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新しい生活様式をチャンスにする飲食業の事業戦略を固める
〜第3回新しい地図を描く研究会〜

6月支部・ブロック・部会活動

大津支部・青年部
と き
ところ

合同特別例会

6月26日（金）19:00〜21:00
Zoom会議室

テーマ 未来の情報は青年部で掴み取れ！
〜行動と成果は比例する〜
報告者 石川 朋之 氏 （株）HONKI 代表取締役

高島ブロック 例会
と き
ところ

6月17日（水）19:00〜20:45
Zoom会議室

テーマ コロナを受けて、
今後どのような経営をしていくのか
〜今だからこそ、
こんな時だからこそ、
変革期に求められる経営力〜
報告者 宮川 卓也 氏

宮川バネ工業（株）取締役会長

6月16日（火）18:30〜20:50
Zoom会議室

テーマ どうなってるの？ 現在の資金調達とその有効活用法
報告者 堤 康介 氏

滋賀中央信用金庫 栗東支店 支店長代理

甲賀支部 例会
と き
ところ

6月17日（水）18:00〜19:30
Zoom会議室

テーマ 課題を共有し、
出来ることから手を打とう！
〜経営への不安払拭し、前進へのヒントをつかもう〜

東近江支部 例会
と き
ところ

6月23日（火）19:00〜20:30
Zoom会議室

テーマ 課題を共有し、
出来ることから手を打とう！
〜経営への不安払拭し、前進へのヒントをつかもう〜

北近江支部 例会
と き
ところ

6月23日（火）17:30〜20:30
北ビワコホテルグラツィエ ＋ Zoom会議室

テーマ 事業承継の本音、
語ります
〜社長になって6か月、誰にも打ち明けなかった私の本音〜
クローバー 代表取締役社長
報告者 姉崎 弘二 氏 （株）

青年部 例会
と

き

ところ

6月15日（月）18:30〜20:30
Zoom会議室

第4回理事会報告
と

き

ところ
出席者

7月2日
（木）16:00〜18:00
WEB会議
水野・永井・坪田・石川・廣瀬・七黒・上田・赤井・
田中・大橋・小田柿・蔭山
（大）
・川邉・宮川・田井・
谷田・竹中・青柳・笠井・奥村
（アンダーラインはオブザーバー）計17名

①水野代表理事挨拶
新型コロナの影響で受注が減り、大変苦労している製造業が増え
てきました。今日の理事学習会では永久劣後ローンについての勉
強をしますが、いいことばかりではないので、気を付けるところなど
のお話が聞けるかと思います。

②理事学習会
谷田政策委員長より永久劣後ローンの解説が行われ、意見交換し
ました。

湖南支部 例会
と き
ところ

理事会だより

テーマ 決算書勉強会
〜入門講座PL編〜

③入退会承認の件
入会3名、退会5名、新聞読者の申込み1名の報告があり、承認され
ました。現会勢は581名。

④全国行事について
中同協総会は7月14日（火）13:00〜14:25にZoom開催、総務会
メンバーが参加することを確認しました。
また、第48回青年経営者
全国交流会の滋賀参加目標について35名と報告がありました。

⑤後援名義使用の件
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 滋賀支部主催の
アビリンピック滋賀（2020年11月28日）の後援名義使用が承認さ
れました。

⑥新会員サポート企画・オンライン同友会入門連続講座開催の件
蔭山大輔組織活性化委員長より、昨年度入会された会員さんを対
象に作成した動画シリーズをもとに視聴と意見交換をする企画の
提案があり、承認されました。7月10日、16日、17日、22日にオンラ
イン
（Zoom）
にて開催。

⑦第4回理事会
と き：8月5日
（水） 16:00〜18:00
ところ：ホテルニューオウミ
※18：00〜20：00まで懇親会を開催

会員動向
●東山 裕生氏（大津支部所属）が会社名を変更しました。
新社名：東山・青木司法書士事務所 電話：077-563-2100

FAX：077-563-2133

●滋賀中央信用金庫 守山支店（湖南支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：西山 悟氏 役職：支店長
●滋賀中央信用金庫 本店営業部（北近江支部所属）が登録会員を変更しました。
新会員：中出 正幸氏 役職：営業部長
●ニューワンズ（株）
（会員：新庄 一範氏 湖南支部所属）が住所を変更しました。
新住所：〒520-0063 滋賀県大津市横木1丁目10-25 TEL：077-500-2908 FAX：077-500-3033

新会員ご紹介

第4回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

平塚

川端

崇

北大津きぼう法律事務所

秀樹

Ｋ-サイド不動産（株）

所長

代表取締役

〒520-0241 大津市今堅田2-14-21 塚本テナント2階Ａ
TEL 077-599-4155

〒520-2342 野洲市野洲912番地10
TEL 077-599-3267

事業内容：法律事務所（弁護士事務所）
紹 介 者：岩見 祐二
所属：大津支部（北地区）

事業内容：不動産管理業・不動産仲介業をメインに不動産全般に対応
紹 介 者：上田 幹人
所属：大津支部（北地区）

堅田駅の近くで「北大津きぼう法律事務所」
という法律事務所を経営しており
ます、弁護士の平塚崇です。開業して3年余りですが毎日が試行錯誤の連続で
す。色々と勉強させていただきたく、宜しく御願いいたします。

髙木

正明

髙木製作所

同友会に入会したきっかけは、以前勤めていた会社から参加ささせていただいており、起業
してやっと1年たち、すこし会社の基盤もできてきて、経営の勉強をする時期に来たと思って
おります。これからいい経営者になれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

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？

代表

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

〒520-1223 高島市安曇川町下小川
TEL 090-7882-2656

事務局

事業内容：ベアリング製造業
紹 介 者：七黒 幸太郎
所
属：大津支部（高島ブロック）

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

同友会活動を通じて、新たな発見をしたい！ 宜しくお願いをいたします。

社長の学び場

検索

【限定公開】会員向け学習用動画配信のお知らせ

同友会理念を経営にいかす【実践編】
第1講

「経営姿勢の確立」

蔭山 孝夫 氏
滋賀建機（株）会長
（滋賀同友会 最高顧問）

第2講

ご視聴はこちらから

➡

「労使見解」
明氏

大津発條（株）代表取締役社長
（滋賀同友会 副代表理事）

第4講

➡

〜コロナ禍の影響を乗り越え未来を創るエネルギー〜」

坂田 徳一 氏

坪田

ご視聴はこちらから

プロローグ

➡

「経営者の責任」

石川 朋之 氏
（株）HONKI 代表取締役
（滋賀同友会 副代表理事）

お詫びと訂正

第1講

➡

ご視聴はこちらから

➡

「労使見解の精神とは何か」

川邉 和明 氏

（株）
アド・プランニング
ご視聴はこちらから
（滋賀同友会 経営労働委員長）

➡

「人材の採用と育成こそ事業継続の生命」

宮川 草平 氏

宮川バネ工業（株）
ご視聴はこちらから
（滋賀同友会 共育・求人委員長）

第3講
ご視聴はこちらから

〜誕生の背景と実践〜」

廣瀬 元行 氏

第2講
ご視聴はこちらから

「同友会の歴史と理念

滋賀県中小企業家同友会
専務理事

「地域型工務店の生き方

（株）坂田工務店
（滋賀同友会 相談役）

第3講

人を生かす経営【入門編】

➡

「多様な人が生きる企業と地域づくり」

田井 勝実 氏

滋賀ビジネスマシン
（株）
ご視聴はこちらから
（滋賀同友会 ユニバーサル委員長）

DOYUshiga 2020年7月号 Vol439の代表理事挨拶で、水野透氏の会社名に誤りがありました。
正しい会社名は、
（株）渡辺工業です。訂正してお詫び申し上げます。

➡

