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2019年新入社員合同入社式を開催  ～「まずはやってみよう」の気持ちでチャレンジを！～

2019年度新入社員研修会を開催 ～見逃し三振よりフルスイング！～

第41期経営指針を創る会 第7講「経営指針の発表」を開催しました
第41回定時総会・創立40周年記念例会を開催しました

理事会だより

①水野代表理事挨拶
蔭山前代表理事と同じことはできませんが、地域や企業で魅力あ
る経営者として評価してもらえるよう取り組んでまいります。同友
会の更なる認知度アップを一つの目標として19年度よろしくお
願いします。

②入退会承認の件
入会10名、退会6名、新聞読者から退会1名、新聞読者への申込
1名が報告され承認されました。現会勢は596名

③支部活動報告書作成の件
永井代表理事より、定式化された支部の月次報告書作成の提案
があり承認されました。

④2019年度「社長の学び場ポスター」デザインの件
蔭山大輔組織活性化委員長より、6案のデザインが提案され、
1枚へ決定しました。今後、県組織活性化委員会で掲示目標など
を議論し、昨年に引き続き同友会を知らせる活動を継続すること
が確認されました。

⑤第20回障全交in滋賀 開催準備の件
田井ユニバーサル委員長より、県内会員100名の登録について
各支部の参加目標決定の依頼と6分科会の各室長を理事から選
出する提案があり、承認されました。

⑥ほか
蔭山最高顧問より、「バブル崩壊後に同友会に入会し、社員数
5倍、売り上げ8倍になるなど同友会で学んだ結果を残すことが
できました。顧問として今後も同友会を支えていきたい」と代表
理事退任の挨拶がありました。

⑦第3回理事会
と　き：6月6日（木）16:00～18:00
ところ：同友会事務局

会員動向
○垣内健太氏〔（有）カキウチ 東近江支部所属〕が専務取締役から
代表取締役に就任されました。
○城貴志氏〔（特非）滋賀県社会就労事業振興センター  湖南支部
所属〕が常務理事兼センター長から理事長に就任されました。
○（株）ラブリーシステムインが登録会員を変更しました。
　新会員：竹中雅哉氏　役職：取締役
○渡辺素記氏〔（有）アイリス  湖南支部所属〕が統括本部長から
　取締役統括本部長に就任されました。

4月支部・ブロック活動
青年部 例会
と　き　4月17日（水）18:00～21:00
ところ　フェリエ南草津 草津市民交流プラザ

テーマ　「妥協なき挑戦が未来を創る」
　　　　～同友会で掴んだ奇跡のV字回復～

報告者　橋崎 牧人 氏　日新産業（株）  専務取締役

第2回理事会報告
と　き　5月10日（金）16:00～18:00　ところ   同友会事務局
出席者　水野・永井・宮川・坪田・廣瀬・七黒・上田・
　　　　赤井・田中・大橋・青柳・蔭山（大）・川邉・
　　　　小田柿・田井・川勝・大原・蔭山（最高顧問）・
　　　　中村・奥村（アンダーラインはオブザーバー）計20名

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。

 大津支部 湖南支部 甲賀支部 東近江支部 北近江支部 合　計

 7 名 7 名 2 名 5 名 4 名 25名
各支部参加目標
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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。

社長の学び場 検 索事務局　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

新会員ご紹介 第2回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

塗装を中心とした会社として創業９０周年を迎えます。これからの経営につい
て、皆様方からの御指導の下、学ばせて頂きまので、宜しくお願い致します。

渡邉　雄介
（株）渡辺工業　取締役 請負事業部長
〒526-0841  長浜市新栄町655
TEL 0749-62-7121
事業内容：各種金属・プラスチックの工業製品の塗装
紹 介 者：水野 透　　所属：北近江支部

熱い方、想いの深い方が多く、この場所で自分にも何か出来ると感じ入会の
決意に至りました。業種は現在、訪問介護と放課後の子供達と共に育つ場所。
プリン製造販売を手がけています。宜しくお願い致します。

上野　涼平
（株）TeampresenT　代表取締役
〒525-0054  草津市東矢倉二丁目35番13号
TEL 077-598-0856
事業内容：訪問介護事業、放課後等デイサービス事業、洋菓子製造販売
紹 介 者：寺田 俊介　　所属：湖南支部（草津）

経営に対する熱い想いを持ち真剣に取り組まれている方々と切磋琢磨できる
場所・時間があることを知り入会しました。皆様のお力添えを賜り、お客様のた
めのネットワークづくりができればと思っております。

小西　充洋
メットライフ生命保険（株）京都四条エージェンシーオフィス
〒600-8421 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1 
四条烏丸センタービル7F　TEL 090-5408-5204
事業内容：生命保険コンサルタント（個人・法人向け）
紹 介 者：大橋 典泰・伴 清道　　所属：東近江支部

オーダーメイドワンピースとメイクセラピーで女性が心から笑い美しくなるサ
ポートをさせていただいています。 同友会の皆様の思いに感動と共感を感じ
入会をさせていただきました。どうぞよろしくお願い致します。

森永　江里子
Ｍｏｅ　
〒520-1823  高島市マキノ町中庄397-1
TEL 0740-27-8118
事業内容：洋服の製造、販売
紹 介 者：小堀 潤子（大阪同友会）　所属：高島支部

この度は、素晴らしいご縁を頂き、同友会の皆様のお仲間に加えて頂きまして
誠に有難う御座います。沢山の学びを通じて自己研鑽に努め、地域の皆様から
必要とされるよう邁進してまいります。皆様どうぞ宜しくお願いします。

田邉　嘉徳
ソニー生命保険（株）
〒650-0034  兵庫県神戸市中央区京町80 クリエイト神戸7F
TEL 090-9051-9631
事業内容：保険販売（生命保険・法人）
紹 介 者：長谷川 洋平　　所属：大津支部（西地区）

10年前の会社創立80周年の時に経営理念を策定し、「いい会社をつくりましょ
う たくましくそしてやさしく」の社是の元、「人を大切にする」、理念経営を実践
しています。同友会の経営者の皆様方とさらに深めていきたいと思います。

前田　範夫
（株）マエダクリーニング　代表取締役
〒527-0011  東近江市八日市浜野町7-21
TEL 0748-22-0787
事業内容：クリーニング業、コインランドリー業
紹 介 者：蔭山 孝夫・蔭山 啓介　所属：東近江支部

貴会の専務理事廣瀬元行様の幾重かの御勧誘を頂いておりまして、この度お許しを賜わりまして名
誉ある貴会に入会をさせて頂く事になりました。もとより一所懸命勉強させて頂く所存で御座居ます。
諸先輩の御知見に学ばさせて頂きたく御指導ご鞭撻を賜わりたく、宜しくお願いを申し上げます。

月ヶ瀬　義雄
ワボウ電子（株）　代表取締役社長
〒526-0033  長浜市平方町730番地
TEL 0749-63-5100
事業内容：製造、センサ、通信、コンピューター関係、営業、環境関係
紹 介 者：蔭山 孝夫　　所属：北近江支部

起業し、5年目に入り、改めて、良い会社とは、従業員の幸せとは、稼ぐとは、自問自答す
る日々です。会社としての課題も表面化しておりますが、人あっての会社です。同友会で
は、物の見方、学び方を学んでいきたいと思っております。よろしくお願い致します。

田中　健太
（株）ニューアース　代表取締役
〒520-0244  大津市衣川3-7-10
TEL 077-575-9904
事業内容：介護事業
紹 介 者：永井 茂一　　所属：大津支部（北地区）

訪問介護・居宅介護・介護タクシー業務をしています。狭い視野でなく、広い視
野で地域に貢献していけたらと！こちらで学ばせていただく機会を持たせてい
ただきました。ご指導のほど宜しくお願い致します。

櫻井　麗子
（株）真心　代表取締役
〒520-0244  大津市衣川一丁目34-4
TEL 077-574-1177
事業内容：介護（訪問介護、居宅介護、介護タクシー）
紹 介 者：永井 茂一　　所属：大津支部（北地区）

今まで自分に足りなかったものを同友会で学び、自分自身が成長出来ると思い、
入会させて頂きました。また、現在の職業上、様々な面で皆様のお役に立てるこ
ともたくさんあると思いますので、宜しくお願い致します。

梅村　昌吾
プルデンシャル生命保険（株）
〒600-8411  京都府京都市下京区烏丸通四条下ル
水銀屋町612 四条烏丸ビル6F　TEL 090-1962-7815
事業内容：保険営業（生命保険）
紹 介 者：川勝 健太　　所属：大津支部（西地区）

第20回 障害者問題全国交流会 in滋賀のご案内

テ ー マ：人が輝くから企業が輝く、地域が輝く！
と　　き：10月17日（木）13：00 ～ 10月18日（金）12：00
と こ ろ：琵琶湖ホテル

参 加 費：22,000円
※詳細は随時お知らせをいたしますので、いまからご予定をよろしくお願いいたします。

全国から
500名が

参加!!


