
大津支部 例会
と　き　3月23日（水）18:15～20:50
ところ　ピアザ淡海
テーマ　社員の個性を生かし、いきいきと働ける
　　　　企業になるために
　　　　～発達障害を切り口として～
報告者　芝原 茂樹 氏　（株）近江物産  代表取締役会長
　　　　巽　 亮太 氏　滋賀県発達障害者支援センター  相談支援員
併　催　発達障害者職場サポーター養成研修（滋賀県委託事業）

高島ブロック 例会
と　き　3月17日（木）18:30～21:00
ところ　安曇川公民館
テーマ　高いモチベーションを維持するには！
報告者　七黒幸太郎 氏　（株）七黒  代表取締役
　　　　兼田　康隆 氏　（株）兼田漬物  専務取締役

湖南支部・甲賀支部合同BIG例会
と　き　3月15日（火）18:15～20:15
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　『コミュニティデザイン』
　　　　～人と人がつながる仕組みをデザインする～
報告者　山崎　亮 氏　studio-L  代表　コミュニティデザイナー

東近江支部 例会
と　き　3月23日（水）18:30～21:00
ところ　八日市商工会議所
テーマ　後継者が会社を継ぐために必要な3つのこと
　　　　～創る会の受講での大きな気づき～
報告者　宮川 草平 氏　宮川バネ工業（株）  代表取締役社長

北近江支部 例会
と　き　3月28日（月）18:30～21:00
ところ　北ビワコホテルグラツィエ
テーマ　あなたは誰を見て経営していますか？
　　　　～様々な苦難を乗越えて得た変化～
報告者　荒木 順平 氏　（株）エース産業機器  所長

第13回理事会報告
と　き　4月5日（火） 16：00～18：00
ところ　同友会事務局
出席者　蔭山・坂田・宮川・坪田・井内・廣瀬・川原林・
　　　　村田・北野・川崎・蔭山（大）・水野・高橋・田井・
　　　　服部・大原・河村・前川（アンダーラインはオブザーバー）　
　　　　計18名

3月支部・ブロック活動 理事会だより

①蔭山代表理事挨拶
4月1日は入社式がありました。18社45名の参加でした。外国の
方が多く、時代の流れを感じました。内容は実に滋賀県中小企業
家同友会らしい入社式であったと思います。また経済の方も潮目
が変わっています。中国経済の失速、アベノミクスの効果が地域
に波及していない状況です。皆さんで知恵を出し合い共に協力し
て参りましょう。

②入退会承認の件　
入会者11名、退会者10名、新聞読者への申し込み1名が承認さ
れました。現会勢は608名。

③後援名義使用の件
あこがれ先生プロジェクトin滋賀、第３回びわ湖チャリティー
100km歩行大会についての滋賀県中小企業家同友会の後援名
義使用の提案があり、承諾されました。

④第27回滋賀県経営研究集会基調講演、講師選定の件
蔭山大輔実行委員長より講師に、アミタホールディングス株式会
社 代表取締役会長兼社長の熊野 英介氏が推薦され承認されま
した。
⑤共育委員会2016年経営教育塾開催の件
廣瀬専務理事より委員会行事開催の提案があり承認されまし
た。4月末より募集を開始します。
⑥第38回定時総会準備の件
15年度活動報告・16年度方針、16年度理事、決算予算の提
案があり承認されました。
⑦第13回理事会
と　き：5月10日（火）  
　　　　16：00～18：00
ところ：同友会事務局

2017年3月卒業生のための就職情報サイトJobway滋賀をオープンしました！
「サクラコレクション」参加者を迎えて懇親会 ～海外ビジネス研究会特別企画～
経営者・若手後継者・経営幹部のための戦略MG（マネジメントゲーム）アカデミーを開催しました。
第37期経営指針を創る会が終了しました。
2016年度  第1回中堅社員研修会を開催しました。

DOYU
ニュース

同友ニュースの詳細は滋賀県中小企業家同友会ホームページ http://www.shiga.doyu.jpよりご覧ください。
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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）

●しが健康医療生活協同組合（湖南支部所属）が会員登録を足立知子さん（専務理事）へ変更しました。

●ジェイスタッフ（会員　坂口暁子さん　湖南支部所属）が

　会社名をSato Home＆Tour（サト ホーム アンド ツアー）に変更しました。

●（株）テレポート（会員　西田行孝さん　大津支部所属）が住所を変更しました。

　新住所：〒520-0835大津市別保3-11-32
　電話 077-531-2288　FAX 077-531-0288

●藤居一彦税理士事務所（会員　藤居一彦さん　北近江支部所属）が住所を変更しました。

　新住所：長浜市列見町72番地6　電話・FAXの変更はありません。

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

さまざまな業種の経営者の方々と学ぶことにより、自らを活性化
したいと思い入会いたしました。よろしくお願い致します。

石井　祐二
所 在 地：〒525-0050  草津市南草津一丁目1番地2  ブリクア南草津駅前201号室　
　　　　　TEL 077-516-4491
事業内容：司法書士業（成年後見、債務整理、相続・遺言等）
紹 介 者：太田智真　 　　所　属：湖南支部

石井司法書士事務所　代表

ゲスト参加させていただき、皆様の真面目で熱い経営観にふれ
「今、自分がやるべき事」に気づかされ入会させていただきました。
宜しくお願いをいたします。

北川　豊明
所 在 地：〒526-0011  長浜市新庄馬場町68番地
　　　　　TEL 0749-63-0557
事業内容：建築資材卸売
紹 介 者：中川浩邦　 　　所　属：北近江支部

（株）キョウエイ　代表取締役

西国札所三十一番長命寺さんの麓にて「水茎焼（みずぐきやき）」
という陶磁器の製造販売を中心に、陶芸の体験教室やレストラン
を運営しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

いまい  ひさのり
所 在 地：〒523-0807  近江八幡市中ノ庄町620番地
　　　　　TEL 0748-33-1345
事業内容：陶器製造販売、陶芸教室運営、レストラン経営
紹 介 者：嶋田裕士　蔭山大輔　 　　所　属：東近江支部

水茎焼陶芸の里　代表取締役

弊社は東近江市と彦根市でauショップを２店舗運営しております。
私自身が成長し、ひいては会社の発展に役立てていきたいと思
います。よろしくお願いいたします。

西野　吉郎
所 在 地：〒527-0023  東近江市八日市緑町22-6　
　　　　　TEL 0748-22-3116
事業内容：KDDIの1次代理店
紹 介 者：山本憲宏　 　　所　属：東近江支部

湖東タックス（株）　代表取締役

気づいたらすっかり大人になっていました。
年相応の知恵と知識を身に付けたいと思います。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

矢半田　裕美子
所 在 地：〒520-0835  大津市別保2-4-20-404　
　　　　　TEL 090-4216-6338
事業内容：司会者派遣、在宅業務支援
紹 介 者：中村明久　 　　所　属：湖南支部

kuroko-office　

私どもは、滋賀県及び近隣他府県の工事、生産現場における主に油圧機械の修繕、
サービスをしている事業体です。地域に支えられ地域を支えられる企業を目指し
てこの度、同友会に入会いたしました。皆さんとの共育を通じて私含め従業員共々
より良い成長を志して頑張って行く所存です。どうぞよろしくお願い致します。

奥野　泰弘
所 在 地：〒529-1541  東近江市蒲生堂町14
　　　　　TEL 0748-26-1298
事業内容：技術サービス業（ブリジストン高圧ホース製作販売、機械修理全般、建設・工場用油圧機器再生）
紹 介 者：蔭山大輔　安井栄作　 　　所　属：東近江支部

テクノラボ　代表

この度中小企業同友会へ入会させて頂きました。会員の皆様との
ご縁を大切に、そして同友会の場でたくさん勉強させてもらいた
いと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

一ノ瀬  聖子
所 在 地：〒520-3015  栗東市安養寺1丁目2-12 センチュリー21 202号　
　　　　　TEL 077-552-7710
事業内容：カイロプラクティック
紹 介 者：北野裕子　 　　所　属：湖南支部

カイロプラクティックエステサロン Shine  代表

起業して5年、足りないところが多いと感じており、学びの場として
今回入会させていただきました。大きく成長できるよう、頑張って
まいります。どうぞよろしくお願いいたします。

重吉　幹子
所 在 地：〒524-0021  守山市吉身三丁目16-2 石川ビル2F　
　　　　　TEL 077-599-0339
事業内容：パソコン教室、データベース構築、Web制作、PCサポート
紹 介 者：北野裕子　 　　所　属：湖南支部

パソコン教室ふらっと　代表

守山市と草津市で高齢者の方 と々関わる事業をしております。
ご縁を大切にしながら学ばせて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。

渡辺　素記
所 在 地：〒524-0102  守山市水保町1390-4　
　　　　　TEL 077-584-3623
事業内容：介護、食事、施設管理事業
紹 介 者：太田智真　 　　所　属：湖南支部

（有）アイリス　統括本部長

従業員との距離感をどうやって縮めていくのか？について悩んで
おります。御指導の方、よろしくお願いいたします。

高野　元秀
所 在 地：〒527-0033  東近江市東沖野3丁目10-33　
　　　　　TEL 0748-23-0558
事業内容：金属加工（試作、金型）
紹 介 者：山本直彦　 　　所　属：東近江支部

（有）高野製作所　専務取締役

農産物の生産・販売・農作業請負を事業にしております。
志高い経営者の方々から多くを学び、自身と会社の成長につな
げていきたいです。

家倉　敬和
所 在 地：〒529-0304  長浜市小谷丁野町826番地　
　　　　　TEL 0749-78-0345
事業内容：農産物の生産・販売、農作業請負
紹 介 者：山岡　朗　 　　所　属：北近江支部

（株）お米の家倉　代表取締役


