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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

1999年
（平成11年）

1月 欧州連合に加盟する11
か国でユーロ通貨導入。
地域振興券の発行が日
本全国で始まる。 

2月 第29回中小企業問題
全国研究集会･岡山

3月 「金融検査マニュアル」
で金融監督庁に要請

（中同協･東京同友会）

日本銀行、ゼロ金利政
策実施。
日産自動車、フランスのル
ノーと資本提携を結ぶ。 

4月 1日 1999年度 新入社員合同入社式 つがやま荘 25 日本、米（コメ）が関税化
（市場開放）。 8-9日 1999年度 新入社員一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 35

13日 湖東地区協議会定時総会 
テーマ:現代に求められる経営理念と街づく
り･人づくり 
報告者:川端五兵衛氏 近江八幡市長

滋賀県厚生年金休暇
センター

45

22日 大津地区協議会第20回定時総会
テーマ:21世紀型企業を社員と共に
報告者:三宅昭二氏 三宅産業㈱ 社長

（香川同友会代表理事）

ロイヤルオークホテル 37

27日 湖南地区協議会第19回定時総会
テーマ:時代のトレンド～わが社の理念はお
知恵拝借･お手伝い～
報告者:後藤征雄氏 シンセイ電気㈱ 社長

（大阪同友会常任理事）

ホテルラフォーレ琵琶湖 45

5月 11日 共同求人・合同企業説明会 クサツエストピアホテル 11社
学生199人

瀬戸内しまなみ海道が
開通。 

19日 共同求人・合同企業説明会 新都ホテル 20社
学生953人

25日 第21回定時総会 
テーマ:大転換の時代の経営課題と企業戦略 
報告者:宮崎由至氏 ㈱宮崎本店 社長

ロイヤルオークホテル 95

6月 4日 共同求人・合同企業説明会
（企業10社･学生238人）

ホテルニューオウミ 金融問題をめぐる全国
政策会議･愛知
西日本地区代表者会議
･和歌山

ソニーが子犬型ペットロ
ボット「AIBO」の発売を
開始。 
男女共同参画社会基
本法が成立。 

16日 女性部第15回定時総会 
テーマ:微差が大差になるマナーの極意 
報告者:西沢良子氏 日本現代作法会助教授

プレジデントホテル 20

28日 共同求人・合同企業説明会 クサツエストピアホテル 10社
学生238人

7月 6日 共同求人・合同企業説明会 新都ホテル 21社
学生599人

設立30周年記念第31回
定時総会･東京

28-29日 第10回経営指針成文化セミナー 八日市ロイヤルホテル 12

8月 第一勧業銀行と富士銀
行、日本興業銀行の3行
が持株会社を設立

9月 21日 八日市･湖東グループBIG例会
テーマ:大転換時代の経営課題と企業戦略 
報告者:宮崎由至氏
㈱宮崎本店 代表取締役

八日市ロイヤルホテル 100 第27回青年経営者全国
交流会･愛媛

東海村JCO臨界事故
発生。茨城県東海村の
核燃料施設JCOで日本
初の臨界事故。2人死
亡。 21日 共同求人・合同企業説明会 新都ホテル 16社

学生364人

10月 19日 1999年度 新入社員フォローアップ研修会 ピアザ淡海 24 1999金融問題調査結果
発表、貸し渋り問題など
の課題を解明

自自公連立により、小渕
2次改造内閣が発足。 

11月 6日 第13回滋賀県経営研究集会 
スローガン:志し高く･そして挑戦する経営実
践に学ぶ 
報告者:浜田輝男氏 
北海道国際航空㈱ 代表取締役社長

ホテルラフォーレ琵琶湖 204 「中小企業基本法改定
にあたっての見解」発表

「金融環境改善につい
ての中小企業家の緊急
要望･提言」発表

国会で初の党首討論
行われる。

2000年
（平成12年）

1月 21日 2000年新春例会 
テーマ:先駆的企業の実践に学ぶ人間尊重
経営 
報告者:赤石義博氏 
㈱森山塗工グループ 会長（中同協会長）

ロイヤルオークホテル 72

2月 22-23日 第11回経営指針成文化セミナー ラフォーレ琵琶湖 8 第30回中小企業問題全
国研究研修会･京都

東京証券取引所でヤ
フージャパンが1億6790
万0000円の最高値を記
録。
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2000年
（平成12年）

4月 3日 2000年度 新入社員合同入社式 つがやま荘 24 地方分権一括法施行
（いわゆる地方分権改
革）。民事再生法、介護
保険制度も施行。

11-12日 2000年度 新入社員一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 26

13日 湖東地区協議会定時総会 
テーマ:オンリーワンの戦略で明日を拓く人づ
くり･ものづり!!
報告者:藪修弥氏 ㈱ミル総本社 代表取締役

（京都同友会副代表理事）

長浜ドーム宿泊研修館 34

19日 製造業部会設立総会
テーマ:中小企業が担う滋賀県経済の活性化
報告者:大槻眞一氏 
阪南大学経営情報学部 教授

REC 24

21日 大津支部第21回定時総会 
テーマ:逆境を切り拓く中小企業の生き残り策 
報告者:大久保尚孝氏

（北海道同友会専務理事） 

ロイヤルオークホテル 55

27日 湖南地区協議会第20回定時総会
テーマ:“本物”をきわめるのは地域のお客様 
報告者:中石工氏 
㈲紙ひこうき 代表取締役

つがやま荘 45

5月 10日 共同求人・合同企業説明会 クサツエストピアホテル 10社
学生250人

北海道有珠山噴火被害
者義援金に全国から438
万4千円寄せられる（そ
の後850万円を突破）

「国民と中小企業･地域
にやさしい金融システム
の確立」（金融アセスメン
ト制度）制定を提唱･国
会要請行動

第一火災海上保険が
経営破綻。
ウラジーミル・プーチンが
ロシア大統領に就任。

19日 第22回定時総会 
テーマ:“共に育つ”精神で全社一丸の企業
づくり 
報告者:山下順一氏 
㈱富山ハイッテック 代表取締役

ホテルラフォーレ琵琶湖 72

23日 共同求人・合同企業説明会 京都テレサホール 18社
学生563人

6月 9日 共同求人・合同企業説明会 ホテルニューオウミ 9社
学生224人

西日本地区代表者会議
･大阪

大規模小売店舗立地
法が施行。
雪印集団食中毒事件
発覚。

21日 女性部第16回定時総会 
テーマ:困難こそチャンス！ 
報告者:豊田みどり氏 
琴屋商事㈱ 代表取締役 （大阪同友会）

あみ定会議室 32

7月 5日 共同求人・合同企業説明会 京都テレサホール 16社
学生352人

第32回定時総会･兵庫 金融監督庁が改組され、
金融庁が発足。
九州・沖縄で第26回主
要国首脳会議が開催さ
れる。

8月 12-13日 第12回経営指針成文化セミナー 長浜ドーム宿泊研修館 12 ロシア原子力潜水艦事
故発生。乗組員118人
は全員死亡。30日 第1回報道関係者との懇談会 大津プリンスホテル 16

9月 6日 八日市･湖東グループBIG例会 
テーマ:共学･教育･共生の企業づくり
報告者:大久保尚孝氏
 （北海道同友会代表理事）

八日市ロイヤルホテル 88 第28回青年経営者全国
交流会･宮城

みずほフィナンシャルグ
ループ発足

12日 2000年度 新入社員フォローアップ研修会 さきら研修室 20

21日 2000年度 第1回中堅社員研修会 つがやま荘 61

26日 近江八幡グループBIG例会 
テーマ:合言葉は“念ずれば夢かなう”
報告者:八木幸子氏
㈱比叡ゆば本舗ゆば 社長

近江八幡商工会議所 31

10月 5-6日 第18回全国広報交流会in滋賀
テーマ:広報活動の発展で同友会の前進を
～21世紀めざして新たなチャレンジ～

ロイヤルオークホテル 82 第10回障害者問題全国
広報交流会･大分

第二電電・KDD・日本移
動通信が合併しKDDI
が発足。

17日 第14回滋賀県経営研究集会 
スローガン:踏み出そう自立型企業への道、
切り拓こう湖国経済の未来! 
報告者:山本徳次氏
㈱たねや 代表取締役社長

ロイヤルオークホテル 173

26日 2000年度 第2回中堅社員研修会 つがやま荘 51

11月 8-9日 第13回経営指針成文化セミナー ホテルラフォーレ琵琶湖 10

15日 2000年度 第3回中堅社員研修会 つがやま荘 43

2001年
（平成13年）

1月 23日 2001年新春例会 
テーマ:21世紀の日本経済と中小企業の経営 
報告者:吉田敬一氏 
東洋大学経済学部教授

クサツエストピアホテル 139 「金融アセスメント法推
進会議（代表･河野幹事
長）」（金融システム検討
会議を発展的解消）を設
置
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2001年
（平成13年）

2月 21日 大津支部20周年記念例会 
テーマ:小さな企業の大きな役割 
報告者:内橋克人氏 経済評論家

大津プリンスホテル 175 宇和島水産高等学校
の実習船がアメリカ海
軍の原子力潜水艦にハ
ワイ沖で衝突されるえ
ひめ丸事故発生。

22日 近江八幡グループBIG例会 
テーマ:社員と共に夢の実現、感動を分かち
合える企業へ！ 
報告者:豊田みどり氏 琴屋商事㈱ 社長

近江八幡商工会議所 34

23-24日 第14回経営指針成文化セミナー KKRホテルびわこ 11

4月 2日 2001年度 新入社員合同入社式 つがやま荘 41 さくら銀行と住友銀行
が合併して三井住友銀
行誕生。

13日 湖東･湖北地区協議会定時総会
テーマ:社員と共に育ち合う企業づくり！ 
報告者:山下順一氏 ㈱富山ハイテック 社長

（富山同友会副代表理事）

八日市ロイヤルホテル 42

18日 共同求人・合同企業説明会 つがやま荘 7社
学生195人

19日 湖南地区協議会21回定時 
テーマ:新時代に対応する企業実践
報告者:平沼辰雄氏 
㈱リバイブ 代表取締役 （愛知同友会）

ホテルラフォーレ琵琶湖 71

24日 大津支部22回定時総会 
テーマ:自立型人間集団への挑戦
報告者:笹原繁司氏 
綜合パトロール㈱ 代表取締役

（千葉同友会常任理事）

ロイヤルオークホテル 92

26-27日 2001年度 新入社員一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 61

5月 29日 第23回定時総会･記念例会 
テーマ:経営環境の激変に対応した新市場
開拓戦略 
報告者:服部豊正氏 
服部製紙㈱ 代表取締役

（愛媛同友会代表理事）

ホテルニューオウミ 157

6月 5日 共同求人・合同企業説明会 つがやま荘 9社
学生173人

西日本地区代表者会議
･香川
第30回定時総会･札幌 
2010年5万名会員目標を
提唱、「金融アセスメント
法」制定運動を提起

大阪教育大附属池田
小児童殺傷事件が発
生、児童8人が死亡、児
童および教職員を含む
15人が負傷する惨事。

20日 地球環境研究会発足 
講師:竺文彦氏 龍谷大学理工学部教授

龍谷大学REC 1階ホー
ル

142

26日 女性部第17回定時総会 
テーマ:問屋からの脱皮！ 
報告者:真田悦子氏 ㈱真田 代表取締役

ロイヤルオークホテル 87

8月 25-26日 第15回経営指針成文化セミナー ホテルラフォーレ琵琶湖 15 金融アセス法署名50万
人目標を提起、金融アセ
ス法案骨子（パンフ制
作）、緊急金融政策提言
を発表

ジャスコ株式会社がイ
オン株式会社に社名変
更。

9月 19日 第2回報道関係者との懇談会 大津プリンスホテル 19 第29回青年経営者全国
交流会･神奈川

アメリカ同時多発テロ事
件発生。
日本国内初の狂牛病 

（BSE） 感染牛が発見
される。

12日 八日市･湖東、彦根･長浜グループ、湖南支
部共育例会 
テーマ:ゼロ成長社会に発展する企業の条件
報告者:丸山博氏 
㈲第一コンサルティング･オブ･ビジネス 社長

八日市ロイヤルホテル 134

21日 第15回経営指針セミナー発表会 ホテルラフォーレ琵琶湖 9

10月 3日 2001年度 新入社員フォローアップ研修会 つがやま荘 40 iPod発表。

11日 野洲支部･近江八幡グループ合同BIG例会 
テーマ:日本の現状と中小企業が取るべき具
体的方法 
報告者:鈴木繁伸氏 
㈱マネージメントブレイン社長

滋賀県立女性センター 24

11月 5日 大津支部BIG例会 
テーマ:中小企業の労働現場における教育
力を考える 
講師:二宮厚美氏 
神戸大学人間発達学科教授

琵琶湖ホテル 91 金融アセスメント法制定
へ100万名署名を提起、
ポスター制作

15-16日 第1回中小企業地球環境問題交流会in滋賀 
テーマ:担おう環境の世紀･小さな企業の大
きな役割～環境保全型社会を地域と共に～

ホテルニューオウミ 117

16日 第15回滋賀県経営研究集会 
テーマ:自らその気になる人間集団づくり 
報告者:赤石義博氏 
森山塗工グループ 会長（中同協会長）

ホテルニューオウミ 78
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2001年
（平成13年）

12月 第5回金融アセスメント法
推進会議･東京、全国請
願署名30万名突破、地
方議会での国への意見
書採択進む

石川銀行破綻。

2002年
（平成14年）

1月 28日 2002年新春例会 
テーマ:デフレ時代を切り拓く売れるモノづく
り･店づくり  
講師:佐藤研司氏 
龍谷大学エクステンションセンター長

クサツエストピアホテル 172 ユーロ紙幣とユーロ硬
貨の流通開始。

2月 22-23日 第16回経営指針成文化セミナー ホテルラフォーレ琵琶湖 11 第32回中小企業問題全
国研究集会･埼玉
金融アセスメント法国会
請願行動、70万名の署
名を衆参両議院に提出。
全国274議会で国への
意見書採択

ソルトレイクシティオリン
ピックが開幕（ - 24日）。

4月 1日 2002年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 65 日本商工会議所と金融
アセス問題で懇談･東京
全国中央会と金融アセ
ス問題で懇談･東京
全国商工会議連合会と
金融アセス問題で懇談･
東京

学習指導要領の見直し
で、完全学校週5日制の
ゆとり教育がスタート。16日 大津支部第23回定時総会 

テーマ:ゼロ成長でも生きられる企業の姿 
報告者:丸山博氏 
㈲第一コンサルティング･オブ･ビジネス 社長

大津プリンスホテル 74

17日 共同求人・合同企業説明会 つがやま荘 9社
学生107名

24日 湖南地区第22回定時総会･記念講演会 
テーマ:企業原人への転身 
報告者:岩原侑氏 
㈱近江兄弟社 代表取締役

ホテルボストンプラザ
草津

81

5月 14日 第24回定時総会 
テーマ:経営とは理念を追求し続けること 
報告者:土井章弘氏 

（財）操風会岡山旭東病院院長

クサツエストピアホテル 140 「金融検査マニュアル」
で金融庁へ意見書提出
島根県中小企業家同友
会創立

経済団体連合会（経団
連）と日本経営者団体
連盟（日経連）が統合、
日本経済団体連合会

（日本経団連）が発足。17-18日 2002年度 新入社員一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 16社
48名

29日 第3回製造業部会定時総会･
（協）ヒップ滋賀設立総会

ホテルボストンプラザ
草津

9

6月 4日 東近江支設立総会 
テーマ存在価値ある企業を目指して 
報告者:大田茂三氏 
㈱サン計装 代表取締役

八日市ロイヤルホテル 67

7日 共同求人・合同企業説明会 滋賀ビル 7社
84名

18日 女性部第18回定時総会 
テーマ:思いが必ず“こと”を成す 
報告者:豊田一成氏 
滋賀大学教育学部教授

クサツエストピアホテル 109

29日 第16期経営指針セミナー発表会 栗東ウィングプラザ 7

7月 6-7日 幹部社員及び経営者一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 43 第34回定時総会･愛知
外形標準課税の導入反
対、ペイオフ全面解禁延
期を求める赤石会長談
話を発表

アフリカのチャドで約600 
－700万年前の人類の
祖先としては最古となる
猿人化石が発見される。

8月 1-2日 第19回中小企業労使問題全国交流会in
滋賀

クサツエストピアホテル 127 東京電力が原子力発
電所の損傷隠蔽。

9月 2日 第3回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 21 第30回青年経営者全国
交流会･鹿児島

 小泉首相、日本の首相
として史上初めて朝鮮
民主主義人民共和国
を訪問。日朝首脳会談
で、北朝鮮の金正日総
書記が日本人拉致問題
を公式に認める。

14-15日 第17期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 21

20日 青年部臨時総会  
テーマ:本音で語る青年幹部･息子の思い 
報告者:蔭山啓介氏 
滋賀建機㈱ 湖南営業所所長

栗東ウィングプラザ 31

10月 12日 第17回経営指針を創る会 第2講 同友会事務局 14 第9回中同協金融アセス
メント法推進会議で金融
アセス法署名80万人突
破、国へ意見書採択400
議会を超えたことを確認

小柴昌俊東京大学名
誉教授にノーベル物理
学賞、翌日には田中耕
一島津製作所社員に
ノーベル化学賞の受賞
が決定する

18日 第1期同友会大学Ⅰ単元① 
テーマ:大転換する日本経済と中小企業の
活路 
講師:佐藤研司氏 龍谷大学経営学部教授

クサツエストピアホテル 53

26日 2002年度 社員共育委員会新入社員
フォローアップ研修会

ホテルラフォーレ琵琶湖 36
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2002年
（平成14年）

10月 29日 第16回滋賀県経営研究集会 
スローガン:飛び出せ中小企業！

『今からここから』不況なんかぶちやぶれ」
報告者:鋤柄修氏 ㈱エステム 代表取締役

ホテルラフォーレ琵琶湖 161

11月 14日 第1期同友会大学Ⅰ単元② 
テーマ:湖国経済の現状と中小企業の未来 
報告者:大槻眞一氏 
阪南大学経営情報学部教授

クサツエストピアホテル 53 「日本経済の危機打開
の緊急要望」で国会要
請行動

『経営指針作成の手引
き』発刊

アルゼンチン政府が世
界銀行向け債務の不
履行（デフォルト）を発表。

19日 大津支部共育BIG例会 
テーマ:人間賛歌の教育をめざして 
報告者:山元万喜雄氏 
愛媛大学教育学部教授

大津プリンスホテル 80

23日 第17期経営指針を創る会 第3講 同友会事務局 12

12月 10日 第1期同友会大学Ⅱ単元① 
テーマ:近江商人の経営理念 
報告者:川端五兵衛氏 近江八幡市長

クサツエストピアホテル 53

14日 第17期経営指針を創る会 第4講 同友会事務局 10

2003年
（平成15年）

1月 11-12日 第17期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 17

15日 2003年新春例会 
テーマ:人間中心の経営こそ企業づくりの根幹 
報告者:横内祐一郎 フジゲン㈱ 会長

クサツエストピアホテル 166

22日 第1期同友会大学Ⅱ単元② 
テーマ:琵琶湖の自然環境と私たちの未来 
報告者:竺文彦氏 龍谷大学理工学部教授

クサツエストピアホテル 46

2月 17日 第1期同友会大学Ⅲ単元① 
テーマ:人間の発達と働くことの役割 
報告者:二宮厚美氏 
神戸大学発達科学部教授

クサツエストピアホテル 37 共 同 求 人ネットワーク
「JobWay」オープン。学
生が直接エントリーできる
システム完成。
第33回中小企業問題全
国研究集会･大分

22-23日 第18期経営指針を創る会 第1講 ラフォーレ琵琶湖 28

3月 17日 第1期同友会大学Ⅲ単元② 
テーマ:微生物に学ぶ関わり合いの知恵 
報告者:斉藤光徳氏 
龍谷大学理工学部電子情報学科教授

クサツエストピアホテル 41 「金融アセスメント法」制
定をめざす第2次国会請
願行動、請願署名101万
名突破

「金融アセスメント法」制
定をめざす国への意見
書決議、21都道府県609
議会達成（2006年7月現
在983議会に）

大和銀行とあさひ銀行
が合併し、りそな銀行発
足。

29日 第18期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 20

4月 1日 2003年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 65 郵政事業庁が日本郵政
公社に。
日経平均株価が7,607
円88銭の大底を記録

（1982年来の安値水
準）。

11日 第1期同友会大学卒業式 クサツエストピアホテル 30

15日 東近江支部第2回定時総会 
テーマ:人の力は無限･弱小企業を世界一
のギターメーカーへ 
報告者:横田祐一郎氏 フジゲン㈱ 会長

八日市ロイヤルホテル 151

15日 社員共育講座合同講演会 八日市ロイヤルホテル 151

16日 大津支部第24回定時総会 
テーマ:地域との信頼関係づくりこそ企業成
長のカギ 
報告者:井上誠二氏 建都住宅販売㈱ 社長

（京都同友会副代表理事）

ロイヤルオークホテル 55

22日 湖南地区協議会第23回定時総会
テーマ:自分を育ててくれる出会いと学び 
報告者:小暮雅恵氏 
㈲アナトール 代表取締役 （大阪同友会）

ホテルボストンプラザ草
津

88

26日 第18回経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 22

5月 14日 新産業創造部会第4回定時総会･
（協）ヒップ滋賀2003年度通常総会
記念講演:集客の法則 
講師:喜多野乃武次氏 
阪南大学国際コミュニケーション学部教授

クサツエストピアホテル 64 鋤柄幹事長、NHK総合
テレビ番組『日曜討論』で

「構造改革一辺倒でな
く生活関連分野への財
政出動を」と発言
赤石義博会長で金融庁
と懇談

小惑星探査機「はやぶ
さ」打ち上げ。

20日 青年部第2回定時総会 
テーマ:業界裏話･･必ずためになる情報交換

栗東ウィングプラザ 25

21日 第25回定時総会 
テーマ:地域経済の発展と同友会の役割 
報告者:大槻眞一氏 阪南大学学長

ホテルニューオウミ 169

24日 第18回経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 18

30日 2003年度 新入社員一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 75
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
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2003年
（平成15年）

6月 11日 女性部第19回定時総会 
テーマ:この時代に求められるのは社員の知
性と文化 
報告者:森本冨美子氏 
㈱ママ･サービス 代表取締役（京都同友会）

ロイヤルオークホテル 56 西日本地区代表者会議
･高知

日本の長期金利が過去
最低の0.43%となった。

21-22日 第18期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 32

7月 12-13日 第19期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 31 第35回定時総会･福岡、
「中小企業憲章制定」を
うたった総会宣言を採択

8月 10日 第19期経営指針を創る会 第2講 ラフォーレ琵琶湖 20

9月 1日 第4回報道関係者との懇談会 大津プリンスホテル 21 第31回青年経営者全国
交流会･青森

小泉再改造内閣発足。

6日 第19期経営指針を創る会 第3講 ラフォーレ琵琶湖 29

10月 18日 第19期経営指針を創る会 第4講 ラフォーレ琵琶湖 24 『同友会運動の発展のた
めに』全面改訂版を発刊25日 2003年度 新入社員フォローアップ研修会 ラフォーレ琵琶湖 57

11月 8-9日 第19期経営指針を創る会 第5講 ラフォーレ琵琶湖 27 第1回役員研修会･東京、
以降年2回開催
金融検査マニュアル別
冊･中小企業編（改訂
版）で金融庁と懇談

JR西日本の近畿圏で
ICOCAの運用開始。14-15日 第19回社員教育問題全国研修交流会in滋

賀･第18回滋賀県経営研究集会 
スローガン:企業における社員”共育”の原点
～今求められる中小企業の『真』の共育とは～
報告者:赤石義博氏（中同協会長） 
報告者:大久保尚孝氏

（北海道同友会相談役理事）

クサツエストピアホテル 293

2004年
（平成16年）

1月 17日 創立25周年記念新春記念講演会 
テーマ:人はなぜだまされるのか 
講師:安斎育郎氏 立命館経済学部教授

ホテルニューオウミ 221 山口県阿東町の養鶏
場で日本国内では1925
年以来79年ぶりとなる
鳥インフルエンザの発
生が確認される。
自衛隊イラク派遣開始。
陸上自衛隊先遣隊がイ
ラク国内に入る。

2月 19日 大津支部BIG例会 
テーマ:働くコトを考える 
報告者:廣江彰氏 立教大学経済学部教授

大津プリンスホテル 111 第34回中小企業問題全
国研究集会･静岡

オウム真理教元教祖の
麻原彰晃に一審（東京
地方裁判所）で求刑通
り死刑判決。21-22日 第20期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 54

3月 9日 青年部･東近江支部合同BIG例会
テーマ:地域NO.1から全国展開へ
報告者:豆田敏典氏 ㈱來來亭 代表取締役

ホテルニューオウミ 120

13日 第20期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 45

4月 1日 2004年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 80 金融アセスメント法制定
を求める国への意見書
決議813議会に到達

消費税の内税（総額）
表示の義務化。13日 湖南･野洲支部第24回定時総会 

報告者:吉田修氏 
農事組合法人モクモク手作りファーム 
専務理事

クサツエストピアホテル 108

17日 第20期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 44

20日 大津支部第25回大津支部定時総会 
テーマ:社員の人生に責任を持つ経営 
報告者:内田五郎氏 
㈱ゴローズ･プロダクツ 社長

（宮崎同友会相談役）

ロイヤルオークホテル 51

22日 北近江支部設立総会 
テーマ:学んで実行･社員と共にすすめる企
業改革 
報告者：宮崎由至氏 ㈱宮崎本店 社長

（三重同友会代表理事）

グランバレー京岩 65

23日 東近江支部第3回定時総会･記念例会 
テーマ:社長の責任は企業発展と人づくり 
報告者：鋤柄修氏 ㈱エステム 会長

八日市ロイヤルホテル 43

5月 13日 新産業創造部会第5回定時総会･
（協）ヒップ滋賀2004年度通常総会
テーマ:持続可能な社会と内発的発展 
報告者:宮本憲一氏 滋賀大学学長

ホテルボストンプラザ
草津

54 鳥取県中小企業家同友
会創立

15日 第20期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 43

18日 青年部第3回定時総会 
テーマ:経営者の姿勢が問われている 
報告者：金森弘和氏 ㈱冨久や 代表取締役

クサツエストピアホテル 48

27日 第26回定時総会･創立25周年事業
｢フェスタ2004 輝け！中小企業！｣

栗東芸術文化会館
さきら

361
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
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2004年
（平成16年）

5月 27日 共同求人・合同企業説明会 栗東芸術文化会館
さきら

12社

28-29日 2004年度 新入社員一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 52

6月 3日 女性部第20回定時総会 ㈱たねや「日牟禮の舎」 19 「私たちの考えるインター
シップ」を発表
西日本地区代表者会議
･島根

12-13日 第20期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 47

7月 9日 共同求人・合同企業説明会 ライズヴィル都賀山 18社 第36回定時総会･岡山
「中小企業憲章」（討議
素案）を発表

8月 25日 湖南支部BIG例会 
映画鑑賞:ホームスイートホーム2
～日傘の来た道～

草津アミカホール 124 第21回中小企業労使問
題全国交流会･富山
中小企業憲章学習運動
推進本部を設置

沖縄県宜野湾市の沖
縄国際大学敷地内に
米軍普天間基地所属
の米軍ヘリコプターが
墜落。

9月 18-19日 第21期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 第32回青年経営者全国
交流会･高知

10月 4日 第5回報道関係者との懇談会 大津シャンピアホテル 21 東海道新幹線開業40
周年。
新 潟 県 中 越 地 震 

（M6.8） ：新潟県で震度
7の地震が発生。死者
68名。

9日 2004年度 新入社員フォローアップ研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 76

15日 第18回滋賀県経営研究集会 
スローガン:いまこそ！！経営革新～人間力経
営が明日を拓く～  
報告者:森建司氏 
新近州㈱ 代表取締役会長

大津プリンスホテル 495

16日 第21期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 54

11月 14日 第21期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 44 中小企業憲章学習運動
推進研修交流会･東京
新潟県中越地震被災義
援金全国より1,346万円
を超える

23日 大津支部共育BIG例会 
テーマ:人育てが良い社会を生み出す 
報告者:玉置半兵衛氏　
㈱半兵衛麩 代表取締役会長

ロイヤルオークホテル 72

12月 11日 第21期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 47 任天堂の携帯型ゲーム
機「ニンテンドーDS」が
日本で発売された。
スマトラ島沖地震の大
津波によりインド洋沿岸
の各国に大きな被害。

2005年
（平成17年）

1月 15-16日 第21期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 55 2010年5万名推進本部
を設置

山一證券が最後の債
権者集会を行い、日銀
特融の1,111億円を返
済不能としたまま破産
手続きを完了。

25日 2005年新春例会 
テーマ:ちがうこと、自らがかわること、かかわ
ること 
講師:大田尭氏 東京大学名誉教授 

クサツエストピアホテル 263

2月 5日 第1期幹部社員連続研修会 第1講
（以降10回連続）

ホテルラフォーレ琵琶湖 49 第35回中小企業問題全
国研究集会･新潟

京都議定書発効。

4月 1日 2005年 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 93 ペイオフ完全施行。
JR福知山線脱線事故。
北京にて、1万人による
反日デモが行われる。

12日 湖南支部第25回定時総会･
野洲支部第22回総会 
テーマ:いま中小企業はどうあるべきか 
講師:二宮厚美氏 
神戸大学発達科学部教授

クサツエストピアホテル 100

16-17日 第22期経営者指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 73

18日 東近江支部第4回定時総会 
テーマ:出会いを活かせば道は拓ける 
講師:中村文昭氏 
㈲クロフネカンパニー 代表取締役

ホテルニューオウミ 87

19日 大津支部第26回定時総会･記念例会 
テーマ:土建型から理念型企業へ 
報告者:蔭山孝夫氏 滋賀建機㈱ 会長

ロイヤルオークホテル 47

27日 北近江支部第2回定時総会 
テーマ:お客様の”喜び”を我が”喜び”とする
社員育て、自分育て 
報告者:畠山晴衣氏 ㈱サロンまき 社長

グランバレー京岩 64

5月 12日 新産業創造部会第6回総会･
（協）ヒップ滋賀第3期定時総会 
テーマ:中小企業連携を力に、新しい仕事と
市場づくり 
講師:佐藤研司氏 龍谷大学経営学部教授

ホテルボストンプラザ
草津

42 全国統一合同企業説明
会、全国26会場で開催
秋田県中小企業家同友
会創立、47都道府県全
てに同友会誕生

21日 第22期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 59
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2005年
（平成17年）

5月 23日 第27回定時総会･記念例会 
テーマ:人を生かす経営 
報告者:㈱千代田エネルギー会長

（中同協顧問）

クサツエストピアホテル 160

25日 合同企業説明会 ライズヴィル都賀山 119

6月 4日 新入社員連続研修会① ホテルラフォーレ琵琶湖 65 西日本地区代表者会議
･兵庫8日 青年部第4回定時総会 

テーマ:25歳で創業･3度の経営危機と20年
を振り返る 
報告者:永田咲雄氏 
㈱ビイサイドプランニング 代表取締役

クサツエストピアホテル･
あたか飯店

38

11日 新入社員連続研修会② ホテルラフォーレ琵琶湖 61

18日 第22期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 70

23日 第22期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 63

8月 22日 第6回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 26

27-28日 第22期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 56

9月 15-16日 第33回青年経営者全国交流会in滋賀 
メインテーマ:先達の教え『三方よしから未来
を拓く』～未来へはばたく青年経営者よ、情
熱を持って地域とともに～

大津プリンスホテル･琵
琶湖ホテル

1,185 第33回青年経営者全国
交流会･滋賀

27日 共同求人・合同企業説明会 クサツエストピアホテル 24

10月 1日 2005年度 新入社員フォローアップ研修会① ホテルラフォーレ琵琶湖 32 第11回女性経営者全国
交流会（女性部交流会
を改称）･奈良

『中小企業憲章学習ハン
ドブック』発刊
2005全国広報･情報化
交流会･大阪

日本原子力研究所と核
燃料サイクル開発機構
が統合し、日本原子力
研究開発機構が発足。
郵政民営化関連法案
が成立。

22日 第21期経営指針を創る会 第6講 琵琶湖リゾートクラブ 36

29日 2009年度 新入社員フォローアップ研修会② ホテルラフォーレ琵琶湖 27

11月 19日 第21期経営指針を創る会 第7講 ホテルラフォーレ琵琶湖 28

24日 大津支部共育BIG例会 
テーマ:私以上でもなく、私以下でもない私  
講師:朴慶南（パクキョンナム）氏 作家

ロイヤルオークホテル 103

12月 17日 第21期経営指針を創る会 第8講 ホテルラフォーレ琵琶湖 31 厚生労働省が2005年
の人口動態統計の年
間推計を発表。日本の
人口、1899年の統計開
始以来初の自然減に。

2006年
（平成18年）

1月 27日 2006年新春例会 
テーマ:されど波風体験 
講師:寺内義和氏 
愛知県私立学校教職員組合連合委員長

クサツエストピアホテル 203 日本郵政株式会社が発
足。
ライブドアの堀江貴文
社長と取締役3人が、証
券取引法違反容疑で
逮捕。

2月 8日 第1期中堅社員連続研修会 第1講
（以降10回連続）

クサツエストピアホテル 72 第36回中小企業問題全
国研究集会･兵庫

日本銀行、量的金融緩
和政策を5年ぶりに解除。

18日 第2期幹部社員連続研修会 第1講
（以降10回連続）

ホテルラフォーレ琵琶湖 39 『人材育成で企業の活
性化を-共同求人のすす
め-』発刊25-26日 第23期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 52

25日 第23回経営指針を創る会 第2講 龍谷大学REC滋賀 54

4月 3日 2006年度 新入社員合同入社式 ロイヤルオークホテル 101 関西ブロック会員増強交
流会･京都18日 東近江支部第5回定時総会 

テーマ:3代目経営者の事業戦略、継承は何
を引継ぎ、何を発展させるのか 
講師:後藤敬一氏 
滋賀ダイハツ販売㈱ 代表取締役

ホテルニューオウミ 77

19日 北近江支部第3回定時総会 
テーマ:理念経営こそ企業発展の原動力！ 
講師:高橋政之氏 高橋金属㈱ 代表取締役

グランバレー京岩 47

21日 大津支部第27回定時総会 
テーマ:生きることと自己肯定感 
講師:高垣忠一郎氏 
立命館大学応用人間科学研究所

大津プリンスホテル 55

22日 第23回経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 42

24日 新産業創造部会第6回･（協）ヒップ滋賀総会 
講師:豊田一成氏 
びわこ成蹊スポーツ大学教授 

クサツエストピアホテル 54



40年の歩み

28

滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2006年
（平成18年）

5月 9日 湖南支部第26回定時総会 
テーマ:経営理念の追求で時代を乗り切る
企業経営 
報告者:土井章弘氏 岡山旭東病院院長

（岡山同友会代表理事）

クサツエストピアホテル 101 全国統一合同企業説明
会21同友会、19カ所で
開催

16日 青年部第5回定時総会 
テーマ:使命を通して考える、成熟市場の革
新戦略 
報告者:伊藤俊一郎氏 
イトマン㈱ 代表取締役

クサツエストピアホテル 48

22日 第28回定時総会 
テーマ:もう一つの日本経済 
報告者:杉村征郎氏 
杉村精工㈱ 会長 （静岡同友会）

ホテルニューオウミ 199

27日 第23期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 40

6月 3日 合同企業説明会 クサツエストピアホテル 55 西日本地区代表者会議
･愛媛

日本の老齢（65歳以上）
人口率が世界最高、同
時に年少（15歳以下）
人口率が世界最低にた。
村上ファンドがインサイ
ダー取引。村上世彰代
表を証券取引法違反の
疑いで逮捕。

6-7日 2006年度 新入社員一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 52

14日 第1期中堅社員連続研修会 第5講 クサツエストピアホテル 55

24-25日 第23期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 46

7月 滋賀同友会の呼びかけ
で「経営指針成文化運
動交流会」･石川
第38回定時総会･石川

9月 9日 第34回青年経営者全国
交流会･徳島

首相指名選挙で、安倍
晋三が第90代内閣総
理大臣に指名・就任。

10月 3-4日 2006年度 新入社員フォローアップ一泊研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 29

11日 第19回滋賀県経営研究集会 
スローガン:理念経営が育む希望と誇り 
報告者:赤石義博氏 
㈱森山塗工グループ会長（中同協会長）

大津プリンスホテル 306

21-22日 第24期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 42

24日 第7回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 20

28日 共同求人・合同企業説明会 Riseville都賀山 14社9名

11月 18日 第24期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 46

27日 青年部･東近江支部合同BIG例会 
テーマ:勝利を導く意識改革  
講師:山本佳司氏 県立野洲高等学校教諭

ホテルニューオウミ 173

12月 9日 第24期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 37 「金融アセスメント法」制
定促進の国への意見書
採択が1000議会突破

（1009議会）

2007年
（平成19年）

1月 20日 第24期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 41 『語り継ごう、平和への熱
い想い』発刊

三菱ふそうトラック・バス、
大型トラック用部品「ハ
ブ」の強度不足が判明。
8車種の約5万6000台を
リコール。

31日 2007年新春例会 
テーマ:革新と創造の時代を生きる 
講師:山口義行氏 立教大学経済学部教授

ホテルニューオウミ 170

2月 24-25日 第24期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 38 『幸せの見える社会づく
り（赤石義博著）』発刊
第37回中小企業問題全
国研究集会･沖縄

3月 24-25日 第24期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 44 「金融アセスメント法」制
定を求める国への意見
書採択1009議会に到達

北海道夕張市、正式に
財政再建団体に移行。

4月 2日 2007年度 新入社合同入社式 クサツエストピアホテル 76 日本銀行発表の3月の
企業短期経済観測調査

（短観）で、景気が4四
半期ぶりに悪化したこと
が判明。
米 格 付け会 社スタン
ダード・アンド・プアーズに
よる日本国債の格付け
が、AA-から2002年以
来5年ぶりにAAに引き
上げられる。
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2007年
（平成19年）

4月 17日 湖南支部第27回定時総会 
テーマ:地方の創業力で日本再生を！ 
報告者:大原謙一郎氏 

（財）大原美術館 理事長

クサツエストピアホテル 22

19日 大津支部第28回定時総会 
テーマ:ふるさと教育のすすめ 
報告者：板倉安正氏 滋賀女子短期大学学長

琵琶湖ホテル 65

25日 東近江支部第6回定時総会 
テーマ:同友会理念に学び社員と共に歩ん
だ10年 
報告者:下林浩子氏 
大鶴食品工業㈱ 社長 （大阪同友会理事）

ホテルニューオウミ 56

26日 北近江支部第4回定時総会 
テーマ:徹底した地域密着型経営でめざす

“人が大切にされる街づくり” 
報告者:野老真理子氏 
大里綜合管理㈱ 社長 （千葉同友会）

グランバレー京岩 45

5月 7日 第2期中堅社員連続研修会 第1講
（以降連続7回）

ホテルニューオウミ 54

14日 第3期幹部社員連続研修会 第1講
（以降連続7回）

クサツエストピアホテル 54

16日 第29回定時総会 
テーマ:伝統産業を生き抜く「正統派異端
系」経営 
報告者:宮崎由至氏 
㈱宮崎本店 代表取締役社長 

（三重同友会）

クサツエストピアホテル 203

23日 共同求人・合同企業説明会 ぱ･る･るプラザ京都 158

25日 青年部第6回定時総会 
テーマ:同友会運動の第一歩は青年部から 
報告者:宮川卓也氏 
宮川バネ工業㈱ 代表取締役

ホテルニューオウミ 21

6月 2日 2007年度 新入社員研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 60 関西ブロック支部長交流
会･滋賀

改正建築基準法施行。
建基法不況に。16-17日 第25期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 48

7月 3日 合同企業説明会 ぱ･る･るプラザ京都 80 「中小企業学習運動推
進本部」を「中小企業憲
章制定運動推進本部」
に改称

第21回参議院議員通
常選挙で民主党が大躍
進し、参議院第一党に。
日経平均株価が874.81
円安と、2000年代最大
の下げ幅を記録。

21日 第25期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 44

25日 第25期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 41

9月 22日 第25期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 41 第35回青年経営者全国
交流会･山口

10月 2日 第20回滋賀県経営研究集会 
スローガン:元気で明るい地域づくり！学ぶこと
から始めよう！ 
報告者:植松努氏 
㈱植松電機 専務取締役（北海道同友会）

大津プリンスホテル 340 第9回役員研修会･京都

10日 共同求人・合同企業説明会 メルパルク京都 69

13日 2007年度 新入社員フォローアップ研修会 ホテルラフォーレ琵琶湖 48

20日 第25期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 46

11月 10-11日 第25期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 43 中小企業憲章制定運動
推進本部「2007中小企
業振興基本条例制定運
動交流会」開催･東京

2008年
（平成20年）

1月 24日 2008年新春例会 
テーマ:市場自立型中小企業への道 
講師:黒瀬直宏氏 専修大学教授

ホテルニューオウミ 153 新テロ特措法が施行さ
れる。中国製冷凍ギョー
ザ事件。

2月 16-17日 第26期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 42 東芝、HD DVD事業か
らの撤退を正式発表。

3月 13日 共同求人・合同企業説明会 メルパルク京都 91 第38回中小企業問題全
国研究集会･宮城

東京外国為替市場で、
1995年11月以来12年4
か月ぶりに1ドル100円を
突破する円高を記録。

15日 第26期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 37

4月 1日 2008年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 103 41,077名の史上最高の
会勢に到達

『会員増強の手引き』発
刊

改正パートタイム労働法
施行。

7日 2008年度 第1回新入社員ビジネスマナー
研修会

クサツエストピアホテル 70
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2008年
（平成20年）

4月 15日 湖南支部第28回定時総会 
テーマ:環境問題から考える我社の経営 
報告者:内藤正明氏 
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 
センター長

クサツエストピアホテル 83

18日 北近江支部第5回定時総会 
テーマ:同友会らしい経営指針成文化のす
すめ方 
報告者:奥長弘三氏 
㈲コンサルタント朋友 社長 （東京同友会）

県立文化産業交流会
館

41

19日 第26期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 39

23日 東近江支部第7回定時総会 
テーマ:伊庭 貞剛翁の志した日本の姿、企
業のあり方 
報告者:末岡照啓氏 住友資料館 副館長

ホテルニューオウミ 43

24日 大津支部第29回定時総会 
テーマ:激変の業界を逆手に新市場創造 
報告者:村井良隆氏 
㈱あさ開 代表取締役

（岩手同友会 代表理事）

琵琶湖ホテル 63

5月 14日 第30回定時総会 
テーマ:人は誰でも主役になれる 
報告者:横石知二氏 
㈱いろどり 代表取締役副社長

クサツエストピアホテル 216 中小企業憲章ヨーロッパ
視察･ベルギー･フィンラン
ド

日本料理の名店、船場・
吉兆が廃業。

17日 第26期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 39

22日 （協）ヒップ滋賀第7回定時総会･記念例会 
テーマ:モクモクの挑戦！ 
報告者:吉田修氏 
伊賀の里モクモク手作りファーム 専務理事

ホテルボストンプラザ草
津

19

27日 共同求人・合同企業説明会 メルパルク京都 154

29日 青年部第7回定時総会 
テーマ:次代を担う経営者の熱き思い！！ 
報告者：東海孝雄氏 
東海工業所（京都同友会 青年部）

クサツエストピアホテル 21

6月 7日 第4期幹部社員･第3期中堅社員連続研修
会 第1講（以降6回連続）

ホテルラフォーレ琵琶湖 101

21日 第26期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 41

7月 2日 共同求人・合同企業説明会 メルパルク京都 20 第40回定時総会･埼玉 iPhone 3Gが発売され
る。
第34回主要国首脳会
議。北海道洞爺湖町で
開催
日雇い派遣大手のグッド
ウィルが、度重なる不祥
事により廃業。

5日 2008年度 第2回新入社員ビジネスマナー
研修会

ホテルラフォーレ琵琶湖 60

19-20日 第26期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 31

8月 北京オリンピック開幕。

9月 11日 2008年度 第3回新入社員ビジネスマナー･
フォローアップ研修会

ホテルラフォーレ琵琶湖 54 第36回青年経営者全国
交流会･岩手

『Think Small First・中
小企業憲章ヨーロッパ視
察報告集』発刊

リーマン・ブラザーズが
経営破綻。負債総額は
6130億ドル（約64.5兆
円）。ダウ平均株価の終
値が、当時史上最大の
下げ幅記録。
国民生活金融公庫、農
林漁業金融公庫、中小
企業金融公庫、国際協
力銀行が日本政策金融
公庫に移行。
松下電器産業が社名を

「パナソニック株式会
社」に変更。
日経平均株価が下落率
では戦後4番目の下げ
幅を記録する暴落を記
録。

18-19日 第27期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 41

24日 第8回報道関係者との懇談会 びわ湖ホテル 13

11月 8日 第27期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 35 第1回人を生かす経営
全国交流会･滋賀

12月 13日 第27期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 37 「中小企業経営の危機
回避のための緊急政策
提言」を中小企業庁、金
融庁、全政党へ要請

本田技研工業、第3期
F1活動の撤退を発表。
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2008年
（平成20年）

12月 10-12月期の国内総生
産が前期比3.3%減と、
2001年4-12月期のITバ
ブル崩壊以来7年ぶり
の3四半期連続のマイ
ナス成長。

2009年
（平成21年）

1月 16日 滋賀同友会創立30周年記念式典･2009年
新春例会･記念講演 
テーマ:森は海の恋人 
講師:畠山重篤氏
 ㈲水山養殖場 代表取締役

大津プリンスホテル 195 幹事会、全会員に訴える
緊急アピール「企業存続
のため、経営改善に全力
で取り組もう」を発表、全
会員に送付

「ジュエリーマキ」などを
経営する三貴、民事再
生法適用を申請。負債
総額117億円。

24日 第27期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 40

2月 21日 第27期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 38 第39回中小企業問題全
国研究集会･熊本

3月 21-22日 第27期経営指針を創る会 第6講（最終講） ホテルラフォーレ琵琶湖 36 日経平均株価の終値が
7054円98銭。バブル崩
壊後の最安値を更新。

13日 青年部BIG例会 
テーマ:朝礼日本一！！最強チームの作り方 
報告者:大嶋啓介氏 
㈲てっぺん 代表取締役

ホテルニューオウミ 154

4月 1日 2009年度 合同入社式 クサツエストピアホテル 50 前橋市（群馬県）・大
津市（滋賀県）・尼崎市

（兵庫県）が中核市に
移行。
国際通貨基金（IMF）、
実質経済成長率（実質
GDP）を日本はマイナス
6.2%とする今年の経済
見通しを発表。

14日 湖南支部第29回定時総会 
テーマ:受注減･販売不振･単価切り下げ…
どう乗りきるか！？ 
報告者:宮川卓也氏 
宮川バネ工業㈱ 代表取締役

クサツエストピアホテル 57

22日 東近江支部第8回定時総会 
テーマ:景観の美しさは、環境の健康のバロ
メーター 
報告者:ブライアン ウイリアムズ氏 画家

ホテルニューオウミ 49

23日 北近江支部第6回定時総会 
テーマ:サッカーを通じての夢 
報告者:岡健太郎氏 ジェフ市原 元社長

滋賀県文化産業交流館 71

24日 大津支部第30回定時総会 
テーマ:あきらめず“経営理念”を語り続ける！ 
報告者:八坂豊氏 
㈱奈良ロイヤルホテル 代表取締役

（奈良同友会 常任理事･北和支部長）

びわ湖大津館 51

28日 青年部第8回定時総会 
テーマ:本物のアミューズメントスペースの作
り方 
報告者:竹内基恭氏 
エスケイ興産㈱ 総括マネージャー

ホテルニューオウミ 40

5月 15日 第31回定時総会 テーマ:”挑戦”と”改革”が
企業発展の原動力 
報告者:落合洋氏 
㈱テキサス･㈱ウエスタングループ 
代表取締役
 （北海道同友会 副代表理事）

ホテルニューオウミ 130

20日 （協）ヒップ滋賀第8回通常総会 栗東ウィングプラザ 9

21日 共同求人･合同企業説明会 新都ホテル 41社
学生241人

6月 20-21日 第28期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 42 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･兵庫

7月 7日 共同求人・合同企業説明会 メルパルク京都 5 設立40周年･第41回定
時総会･東京11日 第28期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 41

8月 29日 第28回経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 37 経営労働問題全国交流
会･大阪

9月 26日 第28回経営指針を創る会 第4講 琵琶湖リゾートクラブ 35 第37回青年経営者全国
交流会･北海道

消費者庁発足。
鳩山由紀夫民主党党
首が第93代内閣総理
大臣に。

10月 6日 共同求人・合同企業説明会 メルパルク京都 5社 第13回役員研修会･
奈良17-18日 第28期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 37

30日 第21回滋賀県経営研究集会 
スローガン:地域の活力で日本経済の再生を 
報告者:鋤柄修氏 
㈱エステム 代表取締役会長 
中同協会長

琵琶湖ホテル 175
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2009年
（平成21年）

11月 7日 第28期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 34 太陽光発電の余剰電
力を48円/KWhで電力
会社が10年間買い取る
制度開始。
中小企業等金融円滑
化法成立。

2010年
（平成22年）

1月 27日 2010年新春例会 
テーマ:激動の2010年、我々はどう対応するか 
講師:山口義行氏 立教大学経済学部教授

ホテルニューオウミ 136 日本年金機構が発足。
日本航空が会社更生法
の適用を申請。

2月 20-21日 第29期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 44 第40回中小企業問題全
国研究集会･京都

3月 13日 第29期経営指針を創る会 第2講 琵琶湖リゾートクラブ 41 関西ブロック憲章制定運
動推進大交流会･大阪24日 青年部BIG例会 

テーマ:サービスを超える瞬間 
講師:高野登氏 
人とホスピタリティ研究所 代表

草津アミカホール 291

4月 1日 2010年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 58

10日 第29期経営指針を創る会 第3講 琵琶湖リゾートクラブ 35

13日 湖南支部第30回定時総会 
テーマ:自社の弱みが新市場開拓につながる！ 
報告者:小林真作氏 
㈱小林ゴールドエッグ 代表取締役

クサツエストピアホテル 68

13日 東近江支部第9回定時総会 
テーマ:思うは招く 
報告者:植松努氏 ㈱植松電機 専務取締役

近江兄弟社学園 講堂 154

23日 大津支部第31回定時総会･30周年式典 
テーマ:強さを磨き、存在感を高める 
講師:吉田 敬一氏 駒沢大学経済学部教授

琵琶湖ホテル 93

23日 北近江支部第7回総会 
テーマ:グローバル経済の中での中小企業
発展の展望 
報告者:青木雅生氏 三重大学准教授

北ビワコホテル
グラツィエ

43

26日 青年部第9回定時総会 草津市立まちづくりセン
ター

28

5月 13日 第32回定時総会 
テーマ:日本でいちばん大切にしたい社会 
講師:坂本光司氏 
法政大学大学院政策創造研究科教授

ピアザ淡海 大会議室 184

15日 第29期経営指針を創る会 第4講 琵琶湖リゾートクラブ 38

26日 合同企業説明会 メルパルク京都 3

31日 （協）ヒップ滋賀第9回通常総会 
報告者:大日常男氏 山科精器㈱ 代表取締役

クサツエストピアホテル 27

6月 19日 第29期経営指針を創る会 第5講 琵琶湖リゾートクラブ 34 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･和歌山

鳩山由紀夫内閣総辞
職。菅内閣発足。

「中小企業憲章」が閣
議決定される。

7月 6日 合同企業説明会 メルパルク京都 5 第42回定時総会･大分

17-18日 第29期経営指針を創る会 第6講 国民宿舎つづらお荘 33

23日 第9回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 19

9月 第38回青年経営者全国
交流会･山形

10月 5日 合同企業説明会 グランヴィア京都 5

11月 6-7日 第30期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 36

27日 第22回滋賀県経営研究集会 
スローガン:地域と共に新たな仕事を生み出
して雇用と暮らしを守ろう 
報告者:横田英毅氏 
ネッツトヨタ南国㈱ 取締役相談役

龍谷大学 瀬田キャンパ
ス

218

12月 18日 第30期経営指針を創る会 第2講 龍谷大学エREC滋賀 31 全国事務局長会議･
大阪

2011年
（平成23年）

1月 15日 第30期経営指針を創る会 第3講 龍谷大学エREC滋賀 33 宮崎県の農場で高病
原性鳥インフルエンザ
の感染確認。

17日 2011年新春例会 
テーマ:なぜ、デンマーク人は幸福な国を作る
ことに成功したのか 
講師:ケンジ･ステファン･スズキ氏 
S.R.A デンマーク社 代表

ホテルニューオウミ 157
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2011年
（平成23年）

2月 19日 第30期経営指針を創る会 第4講 龍谷大学エREC滋賀 31

3月 8日 高島ブロックBIG例会 
テーマ:地域と企業に人財を残す 
報告者:小川明彦氏 
㈱大津屋 代表取締役社長 （福井同友会）

ウェストレイクホテル
可以登桜

34 第41回中小企業問題全
国研究集会･岡山

東日本大震災が発生。
福島第一原子力発電
所事故が発生。

12日 第30期経営指針を創る会 第5講 龍谷大学エREC滋賀 30

17日 湖南支部BIG例会 
テーマ:成功する脳をつくる 
講師:西田 文郎氏 ㈱サンリ 会長

クサツエストピアホテル 269

4月 1日 2011年度 合同入社式 クサツエストピアホテル

16-17日 第30期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 34

19日 北近江支部第8回定時総会 
テーマ:国境をこえた人の繋がり 
報告者:朝木未夏氏 
元JICA大阪国際センター 
国際協力推進員滋賀デスク

北ビワコホテル
グラツィエ

33

20日 湖南支部第31回定時総会 
テーマ:幸せの見える社会作り･地域づくり 
報告者:赤石義博氏 
あかいし脳神経外科クリニック 会長

クサツエストピアホテル 69

21日 大津支部第32回定時総会 
テーマ:幸せの見える社会 
報告者:赤石義博氏 
あかいし脳神経外科クリニック 会長

琵琶湖ホテル 51

5月 13日 第33回定時総会 記念講演 
テーマ:消費税で国は救われるのか！ 
講師:斎藤貴男氏 ジャーナリスト

滋賀県民交流センター
大会議室

136

13日 第10回東近江支部定時総会 ピアザ淡海 17

26日 共同求人・合同企業説明会 京都産業会館 5

26日 青年部第10回定時総会 ホテルボストンプラザ
草津

31

31日 （協）ヒップ滋賀第10回通常総会･
新産業創造委員会例会  
講師:西村芳実氏 
工学博士 ㈱栗田製作所 特別顧問

草津まちづくりセンター 22

6月 25日 2011年度 新入社員フォローアップ研修会 ラフォーレ琵琶湖 64 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･奈良

7月 7日 共同求人・合同企業説明会 京都産業会館 5 第43回定時総会･
北海道

23-24日 第31期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 38

8月 20日 第31期経営指針を創る会 第2講 龍谷大学REC 37 近畿圏青年部合同例会
･兵庫

9月 8日 第23回滋賀県経営研究集会 
テーマ:激変の時代を乗り越える企業づくり 
報告者:加藤明彦氏 
エイベックス㈱ 代表取締役会長

（愛知同友会 同友会 代表理事）

ホテルラフォーレ琵琶湖 125 第39回青年経営者全国
交流会･富山

9日 第10回報道関係者との懇談会 びわ湖温泉紅葉 20

10日 第31期経営指針を創る会 第3講 龍谷大学REC 34

10月 15日 第31期経営指針を創る会 第4講 龍谷大学REC 26

11月 19日 第31期経営指針を創る会 第5講 龍谷大学REC 29

12月 3日 第31期経営指針を創る会 第6講 龍谷大学REC 27

2012年
（平成24年）

1月 18日 2012年新春例会･記念講演 
テーマ:永続的に繁栄する会社は、人を大切
にする会社 
講師:田中典生氏 脳力開発センター 社長

ホテルニューオウミ 162 復興庁が発足。

2月 東京スカイツリー竣工

3月 7日 青年部10周年記念式典･講演 
テーマ:「滋賀」だからこそ出来る！これからの
経営者･幹部がやるべき事 
講師:藻谷浩介氏

コラボしが21大会議室 78 第42回中小企業問題全
国研究集会･福島

格安航空会社、ピーチ・
アビエーションが初就航。

4月 2日 2012年度 合同入社式 クサツエストピアホテル 70 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･京都19日 北近江支部第9回定時総会 グリーンホテルYES長

浜 みなと館
24

21-22日 第32期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 37
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2012年
（平成24年）

4月 27日 第34回定時総会 
テーマ:我らの元気が地域を創る！ 
講師:岡田知弘氏 京都大学大学院教授

ピアザ淡海 102

27日 大津支部第33回定時総会 ピアザ淡海 28

27日 湖南支部第32回定時総会 ピアザ淡海 37

27日 東近江支部第11回定時総会 ピアザ淡海 22

5月 19日 第32回経営指針を創る会 第2講 龍谷大学REC 38

22日 共同求人・合同企業説明会 京都産業会館 9社

24日 （協）ヒップ滋賀第11回通常総会･
新産業創造委員会例会 
テーマ:新事業プレゼン交流会

龍谷大学REC 15

26日 青年部第11回定時総会･記念例会 
テーマ:ボクは○○○を持っていませんでした 
報告者:川勝健太氏 
㈱カワカツ 専務取締役

フェリエ南草津 34

6月 16日 第32期経営指針を創る会 第3講 龍谷大学エREC滋賀 34

7月 5日 共同求人・合同企業説明会 京都産業会館 5社 第44回定時総会･岐阜 食品衛生法により生の
牛レバー（レバ刺し）の
提供禁止。
格安航空会社「ジェット
スター・ジャパン」就航。

7日 2012年度 第1回新入社員フォローアップ
研修会

ラフォーレ琵琶湖 36

20日 第32期経営指針を創る会 第4講 龍谷大学エREC滋賀 34

8月 18日 第32期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 29

9月 8日 第32期経営指針を創る会 第6講 龍谷大学エREC滋賀 30 第16回障害者問題全国
交流会･大阪

日本の65歳以上の人口が
3074万人と過去最多となる。27日 第11回報道関係者との懇談会 びわ湖温泉紅葉 18

10月 第40回青年経営者全国
交流会･島根

山中伸弥京都大学iPS細
胞研究所所長がノーベル
生理学・医学賞を受賞。

11月 9日 2012年度 第2回新入社員フォローアップ
研修会

ラフォーレ琵琶湖 62

28日 東近江支部10周年記念例会 
テーマ:四万十オヤジズに学ぶ 
報告者:畦地履正氏･梅原真氏

能登川コミュニティホール 163

12月 7日 2012年度 中堅社員連続研修会 龍谷大学エREC滋賀 43 全国事務局会議･大阪 自由民主党総裁・安倍
晋三が内閣総理大臣
に再就任。

2013年
（平成25年）

1月 11-12日 第33期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 38

17日 2012年度 中堅社員連続研修会 龍谷大学エREC滋賀 46

24日 2013年新春例会･記念講演 
テーマ:中小企業の強みここにあり！ 
講師:吉田敬一氏 駒沢大学経済学部教授

ホテルニューオウミ 113

2月 4日 2012年度 中堅社員連続研修会 龍谷大学エREC滋賀 43 第43回中小企業問題全
国研究集会･福岡23日 第33期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 32

3月 16日 第33期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 32

4月 1日 2013年度 合同入社式
事務局移転

クサツエストピアホテル
草津市野路8-13-1  
KE草津ビル1F

60 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･滋賀

障害者雇用率を2%に
引き上げ。

5日 2013年度 新入社員研修会 栗東芸術文化会館
さきら

41

17日 北近江支部第10回定時総会 グリーンホテルYES長浜 
みなと館

22

20日 第33期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 32

5月 14日 （協）ヒップ滋賀第12回通常総会･
新産業創造委員会例会 
テーマ:新事業プレゼン交流会

ポリテクカレッジ滋賀 17

18日 第33期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 32

21日 第35回定時総会 
テーマ:人に必要とされる会社をつくる 
講師:松浦信男氏 
万協製薬㈱ 代表取締役社長

クサツエストピアホテル 117

21日 大津支部第34回定時総会 クサツエストピアホテル

21日 湖南支部第33回定時総会 クサツエストピアホテル 20

31日 青年部第12回定時総会 
テーマ:空中戦から地上戦へ 
報告者:寺田好孝氏 寺田商事㈱ 取締役

ホテルボストンプラザ
草津

45
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2013年
（平成25年）

6月 15日 第33期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 36 2013中小企業憲章推進
月間キックオフ集会･
東京
第16回女性経営者交流
会･大阪

7月 9日 共同求人・合同企業説明会 京都産業会館 7社 第45回定時総会･宮崎

19日 2013年度 第1回新入社員フォローアップ
研修会

草津まちづくりセンター 54

8月 29日 2013年度 経営者･幹部社員研修会 第1講
（以降7回連続）

草津市民交流プラザ 27

30日 第12回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 16

9月 14-15日 第34期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 25 第41回青年経営者全国
交流会･東京

10月 12日 第34期経営指針を創る会 第2講 ホテルラフォーレ琵琶湖 24

30日 2013年度 中堅社員研修会（1日目） 草津市民交流プラザ 26

11月 8日 2013年度 第2回新入社員フォローアップ
研修会

草津まちづくりセンター 40

15日 第24回滋賀県経営研究集会 
スローガン:強靱な企業づくりと同友会運動
を推進し、県民の暮らしと雇用･地域経済発
展の原動力となろう！ 
報告者:宮崎由至氏 
㈱宮崎本店 代表取締役

（中同協副会長･三重同友会相談役）

ロイヤルオークホテル 253

16日 第34期経営指針を創る会 第3講 ホテルラフォーレ琵琶湖 24

26日 2013年度 中堅社員研修会（2日目） 草津市民交流プラザ 27

12月 6日 甲賀支部設立記念例会 
テーマ:自社の付加価値を高める 
報告者:中村行則氏 
㈱ナカムラ 専務取締役

（京都同友会 副代表理事）

甲賀市商工会館や
満平

51 『和食　日本人の伝統
的な食文化』がユネス
コの無形文化遺産に登
録される。

14日 第34期経営指針を創る会 第4講 ホテルラフォーレ琵琶湖 28

2014年
（平成26年）

1月 11日 第34期経営指針を創る会 第5講 ホテルラフォーレ琵琶湖 25

28日 2014年新春例会 
テーマ:2014年をどうする！ 
講師:関智宏氏 
阪南大学経営情報学部准教授

ホテルニューオウミ 96

2月 15日 第34期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 27 第44回中小企業問題全
国研究集会･広島

4月 1日 2014年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 85 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･兵庫

消費税が5%から8%に
増税される。
熊本県多良木町の農
場で鶏から鳥インフルエ
ンザを検出。

2日 2014年度 新入社員研修会 草津市民交流プラザ 46

18-19日 第35期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 27

23日 第36回定時総会 
テーマ:経営者の責任から始まった人を生か
す経営 
報告者:広浜泰久氏 
㈱ヒロハマ 代表取締役会長

（中同協 幹事長）

ホテルラフォーレ琵琶湖 115

23日 東近江支部第13回定時総会 ホテルラフォーレ琵琶湖 17

5月 14日 （協）ヒップ滋賀第13回通常総会･同友会新
産業創造委員会例会 
講師:深尾昌峰氏 龍谷大学政策学部准教授 

フェリエ南草津 19

18日 第35期経営指針を創る会 第2講 同友会事務局 28

19日 大津支部第35回定時総会 
テーマ:どんな時も展望を掲げ社員と共に再
建する！ 
報告者:河野通洋氏 
㈱八木澤商店 代表取締役

琵琶湖ホテル 110

23日 北近江支部第11回定時総会･記念例会 
テーマ:自立型企業への道 
報告者:小川彰三氏 
湖北精工㈱ 取締役会長

北ビワコホテル
グラツィエ

42

27日 湖南支部第34回定時総会 
テーマ:学びをどう実践するか？ 
報告者:井内良三氏 ㈱タオ 代表取締役

クサツエストピアホテル 69



40年の歩み
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2014年
（平成26年）

5月 27日 甲賀支部第1回定時総会 
テーマ:中小企業の未来を創る企業連携･
地域連携
報告者:高橋 信二氏 
NPO法人就労ネットワーク滋賀 
スーパーバイザー

サンライフ甲西 21

30日 青年部第13回定時総会 
テーマ:いい会社をつくろう！！ 
報告者:上田泰史氏 
㈱大津給食センター 専務取締役

ホテルニューオウミ 33

6月 21日 第35期経営指針を創る会 第3講 同友会事務局 26 2014中小企業憲章推進
月間キックオフ集会･
東京

ユネスコの世界文化遺
産委員会で、富岡製糸
場と絹産業遺産群の世
界文化遺産登録決定。

7月 11日 2014年度 第1回新入社員フォローアップ
研修会

草津市民交流プラザ 62 第46回定時総会･新潟 ネイチャー、STAP細胞
に関する論文2本を撤
回。

8月 広島市豪雨土砂災害
発生。

9月 16日 2014年度 経営者･幹部社員研修会 第1講 草津市民交流プラザ 27 第42回青年経営者全国
交流会･奈良

御嶽山が7年ぶりに噴
火。58人が死亡。27日 第35期経営指針を創る会 第5講 同友会事務局 24

10月 3日 第13回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル ノーベル物理学賞受賞
者に赤崎勇・天野浩・中
村修二の3人が決定。14日 2014年度 経営者･幹部社員研修会 第2講 草津市民交流プラザ 25

25日 第35期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 23

11月 11日 第25回滋賀県経営研究集会 
スローガン:強靭な企業づくり運動を展開し
地域経済発展の原動力となろう！ 
報告者:藻谷浩介氏 
㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員

クサツエストピアホテル 170

17日 2014年度 経営者･幹部社員研修会 第3講 草津市民交流プラザ 22

12月 5日 2014年度 第2回新入社員フォローアップ
研修会

草津市民交流プラザ 39 全国事務局長会議･
兵庫

小惑星探査機「はやぶ
さ2」打ち上げ。

6日 湖南支部BIG例会 
テーマ:経営者が変われば会社も変わる! 
報告者:早間雄大氏 
㈱クニヨシ 代表取締役社長

（広島同友会）

クサツエストピアホテル 57

2015年
（平成27年）

1月 23-24日 第36期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 28 日本マクドナルド「チキン
マックナゲット」に異物
混入を公表。

28日 2015年新春例会･記念講演 
テーマ:経営指針実践による強靱な企業づくり 
講師:青木雅生氏 
三重大学人文学部准教授

ホテルニューオウミ 120

2月 10日 後継者養成講座 ㈱ピアライフ 16

21日 第36期経営指針を創る会 第2講 同友会事務局 26

27日 2014年度 中堅社員研修会 草津市まちづくり
センター

32

3月 14日 第36期経営指針を創る会 第3講 同友会事務局 22 第45回中小企業問題全
国研究集会･神奈川

チュニジア・チュニスの
バルド国立博物館で銃
乱射事件。日本人3人を
含む23人が死亡。他日
本人観光客3人が負傷。

17日 湖南支部BIG例会 
テーマ:後継者･後継社長が未来を築くため
の必須条件 
報告者:大島 康義氏 
㈱後継者BC研究所 代表取締役

クサツエストピアホテル 102

4月 1日 2015年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 68 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･和歌山

日経平均株価が一時、
取引時間中としてITバ
ブル時代の2000年4月
17日以来ほぼ15年ぶり
に2万円台を回復。

2日 2015年度 新入社員研修会 草津市民交流プラザ 39

11日 第36期経営指針を創る会 第4講 同友会事務局 23

24日 第37回定時総会 
テーマ:縮小の時代を生き残る企業（経営
者）とは 
報告者:松井清允氏 （中同協 専務幹事）

八日市ロイヤルホテル 115

24日 東近江支部第14回定時総会 八日市ロイヤルホテル 18

5月 14日 北近江支部第13回定時総会 
テーマ:ローザンベリー多和田に懸ける夢！ 
報告者:大澤恵理子氏 
㈱メリーデイズ 代表取締役

北ビワコホテル
グラツィエ

42
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2015年
（平成27年）

5月 19日 大津支部第36回定時総会 
テーマ:“人を生かす経営の実践”
｢経営者と社員が共に歩む経営を！！｣ 
報告者:川中英章氏 
㈱EVENTOS 代表取締役

（広島同友会 求人社員教育委員長）

びわ湖大津館 桃山 44

19日 湖南支部第35回定時総会 
テーマ:同友会の学びを経営に活かす！ 
報告者:北野裕子氏 
㈱エフアイ 代表取締役

クサツエストピアホテル 70

21日 甲賀支部第2回定時総会 
テーマ:夢を叶える魔法の技術で日本を機械
長寿の国にする 
報告者:立石豊氏 
㈱シンコーメタリコン 代表取締役

やまりゅう 30

25日 （協）ヒップ滋賀第14回通常総会･
新産業創造委員会例会 
報告者:辻昭久氏 ツジコー㈱ 社長
高橋大樹氏 ツジコー㈱ 係長

トラットリア･デラ･メーラ 14

6月 13日 第36期経営指針を創る会 第5講 同友会事務局 25 2015中小企業憲章･条
例推進月間キックオフ集
会･東京

7月 9日 2015年度 第1回新入社員フォローアップ
研修会

草津市民交流プラザ 44 第47回定時総会･岩手
関西ブロック合同調査集
計結果記者発表･大阪

第39回世界遺産委員
会で「明治日本の産業
革命遺産 製鉄・製鋼、
造船、石炭産業」を世
界遺産に登録決定。

26日 第36回経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 27

9月 25日 立命館大学との協力協定締結式 立命館大学びわこくさ
つキャンパス

10 第43回青年経営者全国
交流会･山梨
第26回中同協役員研修
会･京都

参院本会議において安
全保障関連法案が可
決成立。30日 合同企業説明会（企業13社･学生30人） 龍谷大学 

大阪梅田キャンパス
9

10月 1日 第14回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 22

2-3日 第37期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 30

11月 16日 第26回滋賀県経営研究集会 
スローガン:人を生かす経営が幸せな社会を
創る 
報告者:渡邉幸義氏 
アイエスエフネットグループ 代表

クサツエストピアホテル 232 国産初のジェット旅客機
MRJが県営名古屋空
港で初飛行。

21日 第37期経営指針を創る会 第2講 同友会事務局 6

12月 2日 2015年度 第2回新入・若手社員研修会 草津市民交流プラザ 39

5日 第37期経営指針を創る会 第3講 同友会事務局 23

15日 湖南支部BIG例会
テーマ:すべての人が輝く滋賀
報告者:三日月大造氏 滋賀県知事

クサツエストピアホテル 81

2016年
（平成28年）

1月 22日 2016年新春例会･記念講演 
テーマ:アベノミクス下の地域経済から中小
企業を考える 
講師:松本朗氏 
立命館大学経済学部長教授

ホテルニューオウミ 99

23-24日 第37期経営指針を創る会 第4講 同友会事務局 24

2月 13日 第37期経営指針を創る会 第5講 同友会事務局 23 第46回中小企業問題全
国研修集会･香川

北朝鮮が長距離弾道ミ
サイルを発射。

3月 5日 第37期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 25

11日 2015年度 中堅社員研修会 草津まちづくりセンター 28

15日 湖南支部･甲賀支部合同BIG例会 
テーマ:コミュニティデザイン 
報告者:山崎亮氏 
studio-L 代表 コミュニティデザイナー

クサツエストピアホテル 130

4月 1日 2016年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 72 関西ブロック代表者会議
･支部長交流会･奈良

熊本地震が発生。

5日 2016年度 新入社員研修会 草津市民交流プラザ 52

11日 2016年度 後継者ゼミナール（2回連続） KE草津ビル会議室 11

15日 2016年度 中堅社員研修会 草津まちづくりセンター 25

27日 第38回定時総会･記念分科会 コラボしが21 118

27日 東近江支部第15回定時総会 コラボしが21 研修室 20
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2016年
（平成28年）

5月 12日 北近江支部第13回定時総会 
テーマ:社長のするべき3つの仕事 
報告者:藤谷良樹氏 
神戸板金工業㈱ 代表取締役

（兵庫同友会副代表理事）

北ビワコホテル
グラツィエ

42

19日 大津支部第37回定時総会 
テーマ:地域型工務店の経営に生きる同友
会の学び 
報告者:坂田徳一氏 
㈱坂田工務店 代表取締役

びわ湖大津館 28

19日 湖南支部第36回定時総会 
テーマ:強い想いは国境を越える 
報告者:石川朋之氏 
㈱HONKI 代表取締役

クサツエストピアホテル 75

20日 第15回定時総会 
テーマ:同友会に入ると、なぜ経営が良くなる
のか？ 
報告者:北野裕子氏 
㈱エフアイ 代表取締役

ホテルボストンプラザ
草津

42

25日 （協）ヒップ滋賀第15回通常総会 カフェビーンズ 8

26日 甲賀支部第3回定時総会 
テーマ:社員共育による全社員団結までのみち 
報告者:小田柿喜暢氏 
大洋産業㈱ 代表取締役

サントピア水口勤労青
年少年ホーム

22

6月 2016中小企業憲章･条
例推進月間キックオフ集
会･東京

7月 8-9日 第38期経営指針を創る会 第1講 ホテルラフォーレ琵琶湖 30 第48回定時総会･大阪 バングラデシュの首都
ダッカで銃撃事件、日本
人は7人死亡。

12日 2016年度 第1回新入･若手社員研修会 草津市民交流プラザ 44

8月 5日 第1回障害者問題全国交流会in滋賀 
決起集会

草津市民交流プラザ 45

20日 第38期経営指針を創る会 第2講 同友会事務局 29

9月 17日 第38期経営指針を創る会 第3講 同友会事務局 27 第44回青年経営者全国
交流会･石川

10月 4日 第15回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 20

15日 第38期経営指針を創る会 第4講 同友会事務局 26

22日 青年部第13回近畿圏合同例会in滋賀 
テーマ:挑戦！輝く経営者へ  
報告者:石川朋之氏 
㈱HONKI 代表取締役

ロイヤルオークホテル 292

11月 15日 第27回滋賀県経営研究集会 
スローガン:持続可能な地域経済を中小企
業で創ろう！  
報告者:熊野英介氏 
アミタホールディングス㈱ 
代表取締役会長兼社長

クサツエストピアホテル 170

26日 第38期経営指針を創る会 第5講 同友会事務局 28

12月 1日 2016年度 第2回新入･若手社員研修会 草津市民交流プラザ 44 全国事務局長会議･
京都

アイド ル グ ル ー プ・
SMAPが解散。

2017年
（平成29年）

1月 21日 第38期経営指針を創る会 第6講 ホテルラフォーレ琵琶湖 34 奈良同友会創立30周年
記念行事

25日 2017年新春例会･記念講演
テーマ:中小企業が切り拓く持続可能な地
域経済の未来と展望！
講師:岡田知弘氏 
京都大学院経済学研究科教授

ホテルニューオウミ 72

2月 13日 2016年度 第2回中堅社員研修会 草津まちづくりセンター 34 第47回中小企業問題全
国研究集会･鹿児島

『プレミアムフライデー』
初実施。

3月 2日 第2回障害者問題全国交流会in滋賀 プレ
学習会 
テーマ:同友会が障がい者問題に取り組む
ワケ 
報告者:松井清允氏 （中同協 専務幹事）

草津市民交流プラザ 
大会議室

31

21日 湖南支部BIG例会 
テーマ:思うは招く 
報告者:植松努氏 
㈱植松電機 代表取締役 （北海道同友会）

栗東芸術文化会館さき
ら

753



2016-2017
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2017年
（平成29年）

4月 3日 2017年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 37 総務省、ふるさと納税の
返礼品の価格を寄付額
の3割までに抑えるよう
全国の自治体に要請。
普天間飛行場の移設
先の辺野古で埋め立て
工事着工。

4日 2017年度 新入社員研修会 草津市民交流プラザ 40

25日 青年部BIG例会 
テーマ:「早起き力」と「基本力」 
報告者:神吉武司氏 
㈱吉寿屋 相談役

ホテルニューオウミ 52

28日 第39回定時総会･記念分科会 コラボしが21 95

28日 東近江支部第16回定時総会 コラボしが21 研修室 19

5月 11日 北近江支部第14回定時総会･記念例会 
テーマ:同友会で学んだ企業変革 
報告者:蔭山孝夫氏 
滋賀建機㈱ 会長 滋賀同友会代表理事

北ビワコホテルグラツィ
エ

41 関西電力・高浜原子力
発電所が1年3ヶ月ぶり
に再稼働。
南スーダンで国際連合
平和維持活動に参加し
ていた陸上自衛隊が帰
国、5年強にわたる活動
が終了。

16日 「京都･滋賀しごとNavi」合同企業説明会 京都テレサホール 47社
学生129人

19日 青年部第16回定時総会･記念例会 
テーマ:営業しなくてもお客様が増える驚きの
経営手法 
報告者:志村保秀氏 
㈱ジェイジェイエフ 代表取締役

クサツエストピアホテル 54

19-20日 第39期経営指針を創る会 第1講 琵琶湖コンファレンスセ
ンター

28

23日 湖南支部第37回定時総会 
テーマ:空手家社長の実践道場 
報告者:中野光一氏 
㈱びわ湖タイル 代表取締役

クサツエストピアホテル 33

24日 大津支部第38回定時総会 
テーマ:同友会に入って良かったコト 
報告者:濱本博樹氏 
㈲浜本新聞舗 代表取締役

びわ湖大津館 桃山 46

26日 甲賀支部第4回定時総会 
テーマ:企業経営、経営者に必要な事とは 
報告者:蔭山孝夫氏 
滋賀建機㈱ 会長

やまりゅう 26

6月 17日 第39期経営指針を創る会 第2講 同友会事務局 25 2017中小企業憲章･条
例推進月間キックオフ集
会･東京

厚生労働省、2016年に
生まれた子供の数が97
万人余りと発表。100万
人割れは1899年の統
計調査開始以来初。
タカタが東京地方裁判
所に民事再生法の適用
を申請。

7月 14日 2017年度 新入社員フォローアップ研修会 草津市民交流プラザ 16 第49回定時総会･愛知

15日 第39期経営指針を創る会 第3講 同友会事務局 27

8月 5日 第3回障害者問題全国交流会in滋賀 
プレ学習会 
テーマ:生きることは社会とつながること、働く
ことで社会とつながる 
報告者:小出晶子さん 
TIY㈱ 代表取締役 （愛知同友会）

草津市民交流プラザ 41

19日 第39期経営指針を創る会 第4講 同友会事務局 25

9月 30日 第39期経営指針を創る会 第5講 同友会事務局 21 第45回青年経営者全国
交流会･茨城

日産自動車の国内の全
工場で完成検査を無資
格者が行っていたこと
が発覚。

10月 21日 第39期経営指針を創る会 第6講 クサツエストピアホテル 26 第19回障害者問題全国
交流会･広島

SUBARU群馬工場で
30年以上に渡って完成
車の無資格検査が判
明。

11月 2日 第16回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 22 三菱マテリアルは子会
社の三菱電線工業、三
菱伸銅、三菱アルミニウ
ムの3社で検査データ
の改ざんなどの不正が
あったと発表。

15日 第28回滋賀県経営研究集会 
スローガン:激流を乗り越えるイノベーション
経営 
報告者:湯澤剛氏 ㈱湯佐和 代表取締役

クサツエストピアホテル 146

12月 6日 2017年度 第2回新入･若手社員研修会 草津市民交流プラザ 37 将棋棋士の羽生善治
が史上初の永世七冠を
達成。



40年の歩み
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2018年
（平成30年）

1月 24日 2018年新春例会･記念講演 
テーマ:同友会運動と不離一体の経営 
報告者:鋤柄修氏 ㈱エステム名誉会長

ホテルニューオウミ 92 札幌信用金庫、小樽信
用金庫、北海信用金庫
が対等合併し、北海道
信用金庫が発足。

2月 23-24日 第40期経営指針を創る会 第1講 琵琶湖マリオットホテル 40 第48回中小企業問題全
国研究集会･兵庫

3月 6日 第4回障害者問題全国交流会in滋賀 プレ
学習会 
テーマ:一人ひとりのやる気スイッチを探せ！ 
報告者:大植栄氏 
㈲メタルワーク福山 代表取締役

（広島同友会理事･障害者問題委員長）

草津市民交流プラザ 43

17日 第40期経営指針を創る会 第2講 琵琶湖マリオットホテル 31

20日 「京都･滋賀しごとNavi」合同企業説明会 京都テレサ1Fホール 47社
学生147人

23日 2017年度 中堅社員研修会 草津まちづくりセンター 36

26日 滋賀中央信用金庫と連携協定を締結 滋賀中信本店 6

4月 2日 2018年度 新入社員合同入社式 クサツエストピアホテル 58

3日 2018年度 新入社員研修会 草津市民交流プラザ 47

21日 第40期経営指針を創る会 第3講 琵琶湖マリオットホテル 31

22日 立命館大学合同企業説明会 びわこ･くさつキャンパス 18

26日 第40回定時総会･記念例会 コラボしが21 106

26日 東近江支部第17回定時総会 コラボしが21 研修室 16

5月 14日 青年部第17回定時総会 
テーマ:青年部で多くの経験を積んで仲間を
増やせ！ 
報告者:辻井孝裕氏 
丸栄製パン㈱ 代表取締役　

ホテルボストンプラザ
草津

73

17日 北近江支部第15回定時総会 
テーマ:同友会で学んだ｢経営者としてやら
なければならないこと｣ 
報告者:水野透氏 
㈱渡辺工業 代表取締役

（滋賀同友会副代表理事）

北ビワコホテルグラツィ
エ

39

19日 第40期経営指針を創る会 第4講 琵琶湖マリオットホテル 30

22日 湖南支部第38回定時総会 
テーマ:井内良三、全力投球物語！ 
報告者:井内良三氏  ㈱タオ 代表取締役

クサツエストピアホテル 38

24日 大津支部第39回定時総会 
テーマ:指針経営 １２年間の実践と反省 
報告者:青木孝守氏 
㈱あぐり進学 代表取締役

びわ湖大津館　桃山 39

25日 甲賀支部第5回定時総会 
テーマ:同友会の発展が自社の発展につな
がっている
報告者:坪田明氏 
大津発條㈱ 代表取締役社長

JAこうか貴生川支所 20

6月 11日 「京都･滋賀しごとNavi」合同企業説明会 メルパルク京都 85 2018中小企業憲章･条
例推進月間キックオフ集
会･東京

働き方改革関連法案が
参議院本会議で可決し
成立。23日 第40期経営指針を創る会 第5講 琵琶湖マリオットホテル 34

7月 11日 2018年度 第1回新入社員フォローアップ
研修会

草津市民交流プラザ 42 第50回定時総会･宮城 参議院本会議にて、カジ
ノを含む統合型リゾート
実施法が可決、成立。21日 第40期経営指針を創る会 第6講 琵琶湖マリオットホテル 39

8月 3日 第5回障害者問題全国交流会in滋賀 
プレ学習会  
テーマ:もったいない!! 社会的養護には多く
の人財が埋もれている!? 
報告者:永岡鉄平氏 
㈱フェアスタート 代表取締役

（神奈川同友会 ダイバーシティ副委員長）

県庁北新館3階
中会議室

52 中央省庁の障害者雇
用水増し問題発覚。

9月 25日 東近江支部･青年部合同BIG例会
テーマ:日本一夢のある会社！
報告者:中野愛一郎氏 
㈱イベント21 代表取締役

ホテルニューオウミ 123 北海道胆振東部地震
発生。

10月 4日 第17回報道関係者との懇談会 琵琶湖ホテル 26 豊洲市場が予定から約
2年遅れて開場。19-20日 第41期経営指針を創る会 第1講 琵琶湖マリオットホテル 32



2018-2019
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滋賀県中小企業家同友会 中同協 内外の動き
年 月 日 例会・会議等 会　　場 参加人数 中同協のうごき（月単位） 月単位

2018年
（平成30年）

11月 17日 第41期経営指針を創る会 第2講 同友会事務局 19 第46回青年経営者全国
交流会･沖縄

日産自動車会長のカル
ロス・ゴーンが、有価証
券報告書の虚偽記載
容疑で東京地方検察
庁特捜部に逮捕される。

12月 11日 2018年度 第2回新入･若手社員研修会 草津市立まちづくりセン
ター

39 全国事務局長会議･
大阪

BS・CS放送で4K・8K実
用放送開始。
外国人労働者を受け入
れる改正出入国管理法
が、参議院本会議にお
いて可決される。

15日 第41期経営指針を創る会 第3講 同友会事務局 24

2019年
（平成31年）

1月 19日 第41期経営指針を創る会 第4講 同友会事務局 23

28日 2019年新春例会･記念講演 
テーマ:環境の激変が企業と同友会運動を
磨く 
報告者:田中信吾氏 
日本ジャバラ㈱ 代表取締役

（兵庫同友会 前代表理事･最高顧問）

ホテルニューオウミ 136


