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大津支部 例会
と　き　2月21日（金）18:30～21:00
ところ　明日都浜大津
テーマ　会社成長のヒントは仲間の会社にある
　　　　～同友会活動を通して得た学びと実践とは？～
報告者　中野 裕介 氏　（株）ジョーニシ  代表取締役社長

高島ブロック 例会
と　き　2月12日（水）18:30～21:00
ところ　高島市観光物産プラザ
テーマ　廃れ行く伝統産業に、地域の力を使って光を！
報告者　杉岡 定弘 氏　（株）杉岡織布  代表取締役社長

湖南支部 例会
と　き　2月18日（火）18:30～20:50
ところ　クサツエストピアホテル
テーマ　本当に今のままでメシが食えますか？
　　　　～夢が見にくくなったこの時代、必要なのは長期ビジョンだ～
報告者　堂上 勝己 氏　梅南鋼材（株）  代表取締役

甲賀支部 例会
と　き　2月20日（木）18:30～21:00
ところ　サンライフ甲西
テーマ　あなたの会社は大切な人が働ける会社ですか！？
報告者　荒木 順平 氏　（株）エース産業機器  代表取締役

東近江支部 例会
《近江八幡地区①》
と　き　2月17日（月）18:30～21:00
ところ　（株）ウエスト
テーマ　時代にマッチした有効な宣伝広告の手法
報告者　片山 幸博 氏　（有）ウエスト  専務取締役
《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　2月25日（火）18:30～20:30
ところ　（株）山田保険事務所
テーマ　人材採用・育成と定着
《八日市中央・永源寺地区》
と　き　2月5日（水）19:00～21:00
ところ　（株）プライウッド・オウミ
テーマ　畑智也氏に学ぶ （設計を志し、街造り、地域貢献）
報告者　畑 智弥 氏　瑞光建築事務所

第12回理事会報告
と　き　3月2日（月）16:00～18:00
ところ　同友会事務局
出席者　水野・永井・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・
　　　　石川・大原・中村・奥村（アンダーラインはオブザーバー）
　　　　計19名

理事会だより

①水野代表理事挨拶
2月の10名を超す増強の成果は久しぶりで、皆様の活動に感謝い
たします。年度末には一定の退会が出ますが、今一度よろしくお願
いします。さて、新型コロナウィルス感染拡大に関する影響は大きく、
製造業では今後一層影響が出そうです。大手メーカーの生産計画
は下がってきており、建築関係でも仕入れがストップし、2，3ケ月の
納品待ちや工期遅れが出ています。報道では観光関連の民事再生
の話や飲食業では大変な苦労も聞いています。昨年より大風19号
の影響や今回の問題など、大変な事態が続いています。各社危機
対応に全力を尽くすとともに、情報交換や取り組みの成果を共有す
るなど皆さんと一緒に乗り切りましょう。

②入退会承認の件
入会8名、退会8名（3月末退会者含む）が報告され、承認されま
した。3月2日現在605名。

③仮称：滋賀県就職氷河期世代活躍支援プラットフォームへの参画の件
県に対する政策要望の一つであったプラットフォームが設置され、
滋賀同友会に参画団体として依頼があり、共育求人委員長をメン
バーに推薦することが提案され、承認されました。2020年度委員
長予定者の宮川草平氏に参加いただきます。

④第42回定時総会の件
推薦理事追加の件
・支部推薦理事枠1名追加は否決・女性経営者の会（仮称）担当理
事は設置で承認・小グループ担当理事は各支部でテーマ別、要
求別の小グループ活動の展開を支援する理事として設置が承認
されました。

⑤第13回理事会
と　き：4月3日（金）16:00～18:00
ところ：同友会事務局

2月支部・ブロック・部会活動
北近江支部 例会
と　き　2月20日（木）18:30～21:00
ところ　北ビワコホテル グラツィエ
テーマ　嫌々同友会に入会した経営者のその後
　　　　～「経営指針を創る会」を受講して変わったこと～
報告者　上野 哲也 氏　一哲（同）  代表社員

4
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第50回中小企業問題全国研究集会in京都に滋賀より31名が参加しました
第42期経営指針を創る会  第5講 「経営方針と中期計画」を開催しました
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新会員ご紹介 第12回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

●冨来郁 （会員  南 万寿夫氏  東近江支部所属） が法人化し代表取締役に就任されました
　新社名：（株）冨来郁
●（株）あしたのチーム　京都支社 （北近江支部所属） が登録会員を変更しました。
　新会員：東田 信也氏　役職：支社長
●（特非）アザレア掛橋コネクション （会員  高畠信也氏  湖南支部所属） が住所を変更しました。
　新住所：〒525-0054　滋賀県草津市東矢倉3丁目34-48

会員動向

会費口座振替のお知らせ会費口座振替のお知らせ
○2020年4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。4月6日は会費2020年4月
～6月分 18,000円の振替日ですので、ご案内を致します。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。

子ども・若者の居場所づくり事業を主軸にし、生きづらさを抱えた子どもや社会
での自立が難しい若者の生活支援、就労支援等を行なっています。皆様から、た
くさんの刺激と学びを得て成長したいと思っております。よろしくお願い致します。

青木　明香
（特非）わっか　事務局長
〒521-0012  米原市米原561番地
TEL 070-1803-1059
事業内容：子供居場所づくり事業、放課後児童クラブ事業、若者生活相談・就労支援事業
紹 介 者：青柳 孝幸　　所属：北近江支部

百瀬　敦仁
（同）フィールドアドバンス・ゆらぎ空間　経理担当
〒522-0054  彦根市西今町87-16　Nasu8-102
TEL 080-9751-5945
事業内容：ゆらぎ空間、家庭用電位治療機器の体験施設、金属工場、樹脂加工業
紹 介 者：川邉 和明・青柳 孝幸　所属：北近江支部

太田　真樹
（有）オーエムフーズ　代表取締役
〒523-0891  近江八幡市鷹飼町453-6 シャルマンクレール1F
TEL 090-2060-3949
事業内容：ピザ リトルパーティ・サブウェイのフランチャイズ経営
紹 介 者：笠野 哲司（京都同友会）　所属：湖南支部

この度、入会をさせていただきました、株式会社山彦 田中 彦嗣と申します。木材
卸・不動産・建築業を営んでおり、前の職場では不動産営業を致しておりまし
た。若輩者ですが、皆様どうぞよろしくお願いいたします。

田中　彦嗣
（株）山彦　代表取締役社長
〒527-0025  東近江市八日市東本町6-52
TEL 0748-22-3060
事業内容：木材卸・不動産・建設
紹 介 者：寺田 暁彦　　所属：東近江支部

5年前に家業である撚糸業を継ぎました。製品としては、工業用資材（自動車、鉄道、家
電）向けを中心にインテリア用や衣料用等幅広く撚糸製品を生産してます。経営者として
まだまだ未熟なため、同友会で色 と々学んでいきたいと思います。宜しくお願い致します。

渕田　弘幸
渕田撚糸工場　代表
〒520-1224  高島市安曇川町上小川87
TEL 090-8701-6809
事業内容：撚糸業
紹介者：七黒 幸太郎・馬場 俊通　所属：大津支部（高島ブロック）

精密金属加工メーカーになります。今後、良い会社をつくるために経営に対し
て勉強させて頂きたいと思います。皆様方からのご指導の下、学ばせて頂き、
自分自身を成長させていきたいです、宜しくお願いします。

古川　達弥
（株）シンセイ　常務取締役
〒522-0201  彦根市高宮町2804-1
TEL 0749-23-0172
事業内容：製造業（精密金属加工）
紹介者：畑澤 孝祐・小田柿 喜暢　所属：北近江支部

高周波誘導を主とした鉄鋼製部品の表面熱処理加工業を営んでいます。「より
良く　より強い会社」を夢に理想の実現を目指しています。会員の皆様と共に
学び、共に成長させていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。

佐々木　正宏
甲西高周波工業（株）　代表取締役
〒520-3113  湖南市石部北5丁目6番5号
TEL 0748-77-3954
事業内容：鉄鋼製部品表面熱処理加工、不活性ガス雰囲気中高周波部分ロウ付加工、高周波熱処理
紹 介 者：田中 真　　所属：甲賀支部

贈答店を継ぐ二代目です。人と人・心と心の繋がりがギフトを通じて波紋のよう
に広がり、心豊かな社会が醸成される理想を求め邁進しています。皆様のご指
導のもと自己研鑽の場として参加させて頂きたいと存じます。

中村　明博
（有）山近　代表取締役
〒526-0014  長浜市口分田町768
TEL 0749-62-1975
事業内容：贈答品販売
紹 介 者：松井 慎志　　所属：北近江支部

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？

滋賀県中小企業家同友会 第42回定時総会の開催延期のお知らせ

●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

第42回定時総会【４月28日（火）】開催に向けて、準備を進めてまいりましたが、新型コロナウィルスの感染予防のため、開催を5月に延期致します。
開催時期・場所に関しては、決定次第、ご連絡申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


