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第2回 新入・若手社員研修会を開催しました
第41期経営指針を創る会第3講「経営理念とビジョン」
を開催しました
滋賀県知事へ2019年度政策要望書を提出しました

12月支部・ブロック・部会活動

大津支部 例会
と き
ところ

青年部 例会

12月20日（木）18:30〜21:50
暖灯館 きくのや

テーマ ビジ活交流望年会

高島ブロック 例会
と き
ところ

12月11日（火）18:00〜21:00
川新

テーマ 人材不足に勝つ！会社を元気にする！

使いやすい『助成金』活用術
報告者 枝 陽子 氏 オリーブ社会保険労務士事務所

湖南支部 例会
と き
ところ

12月18日（火）18:15〜20:30
クサツエストピアホテル

テーマ 共育とは？

報告者 小田柿 喜暢 氏

大洋産業（株）代表取締役

甲賀支部 例会
と き
ところ

12月14日（金）18:30〜21:00
サンライフ甲西

テーマ 少しだけ分かってきた！私が経営する目的

報告者 赤井 健史 氏 （株）湖南オートセンター 代表取締役

東近江支部 例会
と き
ところ

12月18日（火）18:30〜20:30
八日市商工会議所

テーマ 自社の課題持ち込み大歓迎！
〜しゃべくり望年例会2018〜

北近江支部 例会
と き
ところ

12月19日（水）18:30〜21:00
北ビワコホテルグラツィエ

テーマ 経営指針・共育・採用で会社は生まれ変わる！
〜これからの会社経営に必要不可欠なこと〜
報告者 宮川 草平 氏

宮川バネ工業（株）代表取締役
小田柿 喜暢 氏 大洋産業（株）代表取締役

と

き

ところ
テーマ

12月12日
（水）19:00〜21:00
龍麟

望年交流例会

理事会だより

第10回理事会報告
と

き

1月10日
（木）16:30〜18:30

ところ

同友会事務局

出席者

蔭山・宮川・永井・青木・坪田・廣瀬・七黒・濱本・
中野・田中・嶋田・川邉
（青柳代理）
・小田柿・田井・
蔭山
（大）
・石川・川勝・大原・橋本教授・中村・前川・
奥村（アンダーラインはオブザーバー）計22名

①蔭山代表理事挨拶
あけましておめでとうございます。2019年は滋賀同友会40周年、
中同協50周年を迎えます。景気に左右されない企業づくりで同友
会の飛躍の年にしたいと思います。

②入退会承認の件
入会7名の報告があり、承認されました。現会勢は593名。
③共育求人委員会行事の件
小田柿委員長より、3月14日中堅社員研修会、4月1日新入社員合
同入社式、4月2日新入社員研修会について企画提案があり、承認
されました。入社式にはテレビ局をはじめメディア取材があるので、
会員企業に開催を周知いただくようお願いがありました。

④第20回障害者問題全国交流会in滋賀の件
田井実行委員長より、正副実行委員長案が提出され、副実行委員
長に水野、永井両副代表理事が就任することが承認されました。実
行委員は各支部で今後選出依頼があることを確認しました。

⑤第41回県総会及び2019年理事会日程の件
総会議案作成スケジュール及び19年度日程の確認がありました。
⑥第11回理事会
と き：2月5日
（火） 16:00〜18:00
ところ：同友会事務局

会員動向
●(株)村田自動車工業所（大津支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：森田 明氏 役職：代表取締役社長
●中川 繁氏（福岡産業（株） 北近江支部所属）が取締役工場長から代表取締役社長に就任されました。
●A n s w e r（会員 永田 和也氏 大津支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-0806 大津市打出浜2-1 コラボしが21 4F 409号室
●奥村 健氏（大津支部所属）が会社名を(株)奥清に変更し、代表取締役に就任されました。

新会員ご紹介

第10回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

梅田

克則

丸橋

（有）梅田レース 代表取締役

〒529-1303 愛知郡愛荘町長野2112番地の5
TEL 0749-42-3444

〒528-0028 甲賀市水口町城東5-40 KKY21-1F
TEL 0748-63-1073

事業内容：刺繍レース・編物・織物の染色・整理仕上、刺繍レースのシャーリング、細巾等のスカラカット加工
紹 介 者：蔭山 大輔
所属：東近江支部
刺繍レース（主にエンブロイダリーレース）
・編物・織物の染色と整理加工仕上げ
の工場を経営しています。経営者として必要な知識を学び、社員が幸せになれる
会社に成長させたいため入会させていただきました。皆様、宜しくお願い致します。

中出

事業内容：エステ業
紹 介 者：西田 道弘

所属：甲賀支部

時代の流れの早い今日、5年後、10年後、20年後も働ける環境作りを同友会の
方々から、学ばせて頂きたいと思います。
どうぞご指導よろしくお願い致します。

正幸

北村

滋賀中央信用金庫 守山支店

信子

（株）
フェミニン マネージャー

支店長

栄宏

滋賀中央信用金庫 南草津支店

支店長

〒524-0022 守山市守山6丁目7番16号
TEL 077-583-2711

〒525-0055 草津市野路町456-1
TEL 077-569-5230

事業内容：金融業務（預金業務・融資業務・為替業務等）
紹 介 者：蔭山 孝夫
所属：湖南支部

事業内容：金融業務（預金業務・融資業務・為替業務等）
紹 介 者：蔭山 孝夫
所属：大津支部（東地区）

輝く滋賀づくりをめざして、地元地域金融機関として地域の発展に努力する所
存です。皆様がたのご指導の程、
よろしくお願い申し上げます。

小野田

皆様と一緒に勉強させていただき、地域金融機関として、金融サービスの向上
と地域の活性化に努めてまいります。
ご指導の程、
よろしくお願い申し上げます。

広徳

若林

滋賀中央信用金庫 本店営業部 本店営業部 部長

暢

滋賀中央信用金庫 愛知川支店

支店長

〒523-8651 近江八幡市桜宮町198番地
TEL 0748-34-7766

〒529-1331 愛知郡愛荘町愛知川1728番地
TEL 0749-42-2255

事業内容：金融業務（預金業務・融資業務・為替業務等）
紹 介 者：蔭山 孝夫
所属：東近江支部

事業内容：金融業務（預金業務・融資業務・為替業務等）
紹 介 者：蔭山 孝夫
所属：東近江支部

地域の繁栄を目指し
「当庫のビジネスモデル」
「優しさと強さを兼ね備えた信用
金庫」の構築に向け同友会の皆様と共に努力してまいります。
宜しくお願い申し上げます。

中村

隆裕

滋賀中央信用金庫 彦根営業部

〒522-8655 彦根市中央町5番9号
TEL 0749-22-7721

金融機関としての知識と経験を活かして広く会員の皆様と交流を持ち、共に学び
合いながら相互の資質を高め地域とともに歩む経営体質を築き上げ、最高の店
舗運営が出来ればと思っております。何かと未熟者ですが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？
営業部長

事業内容：金融業務（預金業務・融資業務・為替業務等）
紹 介 者：蔭山 孝夫
所属：北近江支部（彦根）
このようなすばらしい会に参加させていただき光栄に思います。
「地域の皆様と連携し
て、共に地域を元気にしていきたい！！」当庫は「まっすぐ未来」を揚げ、地域の明るい未
来を目指して努力して参ります。皆様方のご指導、
ご鞭撻を何卒お願い申し上げます。

●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

知識

仲間

体験

600名の会員と共に学ぼう！

第41回定時総会・創立40周年記念式典・講演会・懇親会
を開催します！

日時

2019 年4月 25日（木）15:00〜20 :15

会場

クサツエストピアホテル

