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大津支部 例会
と　き　9月27日（木）18:30～21:00
ところ　明日都浜大津
テーマ　社会問題とされる彼らが企業にとって問題解決の担い手に！？
　　　　～関わり方の工夫で、活き活きと働く若者へ～
報告者　遠城 孝幸 氏　認定NPO法人四つ葉のクローバー  代表補佐

高島ブロック 例会
と　き　9月10日（月）18:30～21:00
ところ　安曇川公民館
テーマ　ボロボロの事業承継から人が働きたくなる会社を目指して
　　　　～後継者の想いから未来の社員が育つ環境づくり～
報告者　宮川 草平 氏　宮川バネ工業（株）  代表取締役　
　　　　　　　　　　　滋賀県中小企業家同友会 共育求人副委員長

湖南支部 例会
と　き　9月18日（火）18:15～20:30　
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　埋もれた原石を輝かせたい
　　　　～企業の戦力という視点から考える社会的養護の実際と今後～
報告者　遠城 孝幸 氏　認定NPO法人四つ葉のクローバー  代表補佐　

甲賀支部 例会
と　き　9月19日（水）18:30～21:00
ところ　サンライフ甲西
テーマ　人が働きたくなる会社へ
　　　　～同友会での採用、共育が会社を変えた！～
報告者　宮川 草平 氏　宮川バネ工業（株）  代表取締役

東近江支部＆青年部 合同BIG例会
と　き　9月25日（火）18:00～21:00
ところ　ホテルニューオウミ
テーマ　日本一夢のある会社！  ～社員が輝き成長する企業～
報告者　中野 愛一郎 氏　（株）イベント21  代表取締役社長

北近江支部 例会
《彦根地区会》
と　き　9月19日（水）18:30～21:00
ところ　ホテルサンルート彦根
テーマ　経営指針を創る会の受講で生まれた「成長」
　　　　～経営者の変化が、企業の成長につながる～
報告者　磯嶋 裕之 氏　（株）ファイバー  代表取締役
《長浜・米原地区会》
と　き　9月21日（金）18:30～21:00
ところ　神照まちづくりセンター
テーマ　語らおう！ 経営課題
報告者　北川 豊明 氏　（株）キョウエイ　代表取締役
　　　　上野 哲也 氏　一哲（同）　代表
　　　　畑澤 孝祐 氏　近畿精工（株）　技術部

第7回理事会報告
と　き　10月4日（木）16:00～18:00
ところ　琵琶湖ホテル
出席者　蔭山・宮川・水野・青木・坪田・永井・廣瀬・七黒・
　　　　濱本・能登（中野代理）・田中・嶋田・青柳・
　　　　川邉（服部代理）・上田（小田柿代理）・田井・川勝・
　　　　蔭山（大）・大原・前川・奥村
　　　　（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
中同協の幹事会があり、労使見解に基づく労働環境の改善は同友
会の中ではどんどん進んでいると報告がありましたが、政府は
2021年までに様々な改革を発表しており、会全体として取り組み、
問題点は行政に対しても要求していかないといけません。情報を
取って会員間の改善を進めていきましょう。

②入退会承認の件
入会3名、退会2名、新聞読者への申し込み1名の報告があり、承認
されました。現会勢は579名。

③後援名義承認の件
平成30年度「弁理士の日」記念事業（12月8日開催）の後援名義使
用が承認されました。

④湖南支部BIG例会開催と支部運営予備費使用の件
能登副支部長より11月20日（火）ホテルボストンプラザ草津で開
催されるBIG例会開催の提案があり、支部運営予備費及び、40周
年記念事業費からの支出について承認されました。

⑤中国先進技術視察実施の件
青柳理事より、2019年1月21日～2月2日、中国（深セン、成都）の
視察企画について提案があり、承認されました。基本個人責任で行
う視察であること、予算案などを確認しました。

⑥創立40周年記念事業の件
蔭山大輔本部長より、各支部の同友会を知らせる活動、面談等
の進捗が報告されました。今後進んでいない経営者との面談を
各支部の中心課題として取り組むこと、2019年4月の40周年
式典までに目標の達成を確認しました。

⑦第8回理事会
と　き：11月2日（金） 16:00～18:00　
ところ：同友会事務局

9月支部・ブロック・部会活動

11
NOVEMBER

2018年度第1回海外ビジネス研究会を開催しました。
共同求人活動全体会・学卒者採用研修会を開催しました。
第41期経営指針を創る会オリエンテーションを開催しました。

DOYU
ニュース

～同友会の存在、理念、真髄を～
すべての経営者に同友会を伝えよう

創立40周年スローガン

https://shiga.doyu.jp/industry/industry_report/id_2600
https://shiga.doyu.jp/kyoiku/kyoiku_blog/id_2638
https://shiga.doyu.jp/management/management_report/id_2998
https://shiga.doyu.jp/otsu/otsu_report/id_2841
https://shiga.doyu.jp/takashima/takashima_report/id_2665
https://shiga.doyu.jp/konan/konan_report/id_3049
https://shiga.doyu.jp/higashiomi/higashiomi_blog/id_3017
https://shiga.doyu.jp/youth/youth_report/id_2847
https://shiga.doyu.jp/kitaomi/kitaomi_report/id_2747
https://shiga.doyu.jp/kitaomi/kitaomi_report/id_2736
https://shiga.doyu.jp/koga/koga_report/id_3065


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

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）

ビワックス不動産販売は建築条件無しの土地に特化した不動産会社です。お
好きなハウスメーカー工務店で建築できる土地をご紹介します。滋賀で建築条
件無しの土地の事ならビワックス不動産販売までお気軽にご相談下さい。

大内　建太朗
ビワックス不動産販売（株）　代表取締役
〒520-2132  大津市神領三丁目20番9号
TEL 077-543-0080
事業内容：不動産売買
紹 介 者：河村 朱美　　所属：大津支部（東地区）

お菓子屋のシャトレーゼ瀬田店を経営しております、市川と申します。
より良い会社を目指し、経営上の課題や悩みなど、同友会の皆様と共に学び、
勉強させていただきたいと思います。よろしくお願い致します。

市川　剛基
（株）なごみ　代表取締役
〒520-2145  大津市大将軍1丁目16-12
TEL 077-543-8586
事業内容：和・洋菓子の製造、販売
紹 介 者：志磨 弘道（京都同友会）
所　　属：大津支部（東地区）

愛荘町で主にシステムバス・キッチンの施工・販売をしておりますK’s-tecの小杉と申
します。二十歳で企業し職人としてやってきました。今後は次のステップを見据え、経
営者として成長すべく、同友会で共に学んでいきたいです。よろしくお願い致します。

小杉　裕紀
K’s - tec　代表者
〒529-1313  愛知郡愛荘町市44-2
TEL 0749-29-0762
事業内容：システムバス・システムキッチン販売・施工、
　　　　　リフォーム全般、住宅設備機器卸売業
紹 介 者：嶋田 裕士　所属：東近江支部

●（株）ジッセント・シップ（会員  小泉卓さん　東近江支部所属）が住所を変更しました。
　新住所：東近江市八日市金屋2丁目2-5　電話：0748-56-1354　FAX：0748-56-1354
●大内建太朗さん（ビワックス不動産販売(株)　大津支部所属）が専務取締役から代表取締役に就任されました。

会員動向

全体テーマ：われわれ青年経営者で世界に誇れる日本の未来を創ろう！
　　　　　　　講師：玉城 絵美 氏　H2L（株）  代表取締役　 早稲田大学人間科学学術院  助教

記念講演（11月30日）

分 科 会（11月29日）

第46回 青年経営者全国交流会 in 沖縄のご案内

と　き：11月29日（木）13:30 ～ 11月30日（金）12:00
ところ：ロワジールホテル

参 加 費：21,000円（宿泊費別）　※宿泊・現地までの交通費は各自での手配でお願いします。
参加申込：滋賀同友会事務局へお申込ください
申込締切：11月14日（水） ※11月15日（木）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。

スローガン：肝高く万国津梁を担う結人たれ！ ～まくとぅそーけー、なんくるないさ～
ちむ ゆいんちゅ

代表取締役 木村　征司 氏

代表取締役 渡部　伸哉 氏

代表取締役社長 谷口　裕純 

宮﨑　由至 

氏

代表取締役会長 氏
第2分科会 中同協 次代のリーダーへの期待

日新産業（株）
第8分科会 兵庫 市場と雇用の創造

第9分科会 愛知 岡山 変革と挑戦（創業者）

第10分科会 鹿児島 変革と挑戦（後継者）

第11分科会 大阪 事業承継

第12分科会 北海道 地域づくり

第13分科会 沖縄 （平和）

第3分科会 奈良 経営者の全人格的成長

代表取締役 森　弘国 氏
第4分科会 熊本 人を生かす経営の実践

第5分科会 愛媛 経営指針の実践

第6分科会 香川 社員が輝く企業づくり

第7分科会 京都 付加価値を高める

（株）つくば食品  代表取締役 八巻 大介 ）城茨（ 氏コーディネーター
（有）日青工業  専務取締役 青木 恵之氏 ）城茨（ （株）村上製作所  代表取締役パネリスト 村上 令一氏 ）島広（ 

第1分科会 中同協 企業づくりと青年部活動

（有）三和興産

（株）宮﨑本店

アトリエステディ（株）

（株）マスナガ 

（有）生島興業

Nomura Art Plant 代　表 野村　雅彦 氏

松山　将三郎 ）山岡（ 氏インフォポート（同）

専務取締役 橋崎　牧人 氏

第14分科会 沖縄 （地域づくり）

（株）リングス 代表取締役 佐藤　大貴 ）知愛（ 氏
代表社員CEO

定員45名

定員70名

（株）寿産業

（有）秋村泰平堂

カドウフーズ（株）

沖縄大学

代表取締役 内田　敬之 氏 

代表取締役 秋村　敬三 氏

代表取締役 嘉堂　聖也 氏

客員教授 新城　俊昭 氏

組合長 粟國　智光 氏第一牧志公設市場組合 代表取締役 石原　地江 氏（有）アンテナ
プロジェクトマネージャー 萩原　雄三 氏なはマチグヮー連携体

（株）HONKI　代表取締役 石川 朋之氏 ）賀滋（ 仙周工業（株）　代表取締役 佐藤 周司 氏 ）城宮（ 


