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大津支部 例会
と　き　10月25日（木）18:30～21:00
ところ　明日都浜大津
テーマ　外部の仲間作りから始まる、
　　　　　　自己改革と会社経営のこれから
　　　　～同友会活動の積極的な参加で、
　　　　　　　変われる事、変えられる未来とは～
報告者　七黒 幸太郎 氏　（株）七黒  代表取締役

高島ブロック 例会
と　き　10月15日（月）18:30～21:00
ところ　安曇川公民館
テーマ　社員を信頼し、任せる経営で会社を成長させる
　　　　～大切な人をあなたの会社で働かせることができますか？～
報告者　荒木 順平 氏　（株）エース産業機器  代表取締役

湖南支部 例会
と　き　10月16日（火）18:15～20:30
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　女性の活躍は成長のチャンス！
　　　　～女性を輝かせる経営者は会社を伸ばす！～
報告者　加知 ゆきみ 氏　（株）Green Ocean  代表取締役

甲賀支部 例会
と　き　10月17日（水）18:00～21:00
ところ　JAこうか貴生川支所
テーマ　人材不足の時代でも人が集まる会社
　　　　～儲からない会社は人も採用できない～
報告者　佐藤　全 氏　（株）ヴィ・クルー  代表取締役

東近江支部 例会
と　き　10月16日（火）18:30～21:00
ところ　八日市商工会議所
テーマ　誰もが働きやすい会社に！
　　　　～1年後、滋賀で障害者問題全国交流会を開催します！～
報告者　小島 滋之 氏　（福）八身福祉会  施設長

北近江支部 例会
と　き　10月23日（火）18:30～21:00
ところ　北ビワコホテル グラツィエ
テーマ　「クレド（経営理念）」で思いをひとつに 
　　　　～「従業員満足」より「従業員幸福度」の追求。諦めなければ夢は叶う～ 
報告者　新庄 一範 氏　ニューワンズ（株）  代表取締役

第8回理事会報告
と　き　11月2日（金）16:00～18:00
ところ　同友会事務局
出席者　蔭山・水野・坪田・永井・廣瀬・川原林・濱本・笠井・
　　　　田中・嶋田・川邉・服部・小田柿・田井・川勝・
　　　　蔭山（大）・大原・前川・奥村・中村
　　　（アンダーラインはオブザーバー）計20名

理事会だより

①蔭山代表理事挨拶
平成もあと6か月となりました。平成を振り返ると、最初の10年はま
だ景気が良かったのですが、バブル崩壊やリーマンショック、そして
東日本大震災と厳しい波を経験してきました。現在の景気はまだら
模様といわれていますが、外部環境に左右されない経営基盤を創
り、次の10年に備えてまいりましょう。

②入退会承認の件
入会9名、退会4名の報告があり、承認されました。現会勢は584名。

③後援名義承認の件
京都COC+フォーラム2019（2019年2月8日開催）について承認さ
れました。

④滋賀同友会会員管理システム再構築とデータバックアップの
　見直しの件
現行のシステムの次回バージョンアップが不可能なため、新たにシ
ステム導入、およびファイルサーバーのバックアップシステム見直
しの提案があり、予算と共に承認されました。システム更新予算は
19年度に計上します。

⑤創立40周年記念事業の件
蔭山大輔本部長より、ホームページ等のアクセス報告があり、各支
部でのチラシ等の効果が表れていることが報告され、11月の2支
部のBIG例会、年度末までの例会等のPRに新聞折込などを継続し
て行うなど提案がありました。各支部で行事計画と共に地域の経営
者に知らせる活動を継続することが確認されました。

⑥第9回理事会
と　き：12月7日（金）16:00～18:00
ところ：クサツエストピアホテル

10月支部・ブロック活動

第17回報道関係との懇談会を開催
　　～社員の奨学金返済問題についての調査と提案を報告～

第41期経営指針を創る会 第1講を開催 ～「労使見解」を学ぶ～
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https://shiga.doyu.jp/policy/policy_report/id_2884
https://shiga.doyu.jp/management/management_report/id_3150
https://shiga.doyu.jp/otsu/otsu_report/id_3190
https://shiga.doyu.jp/takashima/takashima_report/id_3019
https://shiga.doyu.jp/konan/konan_report/id_3087
https://shiga.doyu.jp/koga/koga_report/id_3274
https://shiga.doyu.jp/higashiomi/higashiomi_report/id_3013
https://shiga.doyu.jp/kitaomi/kitaomi_report/id_3076


会員動向

2019年 新春例会のご案内

と　　き：2019年1月28日（月）15:30～18:45　15：30～ セレモニー、15：40～ 記念講演、17：15～ 新春パーティー、18：45 閉会
と こ ろ：ホテルニューオウミ
記念講演：田中 信吾 氏　日本ジャバラ（株）  代表取締役　 兵庫県中小企業家同友会  前代表理事・最高顧問
テ ー マ：「環境の激変が企業と同友会運動を磨く ～いま求められる経営者の決断力と実行力～」
参 加 費：7,000円 （式典・講演会のみは1,000円）

●（株）トップ（湖南支部所属）が登録会員を変更しました。　新会員：上野忠夫さん　役職：代表取締役
●内野学さんが登録企業を変更しました。　新社名：（同）傍楽　事業内容：人事コンサルティング
●（株）トラストエージェント（会員  臼井大典さん  北近江支部所属）が住所を変更しました。
　新住所：〒522-0066　滋賀県彦根市栄町2丁目6番65

新会員ご紹介 第8回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

同友会での様々な業種の方々との交流を通じて、経営について色々学んでい
きたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

永田　和也
Answer
〒520-0004  大津市見世2-14-5
TEL 050-3697-9360
事業内容：パソコンの修理・サポート、ホームページ制作、
　　　　　360°VR写真撮映（Googleストリートビュー《屋内》導入）
紹 介 者：坂本 泰一　　所属：大津支部（北地区） 「報酬連動型」人財育成プログラムの構築・運用サポートを行なっております、

（株）あしたのチームの小田原と申します。経営者の皆様と学び、経営者視点を
養いたく、入会を決めました。よろしくお願い致します。

小田原　祐太
（株）あしたのチーム  京都支社　支社長
〒604-0857  京都市中京区烏丸通二条上ﾙ蒔絵屋町267 烏丸二条ビル2F
TEL 075-708-3623
事業内容：人事評価制度の構築・運用のサポート
紹 介 者：青柳 孝幸　　所属：北近江支部（彦根）

今回中小企業家同友会にお誘い頂き、ありがとうございます。社会での中小企
業の立場はあまり良くない中、皆様が学びを深め頑張っておられることに共感
し、今回入会することを決めました。皆様、宜しくお願い申し上げます。

密山　龍男
（株）サンキ　代表取締役
〒520-3047  栗東市手原五丁目7番27号
TEL 077-554-8300
事業内容：測量、設計、建設、施工管理
紹 介 者：蔭山 孝夫　　所属：湖南支部

よろしくお願いいたします。

垣内　健太
（有）カキウチ　専務取締役
〒523-0051  近江八幡市八木町130-5
TEL 0748-33-4004
事業内容：学校撮影、こども写真館、竣工・建築写真、
　　　　　映像・ドローン
紹 介 者：西山 亮平　　所属：東近江支部

以前からお誘いは頂いておりましたが、ゲスト参加させて頂いた時に、皆さんの前向きな姿勢を見
て学ぶものがると、入会させて頂きました。創業以来、自動車部品の製造を主として48年間、甲南
町で事業を営んでおります。それらの経験から、機械設備の組立、アルミフレームの組立、鉄やアル
ミを使ったオリジナル製品の製作、鳥獣害撃退機の販売もしております。

西田　道弘
杣川工業（株）　代表取締役
〒520-3314  甲賀市甲南町杉谷783-2
TEL 0748-86-2013
事業内容：金属チューブ曲げ加工、各種機械組立加工、省力機器設備の設計・製作
紹 介 者：鵜飼 龍馬　　所属：甲賀支部

湖南市石部にて商売をさせていただいております。まちのクルマ屋として地域の
皆様のお役の立てるよう頑張っております。より良い会社とするべく同友会の皆
様と共にたくさん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。

小西　徹次朗
（株）小西自動車　代表取締役
〒520-3113  湖南市石部北一丁目1番17号
TEL 0748-77-5577
事業内容：オールメーカー新車・中古車販売、車検、点検、一般修理、板金、塗装、自動車保険取扱い
紹 介 者：川崎 博治　　所属：甲賀支部

会社経営で大切なことは、ピンチをどうやって切り拓いていくかだと思います。
同友会では先輩の経営実践から、失敗の経験や教訓を沢山勉強したいと思い
入会しました。宜しくお願いをいたします。

川上　泰裕
川上会計事務所
〒520-1634  高島市今津町大供大門1-7-1
TEL 090-7482-1791
事業内容：税理士業務、事業計画策定支援業務、管理会計支援業務、事業承継支援業務
紹 介 者：七黒 幸太郎　所属：大津支部（高島ブロック）

皆様と一緒に勉強させていただき、地域の発展に寄与したいと思います。

垣見　昌伸
メットライフ生命保険（株）　コンサルタント
〒525-0025  草津市西渋川1-1-14  行岡第一ビル5F
TEL 090-6081-1615
事業内容：ライフプランの作成及びコンサルティング
紹 介 者：荒木 順平　　所属：北近江支部（彦根）

近江八幡に根付き、地域社会と企業に貢献するために入会しました。
宜しくお願いをいたします。

戸田　聖
メットライフ生命保険（株）　コンサルタント
〒525-0025  草津市西渋川1-1-14  行岡第一ビル5F
TEL 090-7499-3532
事業内容：ライフプランの作成及びコンサルティング
紹 介 者：垣見 昌伸　　所属：東近江支部

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

https://shiga.doyu.jp/2018/11/14/id_3197

