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共同求人活動・新規学卒者採用研修会を開催しました
DOYU
ニュース

第41期経営指針を創る会 第2講「経営理念」
を開催しました
第41期経営指針を創る会 指針経営基礎講座第2講①「自社分析（SWOT分析)」を開催しました
第46回青年経営者全国交流会in沖縄に滋賀から12名が参加しました

11月支部・ブロック・部会活動

理事会だより

大津支部 例会

第9回理事会報告

と き 11月27日（火）18:30〜21:00
ところ 明日都浜大津
テーマ 突然の社長就任 手探りの状態だからこそ見えた、経営者がやるべきこと
〜会社経営のヒントは外部にあり！従業員総出で創る未来志向型の経営とは〜
報告者 川勝 健太 氏 （株）
カワカツ 代表取締役

と

湖南支部 例会

12月7日
（金）16:00〜18:00

ところ

クサツエストピアホテル

出席者

蔭山・宮川・水野・永井・青木・廣瀬・七黒・
濱本・中野・田中・嶋田・青柳・服部・小田柿・
田井・川勝・大原・岩部・奥村・中村

高島ブロック 例会
と き 11月12日（月）18:30〜21:00
ところ 安曇川公民館
テーマ 危機は突然訪れる。
その時あなたは
〜廃業寸前のスレスレ経営で事業継承し、12年で売上12倍にしたその極意とは〜
報告者 小林 清 氏 近江化成工業（株）代表取締役

き

（アンダーラインはオブザーバー）計20名

①蔭山代表理事挨拶
理事会開催前に、創立40周年記念座談会を開催しました。20年
前と比べても同友会は本当に発展しました。
しかし、会員が増え
ていない。40周年は広く経営者に同友会を知ってもらうことから
スタートしています。時間はあまりありませんが、役員はもちろん、

と き 11月20日（火）18:00〜20:45
ところ ホテルボストンプラザ草津
テーマ 感動のオンリーワン企業を目指して！
！
〜激変した外部環境に立ち向かった中小企業ものがたり〜
報告者 十河 孝男 氏 徳武産業（株）取締役会長

②入退会承認の件

甲賀支部 例会

③創立40 周年記念例会の件

と き 11月13日（火）18:30〜21:00
ところ JAこうか貴生川支所
テーマ なぜ、
経営者は学ばなければならないのか！？
〜同友会での学びが会社を変えた！〜
報告者 中野 裕介 氏 （株）
ジョーニシ 代表取締役

東近江支部 例会
と き 11月22日（木）18:30〜20:50
ところ G-NETしが
テーマ 経営指針・共育・採用で会社は生まれ変わる！
〜社内の抵抗勢力が最も信頼できるパートナーに〜
報告者 赤井 健史 氏 （株）湖南オートセンター 代表取締役
中野 裕介 氏 （株）ジョーニシ 代表取締役

北近江支部 例会
《彦根地区会》
と き 11月28日（水）18:30〜21:00
ところ 彦根勤労福祉会館たちばな
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に〜
報告者 遠城 孝幸 氏 認定NPO法人四つ葉のクローバー 代表代理
《長浜・米原地区会》
と き 11月20日（火）18:30〜21:00
ところ 魚作楼
テーマ 仲間を知る交流例会！

会員さんも巻き込んで知らせていきましょう。
入会4名、退会2名の報告があり、承認されました。
現会勢は586名。
4月25日の記念式典基調講演の報告者が中同協幹事長の中山
英敬氏に決定したことが報告されました。

④「地域ビジョン」構想プロジェクトの件
青木政策委員長より、支部内での一定の地域（例えば市町単位）
で地域の未来、課題を話し合い、地域経済や暮らしの課題解決を
めざしてビジョンを検討する会合の設定のお願いがありました。
開催方法は、例会や研究グループ会などとし、来年8月頃までに
それぞれでビジョン作成を行い、秋の報道関係者との懇談会で
発表するなど、
プロジェクトの説明があり、実施について承認され
ました。今後、
どこの支部で開催するかなどは、個別相談すること
が確認されました。

⑤第10回理事会
と

き：1月10日（木）16:30〜18:30

ところ：同友会事務局

会員動向
●中村正氏が登録企業を変更し、所属支部を湖南支部へ変更しました。
企業名：びわこみみの里 住所：〒524-0102 守山市水保町165-1
電話：077-514-9078 FAX：077-585-7144
●竹中雄吾さん
（ケービック
（株） 湖南支部所属）が取締役から代表取締役に就任されました。
●（株）
プロクルー（会員 松本茂之さん 北近江支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒526-0829 長浜市田村町1281番地8 長浜バイオインキュベーションセンター4・5
●坂井信介さん
（
（株）滋賀レイクスターズ 湖南支部所属）が代表取締役から会長CEOに就任されました。

新会員ご紹介

第12回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

島田

征典

奥村

Enn.アーキテクト 代表者

篤司

（株）明和工業

〒520-0002 大津市際川四丁目12-36
TEL 077-579-8455

代表取締役

〒520-3013 栗東市目川1030

TEL 077-553-5270

事業内容：リフォーム、店舗改装、
リノベーション、外講工事
紹 介 者：河村 剛
所属：大津支部（北地区）

事業内容：アルミサッシ及び建材の製造・販売、ハーネスの加工業・
圧着・組立・制御機器等、試作品の製造・精密板金、不動産業
紹 介 者：宮川 草平
所属：湖南支部

住宅業界に長らく携わり、街のかかりつけ医のように住宅の事ならここに相談
ができ、小さな事から大きな事までを解決できる会社にしたいと思い、2017年
に独立・創業致しました。
どうぞよろしくお願い致します。

栗東・草津でアルミサッシの加工、住宅建材の加工・販売、ハーネスの加工をし
ております。経営について勉強したり同じ立場の方々に相談できる場だと思い
参加させて頂きました。
よろしくお願いします。

中作

翠

河村

（株）
ナカサク 経営管理セクター 取締役セクター長

圭悟

河平木材（株） 代表取締役

〒520-3211 湖南市高松町1番地
TEL 0748-75-1175

〒520-2572 蒲生郡竜王町西川1333番地
TEL 0748-58-1082

事業内容：機械器具製造
紹 介 者：田中 真
所属：甲賀支部

事業内容：木材製材、販売事業
紹 介 者：太田 宗男
所属：東近江支部

このような伝統ある会の一員となれることを大変光栄に思います。
よりよい企業となれるよう、多くの事を学ばせて頂きたいと思います。
どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

この度は滋賀県中小企業家同友会にお誘いいただき、
ありがとうございます。
この貴重な場で共に学び、皆様と交流を深めていければと思っております。
何かと未熟な私ですが、
ご指導宜しくお願い致します。

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、右記までご連絡ください。 ●ホームページからもお申込み出来ます。

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

社長の学び場

検索

第49回 中小企業問題全国研究集会 in 長崎のご案内

時代の大転換期に立ち向かう覚悟と実践 〜「人を生かす経営」を広げ、地域再生を〜
と

き：2019年2月21日
（木）12：00 〜 2月22日
（金）12：00

ところ：ホテルニュー長崎、ルークプラザホテル、サンプリエール、ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション
全体会：
（講

和）被爆地の市長として 〜Peace from Nagasaki〜

田上 富久 氏 長崎市長

（記念講演）夢持ち続け日々精進

髙田

（株）V・ファーレン長崎 代表取締役社長、
（株）ジャパネットたかた 創業者
明 氏 （株）A and Live 代表取締役、

分 科 会：12分科会を開催
参 加 費：23,000円（宿泊費別）
参加申込：滋賀同友会事務局へお申込みください
申込締切：2月1日
（金） ※締切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。

会費口座振替のお知らせ
○2019年1月7日
（月）は会費の口座振替日です。
○同友会では、四半期毎（1月・4月・7月・10月の５日）に会費をご指定
の口座より振替させていただいております。1月7日は会費2019年1
月〜3月分18,000円の振替日ですので、お知らせをいたします。定額
ですので、請求書・領収書の発行はいたしておりませんのでご了解を
お願いいたします。

○会費以外の費用（書籍代や行事への参加費等）のある方、及び口座
振替でない方には、従来通り請求書を送付させて頂きますので、
ご確
認を宜しくお願いいたします。
○会費の口座振替・ご請求についてのお問い合わせは
滋賀県中小企業家同友会 事務局
電話 077-561-5333 中村までお願いいたします。

