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第40期経営指針を創る会
第6講「経営指針書と経営計画」
を開催しました

3月支部・ブロック・部会活動

大津支部 例会
と

き

ところ

と

びわ湖大津館

ところ

草津市立市民交流プラザ

テーマ

感動企業、
ここにあり！ 〜社員が輝く会社〜
宗守 重泰 氏 （株）宗重商店 代表取締役

テーマ 経営者としての考え方の大切さを学び、

自分を信じて進む先に希望が見えた！

〜チームで動く・信頼できる仲間がいる〜
同友会と出会ってたくましくなれた私
報告者 明治 由紀子 氏 HORISTIC YOGA STUDIO HEAL GARDEN 代表

高島ブロック 例会
と

き

ところ

3月7日（木）18:00〜20:30
WEST LAKE HOTEL 可以登楼

テーマ 覚悟を決めた社長就任
〜日々迫りくる課題に立ち向かい、気づいた経営者の視点〜
報告者 川勝 健太 氏 （株）
カワカツ 代表取締役

湖南支部 例会
と

き

ところ

3月20日（水）18:30〜21:00
サンライフ甲西

報告者 山本 忠志 氏 （株）ほけん屋mydo 代表取締役

東近江支部 例会
き

ところ

3月27日（火）18:30〜21:00
ホテルニューオウミ

経営指針を創る会受講を経て
テーマ 支部長3年、
〜これまでの10年、
これからの10年〜
講

師 嶋田 裕士 氏 （有）島田家具工芸 代表取締役

北近江支部 例会
き

3月8日（金）18:00〜20:30

ところ

北ビワコホテルグラツィエ

と

第13回理事会報告
と

き

4月2日
（火）16:00〜17:00

ところ

草津市民交流プラザ

出席者

蔭山・宮川・水野・青木・廣瀬・七黒・濱本・中野・
田中・嶋田・松尾・小田柿・田井・蔭山（大）
･川勝・
大原・中村・奥村（アンダーラインはオブザーバー）
計18名

①蔭山代表理事挨拶
18年度最後の理事会、私にとっても最後の理事会となります。4月
号がスタートします。
これからの時代は大変難しい時代と言えます。

事業継続へのあり方
テーマ わが社の危機管理、
〜2週間前までの参加登録で
会社所在地のハザードマップがもらえます〜

と

理事会だより

25日総会に向けての準備よろしくお願いします。
さて、5月から新元

甲賀支部 例会
き

報告者

3月14日
（木）18:15〜20:45

クサツエストピアホテル

報告者 荒木 順平 氏 （株）
エース産業機器 代表取締役

ところ

き

3月19日（火）18:15〜20:30

任せる経営で会社を成長させる
テーマ 社員を信頼し、
〜大切な人をあなたの会社で働かせることができますか？〜

と

青年部 例会

3月22日（金）18:30〜21:00

テーマ 人が夢中になる環境を創造する
〜滋賀を元気に…滋賀から日本を元気にしたい〜
報告者 西村 大介 氏 （株）滋賀レイクスターズ 代表取締役

難しいからこそ経営者の手腕が問われますので、大変やりがいが
ある面白い時代だと思います。同友会で学び、役員・会員同士で切
磋琢磨して滋賀同友会、滋賀県を盛り上げて下さい。

②入退会承認の件
入会4名、退会4名、除籍1名、新聞読者からの退会1名が報告され
承認されました。現会勢は593名

③滋賀同友シニア会設置の件
蔭山代表理事より、65歳以上の理事経験者で構成するシニア会
（愛称 快調会）
の設置が提案され承認されました。今後メンバーを
募り、設立させることが確認されました。

④第41回総会開催の件
18年度経過報告及び19年度方針（案）、決算・予算及び19年度理
事推薦名簿の提案があり承認されました。議案の印刷、会員への
郵送など手順が報告されました。

⑤2019年度「社長の学び場」ポスター（案）の件
蔭山大輔理事より、ポスター案が提示され大枠が決定しました。
組織活性化委員会で再度、文言やイラストを検討し作成するこ
とが確認されました。

⑥19年度第2回理事会（第1回は総会開催後）
と き：5月10日
（金）16:00〜18:00
ところ：同友会事務局

会員動向
●（学）
ヴォーリズ学園（東近江支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：藤澤俊樹氏 役職：理事長
●寺田俊介氏（(株)ドリーム 大津支部所属）が所長に就任されました。
●一圓直基氏（(株)日昇テクニカ 北近江支部所属）が専務取締役から代表取締役社長に就任されました。
●琵琶湖汽船(株)（大津支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：川﨑和彦氏 役職：執行役員
●蘆田英生氏が会社名をＡＹ保険サービス
（株）
に変更しました。

新会員ご紹介

第13回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

田下

史祥

青木

（株）可以登楼別館 支配人

康行

エーオーケー インダストリー 代表

〒520-1631 高島市今津町名小路1丁目6番地
TEL 0740-22-3111

〒520-3106 湖南市石部中央3-9-57
TEL 0748-69-6117

事業内容：各種宴会、
ブライダル、法要、各種合宿
紹 介 者：七黒 幸太郎 所属：大津支部（高島ブロック）

事業内容：防水工事、塗装工事、請負
紹 介 者：山本 忠志
所属：甲賀支部

地方の食の内需と、地方外からの宿泊という外需は目まぐるしく変化しており
ます。
その変化に対応すべく、同友会にて学び、挑戦をしていきたいと思ってお
りますので、諸先輩方を含めご指導の程をよろしくお願い致します。

丸橋

湖南市にて建物の防水工事と塗装工事を行っております。同友会の皆様の経
営の考えかたや、理念を勉強させて頂きたいと思っております。未熟者ではご
ざいますが、何卒宜しくお願いいたします。

日向

A QU A F ISH

辻本

代表

真樹

湖東開発（株） 係長

〒529-1651 蒲生郡日野町山本778-70
TEL 0748-53-2600

〒520-2331 野洲市小篠原1205番地
TEL 077-587-0333

事業内容：ペット販売業
紹 介 者：丸橋 信子
所属：甲賀支部

事業内容：宅地建物取引業
紹 介 者：奥田 在弘
所属：湖南支部

蒲生郡日野町で、熱帯魚や爬虫類などの生態を取り扱うお店を経営しておりま
す。企業として経営者として、同友会の方々から、色々なことを学ばせて頂き成
長して行きたいと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

幾度か報告会に参加させて頂き皆様の熱意・知識・経験に心打たれ、共に良い会社
を作っていきたいと言う思いで参加させて頂きます。皆様から一つでも多く吸収し成
長したいと思っておりますのでご指導ご鞭撻の程何卒よろしくお願い申し上げます。

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

第22回 女性経営者全国交流会 inひろしまのご案内
テ ー マ：認めあい、
高めあい、生かしあう関係づくりの実践を！

〜同友会理念の実践で、人・企業・地域をつなごう 未来に向けて〜
と

き：6月13日（木）13:00 〜 6月14日（金）12:00

と こ ろ：リーガロイヤルホテル広島・ホテルメルパルク広島
参 加 費：23,000円（宿泊費別）
参加申込：滋賀同友会事務局にお申込みください
申込締切：5月24日（金）※5月24日（金）以降のキャンセルは参加費全額をご負担いただきます。

中小企業家同友会全国協議会 第51回 定時総会in 東京のご案内
テ ー マ：中同協50周年、
5万名へ！

〜中同協設立50周年 同友会理念の総合実践で持続可能な未来を築こう〜
と

き：7月4日（木）13:00 〜 7月5日（金）12:15

と こ ろ：京王プラザホテル
参 加 費：25,000円（宿泊費別）
参加申込：滋賀同友会事務局にお申込みください
申込締切：6月20日（木）※6月25日（火）以降のキャンセルは参加費全額をご負担いただきます。

検索

