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大津支部 例会
と　き　6月26日（火）18:30～21:00
ところ　琵琶湖大津館 桃山
テーマ　同友会青年部で学んだリーダーシップとは
　　　　～不離一体経営で前年対比130％アップ！～
報告者　石川 朋之 氏　（株）HONKI   代表取締役社長

高島ブロック 例会
と　き　6月12日（火）18:00～20:30
ところ　WESTLAKEHOTEL  可以登楼
テーマ　バックエンド思考でゼロからイチを
　　　　～創業8年、プロバイクレーサーからベンチャー企業の社長へ転身。
　　　　　　できないと思われることに挑戦するからこそ人生は面白い～
報告者　石川 朋之 氏　（株）HONKI   代表取締役社長

湖南支部 例会
と　き　6月19日（火）18:15～20:30　
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　元気社長のお笑い経営戦略！
　　　　～一人で4億6千万円を売上げた男の更なるでっかい夢～
報告者　安田 英康 氏　（株）安田工務店  代表取締役　

甲賀支部 例会
と　き　6月26日（火）18:30～21:00
ところ　JAこうか貴生川支所
テーマ　なりわい、家族のために都会から田舎へ
　　　　～地域にある可能性を輝かせる～
報告者　田中 啓介 氏　地域おこし協力隊

東近江支部 例会
と　き　6月26日（火）18:30～21:00
ところ　八日市商工会議所
テーマ　会社が成長する仕組み
　　　　～そこにある経営者の役割・使命・責任とは！～
報告者　永井 茂一 氏　（株）ピアライフ　代表取締役

北近江支部 例会
《北近江支部長浜・米原地区例会》
と　き　6月14日（木）18:30～21:00
ところ　臨湖
テーマ　地域おこし隊による地方再生 ～音楽がつぐむ地域の絆～
報告者　森屋 結 氏　長浜市地域おこし協力隊（平成27年度活動開始隊員）
《北近江支部彦根地区例会》
と　き　6月19日（火）18:30～21:00
ところ　彦根勤労福祉会館たちばな
テーマ　就業規則の新しいかたち ～従業員さん目線を取り入れる時代へ～
報告者　川邉 和明 氏　（株）アド・プランニング  代表取締役

第4回理事会報告
と　き　7月3日（火）16:00～18:00
ところ　同友会事務局
出席者　蔭山・宮川・水野・坪田・廣瀬・兼田・濱本・中野・
　　　　田中・嶋田・青柳・服部・小田柿・小島・川勝・
　　　　蔭山（大）・大原・川邉・前川・奥村・中村
　　　　（アンダーラインはオブザーバー）計21名

理事会だより

①蔭山代表理事挨拶
創立40周年記念でテレビCMを開始しました。滋賀経済NOWにも
CMを提供していますが、取材されている企業は優良企業が多いで
す。まだ同友会を知らない企業が多くあります。県内企業の半数に
同友会の理念と活動を知ってもらうため、理事会、支部をあげて活
動をお願いします。

②「働く環境づくりのガイドライン」の件
川邉経営労働副委員長より、「働く環境づくりのガイドライン」の趣
旨について説明があり、ガイドライン作成にあたり、意見が出され、
理事会意見として取りまとめ、経営労働委員会経由で中同協に意
見を提出することとなりました。

③入退会承認の件
入会者5名の報告があり承認されました。現会勢は575名。

④「2019障全交in滋賀」開催に向けた第5回プレ学習会開催の件
小島ユニバーサル副委員長より、学習会の会場変更の提案があり、
8月3日（金）15:30～18:30、滋賀県庁北新館3階で開催することに
なりました。

⑤東近江支部BIG例会開催の件
嶋田東近江支部長より、10月25日（木）18時より、ホテルニューオ
ウミにて青年部と合同でBIG例会開催の提案があり、開催及び支部
運営予備費の支出について承認されました。

⑥第5回理事会
と　き：8月3日（金） 13:30～14:30　
　　　　※このあと、障全交プレ学習会
ところ：滋賀県庁北新館3階

6月支部・ブロック・部会活動
青年部 例会
と　き　6月27日（水）18:30～20:50
ところ　草津市民交流プラザ
テーマ　父親の急な死である日いきなり僕が社長に！？
　　　　～やらざるを得ない状況での戦い！
　　　　　　　もがき続けた5年間で得た経営者の覚悟～
報告者　川勝 健太 氏　（株）カワカツ  代表取締役

8
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2018年度第1回役員研修会・第2回役員研修会を開催しました。
第40期経営指針を創る会 第5講「経営指針書にまとめる」を開催しました。
自由民主党滋賀県議員団との政策懇談会を行いました。
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新会員ご紹介 第4回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

6月1日に法人化しました。企業として経営者として一つひとつ皆さまから学ん
でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

福井　智彰
（株）ダイチ塗装　代表
〒527-0222  東近江市池之脇町388
TEL 0748-27-1571
事業内容：建築塗装業
紹 介 者：大橋 慶之　　所属：東近江支部

湖西地域で、音楽に関わる事業をしております。弊社のスタッフは音楽が好きで、音楽に触れ
ながら仕事をすることに喜びを感じています。そうしたスタッフの思いに応えるために、もっと
事業を発展させていきたいと考え、入会させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

鳥居　保典
（株）トリイ　代表取締役
〒520-1631  高島市今津町名小路1-1
TEL 0740-22-2063
事業内容：楽器小売、教室運営
紹 介 者：七黒 幸太郎　所属：大津支部（高島ブロック）

現在は、工場長ですが将来的には、社長又は社長を補佐する取締役として活
躍したいと思い、入会させて頂きました。色々な物の見方考え方を吸収し、今は
中間管理職として働きやすい現場を作る為に勉強したいと思います。

出口　大輔
（株）アドパック　工場長
〒520-1522  高島市新旭町新庄577
TEL 080-6206-4783
事業内容：シュリンクラベル・キャップシールの製造販売、包装機器の販売
紹 介 者：七黒 幸太郎　所属：大津支部（高島ブロック）

米原市でスキー場とグランピングなどのアウトドア施設を運営しています。
ウィンタースポーツが地域の文化，伝統スポーツとして多くの人に楽しんで貰
える様、裾野を広げる活動に注力したいと考えています。宜しくお願いします。

草野　丈太
奥伊吹観光（株）　代表取締役
〒521-0301  米原市甲津原530
TEL 0749-59-0322
事業内容：スキー場の運営、モーターパークの運営、キャンプ施設の運営
紹 介 者：蔭山 孝夫　　所属：北近江支部

●中野裕介さん（（株）ジョーニシ  甲賀支部所属）が常務取締役から代表取締役に就任されました。

会員動向

初めまして。大津市で整骨院と巻き爪補正の施術所を経営しております。会員の皆様
から多くのことを学ばせていただきたいと思います。よろしくお願い致します。

木村　一守
（株）グッドフォーチュン　代表取締役
〒520-0242  大津市本堅田4-13-13
TEL 077-572-2530
事業内容：整骨院、ネイルサロン経営
紹 介 者：乾 幸太郎　　所属：大津支部（北地区）

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

社長の学び場 検 索

第６回 人を生かす経営全国交流会 IN 宮崎のご案内

テ ー マ：「人を生かす経営」の総合実践で、「地域のインフラ」を担う
　　　　～めざす姿を描き、育ちあう地域をつくろう～
と　　き：9月13日（木）13:00 ～ 9月14日（金）12:00
と こ ろ：宮崎観光ホテル

リレー報告　「人を生かす経営」の総合実践を  －地域の担い手として

問題提起　企業経営を通して、よりよい社会を実現するために

参 加 費：20,000円（宿泊費別）
参加申込：滋賀同友会事務局へお申込ください
申込締切：8月31日（金） ※9月1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。
主催／中小企業家同友会全国協議会　　設営／宮崎県中小企業家同友会

1日目

基調報告2日目

新卒採用で会社が変わった！
～「ハローワーク」って何？ からのスタート～

就労困難者を企業に、共生社会の実現へ
～障害者問題について関心を深め、取り組みの輪を広げる～

「感謝」と「承認」の風土づくりと
新しい働き方へのチャレンジ
～三位一体の愚直な経営で道は開ける～

ワンマン経営からの脱却！
いかに社員の主体性を引き出すか！

（有）佐藤徳太郎商店 代表取締役社長／秋田同友会　共同求人副委員長　佐藤 進幸 氏

中同協・人を生かす経営推進協議会 代表／愛知中小企業家同友会 会長加藤 明彦 氏

ぜんち共済（株） 代表取締役／中同協障害者問題副委員長　榎本 重秋 氏

宮崎同友会ビジョンづくりの取り組みから
～ビジョンづくりで明確になったこと～

「地域のインフラ」を担う中小企業の姿
～全国の実践から～

宮崎県中小企業家同友会 代表理事田原 敬介 氏 中小企業家同友会全国協議会 専任講師松井 清充 氏

義農味噌（株） 代表取締役／愛媛同友会　代表理事　田中 正志 氏（株）現場サポート 代表取締役／鹿児島同友会 副代表理事福留 進一 氏


