之
（株）ファイバー　代表取締役
〒522-0041  彦根市平田町776-1
TEL 0749-24-6107
事業内容：縫製業
紹 介 者：滋賀中央信用金庫　平田支店　　
所属：北近江支部 地域の経営者の皆さんとの交流によって、自分の経営のヒントを掴み取ってい

きたいと思っていますので、どうかよろしくお願いいたします。

坂口　航一郎
坂口・田村合同事務所　代表
〒520-0044  大津市京町一丁目1番47号 メゾン京町102号
TEL 077-511-3098
事業内容：司法書士業、行政書士業
紹 介 者：川村啓輔　　所属：大津（西）支部

元気な社長様方と一緒に勉強させて頂きたくて入会させて頂きました。中小企
業診断士をやっております、今後ともよろしくお願い致します。

河原　進吾
びわこ総合サポートセンター協同組合　顧問
〒525-0051  草津市木川町951-59
TEL 077-535-6721
事業内容：経営支援事業、技能実習生受入事業
紹 介 者：大原　学　　所属：湖南（草津）支部

●（株）コスモ電設（代表取締役　岩見裕二氏　大津支部所属）が住所を変更されました。
　新住所：〒520-0241　大津市今堅田二丁目36番20号

会員動向

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

　

2015年全国共同求人交流会in沖縄のご案内

と　き：2015年11月26日(木)13:00開会～11月27日(金)12:30閉会
ところ：ホテル日航那覇グランドキャッスル　沖縄県那覇市首里山川町1-132-1

基調講演講師：太田 政男 氏
　
講演テーマ：若者の中の世界、世界の中の若者  ～無限の可能性を導くために～
分 科 会：第1分科会　採用と共育で、信頼し合える社員を！  ～採用から共育へ、同友会の目指す人を生かす経営の実践報告～ 佐々木  喜興 氏
　　　　　第2分科会　経営者の責任  ～自分を律する・経営の中心に社員の幸せを置く～ 真栄田  一郎 氏
　　　　　第3分科会　社員満足度=成長実感  ～働く社員の姿こそが若者を惹きつける！～ 田 代　和 弘 氏
　　　　　第4分科会　今帰仁村｢あいあいフォーム｣奮闘記  ～農業の6次産業化と食育・モノづくりを通して地域の活性化に貢献する～ 伊 志 嶺　勲 氏
　　　　　第5分科会　人から出発する企業を目指して  ～「三位一体活動」の実践で我が社はこう変わった！～ 佐 藤　総 一 氏
　　　　　第6分科会　全員が主役の感動創造企業をめざして 川 畑　保 夫 氏
参 加 費：15,000円（宿泊費別）   　参加申込：ご所属の同友会事務局へお申込みください　　申込締切：11月12日（木）
※11月13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。※宿泊先のご予約は各自でお願いいたします。

メインテーマ：若者が育つ魅力ある企業と地域づくり  ～「人を生かす経営」の源流をたどる～

hiroshi
リンgreen

http://www.shiga.doyu.jp/cgi-bin/info_reikai/webdir/361.html

