
同友ニュースの詳細は滋賀県中小企業家同友会ホームページ https://shiga.doyu.jpよりご覧ください。

DOYUshigashiga サマリー

［同友しが］ 滋賀県中小企業家同友会会報誌
2020年（令和2年）1月

発行所　滋賀県中小企業家同友会 
〒525-0059  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   E-mail  jimu@shiga.doyu.jp   https://shiga.doyu.jp
■発行責任者／代表理事  水野透・永井茂一　■編集責任者／宮川卓也・廣瀬元行

大津支部 例会
と　き　11月22日（金）18:30～21:00
ところ　明日都浜大津
テーマ　モノからコトへの転換 従業員参加型で会社の未来を創造する
　　　　～指針作成で実践する付加価値経営とは？～
報告者　藤枝 一典 氏　フジエダ珈琲（株）  代表取締役

高島ブロック 例会
と　き　11月13日（水）18:00～20:30
ところ　可以登楼別館
テーマ　人の集まる会社にしたい！  ～移住者としての挑戦～
報告者　田下 史祥 氏　（株）可以登楼別館  支配人

湖南支部 例会
と　き　11月19日（火）18:30～20:50
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　同友会の採用・共育が会社を変えた
　　　　～採用・共育をしない会社は滅ぶ～
報告者　宮川 草平 氏　宮川バネ工業（株）  代表取締役社長

甲賀支部 例会
と　き　11月18日（月）18:00～20:30
ところ　JAこうか貴生川支所
テーマ　社員がイキイキと働ける会社づくりとは
報告者　川端 章代 氏　川端運輸（株）  代表取締役
　　　　　　　　　　　奈良県中小企業家同友会  代表理事

東近江支部 例会
《近江八幡地区①》
と　き　11月20日（水）18:30～21:00
ところ　（株）和た与
《近江八幡地区②／八日市南部・蒲生・竜王・日野地区合同地区会》
と　き　11月26日（火）18:30～20:30
ところ　（株）山田保険事務所
《八日市中央・永源寺地区》
と　き　11月6日（水）19:00～21:00
ところ　（株）木村製作所
《愛荘町・甲良町・旧愛東町・旧湖東町地区》
と　き　11月25日（月）18:30～20:30
ところ　（株）東洋石創

北近江支部 例会
と　き　11月21日（木）18:30～21:00
ところ　北ビワコホテルグラッツィエ
テーマ　同友会の採用・共育が会社を変える
　　　　～共育をしない会社は成長しない～
報告者　上田 幹人 氏　（株）アーム保険設計  代表取締役社長

第9回理事会報告
と　き　12月6日（金）15:30～17:30
ところ　クサツエストピアホテル
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・田井・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

理事会だより

①水野代表理事挨拶
あっという間に年末を迎えました。今年の大きな成果は障全交で
すが、中同協5万名・滋賀650名の会員達成目標ですが、まだまだ
足りません。同友会を必要としている経営者はまだまだおられます。
目標達成に向けて年度末まで頑張ってまいりましょう。

②中小企業支援webサービスの件
廣瀬専務理事より、滋賀中央信用金庫が提供する「Shiga Big 
Advance（300社以上の大手、7500社の中小企業が参加する企業
のサポートWEBサービス）」の紹介があり、金庫より各支部長に説
明の連絡がある旨が報告されました。

③入退会承認の件
入会7名、退会6名が報告され、承認されました。12/6時点の会勢
は601名。

④第42期総会議案の件
永井代表理事より、42期スローガン及び重点方針の提案があり、1
月末までに各組織の議案作成及び重点方針等への意見を取りまと
めることが確認されました。

⑤組織建設の件
蔭山大輔組織活性化委員長より、各支部のミーティングの結果な
どが報告され、滋賀の会員増強は進んではいますが、お誘いシート
やポスター配布など目標にはまだまだ達していません。面談数を
増やし同友会を知らせてくださいとお願いがありました。

⑥第10回理事会
と　き：1月14日（火）16:00～18:00
ところ：同友会事務局

11月支部・ブロック・部会活動
青年部 MG研修
と　き　11月9日（土）8:30～19:00
ところ　滋賀ダイハツ販売（株）
テーマ　「MG」で会社はどう変わるのか？
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第42期経営指針を創る会第2講を開講いたしました ～経営理念の土台を固める～
産学連携はじめの一歩！ ～龍谷大学REC滋賀「新設備」見学会を開催しました～
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新会員ご紹介 第9回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

●吉田 尚紘氏［（株）ヨシダヤ  高島ブロック所属］が常務取締役に就任されました。

●東山司法書士事務所（会員：東山 裕生氏  大津支部所属）が住所を変更しました。
　新住所：〒525-0027  草津市野村一丁目25-27  増井ビル3階

会員動向

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、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

会費口座振替のお知らせ会費口座振替のお知らせ
○2020年1月6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6日は会費2020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・領収書の発行は致しておりませんのでご了解をお願
いいたします。

○会費以外の請求（書籍頒布代や参加会費等）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
をよろ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。

NPOやソーシャル・ローカルビジネスの支援を中心に行っております谷田と申
します。開所して12年を迎え、更に深く地域に根ざす事務所を目指し入会いた
しました。よろしくお願いいたします。

谷田　良樹
行政書士谷田良樹事務所　代表
〒521-1211  東近江市今町279番地21
TEL 0748-34-3885
事業内容：行政書士業、ローカル･ソーシャルビジネスの支援
紹 介 者：和田 孝博（愛媛大学）　所属：東近江支部

この度、とても素晴らしいご縁から入会させていただく事となりました。
日々成長していけるよう同友会の皆様と学んでいきたいと思っております。
宜しくお願い致します。

曽和　慎也
（有）レックス草津店　取締役
〒525-0025  草津市西渋川1丁目14-10
TEL 077-564-5706
事業内容：電気工事、錠前、鍵、アルミサッシ
紹 介 者：八谷 香央梨・川勝 健太　所属：湖南支部

高島市にて訪問看護ステーションの経営をさせていただいております、株式会
社Walk 大森健一と申します。経営は全く素人で、多くの刺激や勉強を皆様から
させていただければと思っています。よろしくお願します。

大森　健一
（株）Walk　代表取締役
〒520-1212  高島市安曇川町西万木189-3 花寿文化教室1F
TEL 0740-33-7278
事業内容：医療業、保健衛生業（訪問介護ステーション）
紹 介 者：七黒 幸太郎　所属：大津支部（高島ブロック）

この度は、滋賀県中小企業同友会にお誘いいただき、ありがとうございます。
弊社が直面している問題を、色々な視点から御尽力いただき、成長していきた
いと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。

伊藤　徳行
平和工業（株）
〒527-0043  東近江市神田町463番地
TEL 0748-23-1031
事業内容：生コンクリート製造
紹 介 者：寺田 暁彦　　所属：東近江支部

御紹介をいただいたご縁、横のつながりを大切にし、日々スキルアップを目指
し邁進していきますのでよろしくお願い致します。

伊地智　大輔
(株)丸多運送　代表取締役
〒520-3242  湖南市菩提寺2364番地
TEL 0748-74-1122
事業内容：運送事業
紹 介 者：山本 忠司　　所属：甲賀支部

ネイルサロンとカフェを併設させたお店を経営しております。経営者としての土台を固め
る為に、経営理念をつくりたいと思って入会いたしました。そして、より多くの方により良い
サービスを提供できる会社を目指したいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

大辻　ひかり
NAIL+CAFE eclat　代表
〒520-1212  高島市安曇川町西万木644-17
TEL 090-9113-2386
事業内容：ネイルサロンとカフェ
紹 介 者：中川 佳樹　所属：大津支部（高島ブロック）

作業療法士の養成教育を行っております。同友会の皆様の経験や知識から多
くのことを学ばせてもらい、これからの地域社会に貢献できる人材の養成に活
かしていきたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

木岡　和実
学校法人藍野大学 滋賀医療技術専門学校 
作業療法学科 学科長
〒527-0145  東近江市北坂町967　TEL 0749-46-2311
事業内容：学校
紹 介 者：宮川 草平　　所属：東近江支部

第50回中小企業問題全国研究集会in京都のご案内
テーマ：未来創造！ 『地域企業』としての自覚と実践を！
■と　き：2020年2月13日（木）13:00 ～ 2月14日（金）12:00　　■ところ：国立京都国際会館　
■分 科 会（2月13日） 18分科会を開催

■記念講演（2月14日） テーマ：足元にあるブルーオーシャン ～地域から日本、世界、そして未来を見据え、いかに活動すべきか～
 講　師：江口 清貴 氏　LINE（株）  執行役員
■会　　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：1月30日（木）　※1月31日（金）以降のキャンセルは、会費の全額をご負担頂きます。


