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第2回 オンライン新入社員研修会を開催
〜コミュニケーションの意味を学び技術を体験〜

11月支部・ブロック活動

高島ブロック・大津支部 合同オープン例会
と き
ところ

11月16日（月）19:00〜21:00
可以登楼別館 & ZOOM会議室

テーマ 人が会社の未来を創る！
〜落ち込んでいる暇は無い！
人が辞めたくなくなる会社の秘密〜

理事会だより

第8回理事会報告
と

出席者

報告者 西森 正樹 氏 （株）大匠 代表取締役

湖南支部 例会
と き
ところ

11月17日（火）18:30〜21:00
トラットリア デラメーラ ＆ ZOOM会議室

テーマ コロナ禍だからこそ気付けた経営の弱点

人との交わりが解決策！
報告者 浅野 昌弘 氏 （株）アサノ 代表取締役

甲賀支部 例会
と き 11月26日（木）18:00〜20:00
ところ （株）サン機工 ＆ ZOOM会議室

テーマ 人を生かすダイバーシティ経営とは
〜人が育つ＝企業が育つ〜
報告者 木元 博信 氏 （株）木元産業 代表取締役

東近江支部 BIG例会
と き 11月27日（金） 18:00〜20:30
ところ （株）プライウッド・オウミ

テーマ 『たも屋』
は、笑顔と元気、幸せを創ります！
〜うどん激戦区にあって、
たも屋が選ばれる理由！〜
報告者 黒川 保 氏 （株）たも屋 取締役会長
香川県中小企業家同友会 副代表理事

北近江支部 BIG例会
と き
ところ

11月24日（火）18：00〜20：30
北ビワコホテルグラツィエ & ZOOM会議室

テーマ コロナ禍でもなお業績を伸ばし続ける

セカンドサプライヤーの経営戦略とは

報告者 加藤 明彦 氏 （株）
エイベックス 代表取締役会長
愛知県中小企業家同友会 会長

12月4日
（金）16:00〜18:00 / 終了後望年会

き

クサツエストピアホテル

ところ

水野・永井・坪田・石川・廣瀬・七黒・上田・赤井・
田中・小田柿・川邉・田井・蔭山大（大橋代理）
・青柳・
竹中・松崎・笠井・大原・川勝・奥村・岩下
（アンダーラインはオブザーバー）計21名

①水野代表理事挨拶
コロナの第 3 波が来ています。製造業は回復傾向にありますが、
全体が良くなるにはまだ時間がかかります。私たちは決して一人で
はありませんので、支えあって難局を乗り越えていきましょう。

②学習会
2021年度スローガンと重点方針（案）の読み合わせとディスカッシ
ョンが行われ、意見を集約。2021年1月理事会にて審議決定する
ことになりました。

③新入事務局員紹介
11月24日より入局した岩下育磨さんより決意表明が行われました。

④入退会承認の件
入会申込5名、退会ゼロが報告され、承認されました。
12月4日時点の会勢は576名。

⑤次年度各組織人事について
支部、委員会、幹事長について選考状況の報告が行われ、次年度
活動方針の作成について説明がありました。

⑥会員増強の件
2月末期首回復に対する目標と進捗について、各支部より報告が
ありました。高島ブロック、北近江・東近江支部のBIG例会開催結果
が報告され、
ゲスト参加者の追求とフォローの大切さを確認しまし
た。他支部のBIG例会の開催予定、ゲスト参加目標が確認され、引
き続き学び合いを軸にした会員増強を進めることになりました。

⑦第9回理事会
と

き：1月12日
（火） 16:00〜20:00

ところ：同友会事務局＋ZOOM

新会員ご紹介

第8回理事会にて承認されました。(敬称略・順不同）

板持

文子

門地

三線筆人ふみんちゅ 代表

聡

高島ミニコンポンプ（株） 代表取締役

〒520-1655 高島市今津町日置前612-1（福井様方）
TEL 090-8375-1567

〒520-1111 高島市鴨1486-2
TEL 0740-36-1602

事業内容：沖縄三線ライブ演奏と公演と筆文字メッセージ書でのメッセンジャー
紹 介 者：七黒幸太郎
所
属：大津支部・高島ブロック

事業内容：コンクリート圧送施工
紹 介 者：佐治 繁典
所
属：大津支部・高島ブロック

沖縄三線ライブと書で、環境やエネルギー、食や暮らしの大切さをメッセージ
に活動しています。
アナログは得意です。数字、経済、デジタルを強化して、
シゴ
トに幅を広げてゆきます！皆さま、
よろしくお願いいたします。

蜜口

創業33年のコンクリート圧送施工を専門とした会社です。皆様から多くの刺激
や学びを得て、社業の発展に努めていきたいと思います。皆様、
どうぞよろしく
お願い致します。

健一

（株）密口精工

伊藤

代表取締役

（株）伊藤組

〒520-1351 高島市新旭町旭1336番地3
TEL 0740-25-5673

代表取締役

〒520-1231 高島市安曇川町川島1061-6
TEL 0740-34-1232

事業内容：産業機械部品製造
紹 介 者：田下 史祥
所
属：大津支部・高島ブロック

事業内容：建設業
紹 介 者：佐治 繁典
所
属：大津支部・高島ブロック

弊社は一般産業用精密機器部品加工メーカです。今後、会社と自分が成長す
る上で、皆様と情報共有などしていけたらと思い、参加の機会をいただきまし
た。
どうぞよろしくお願いいたします。

藤田

貴広

この度入会させていただきました株式会社伊藤組の伊藤貴広です。同友会で
たくさんの人に出会いたくさんの思いを知り自らも成長していきたいと思いま
す。
どうぞよろしくお願い致します

鉄也

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？

（株）
アドニス 代表取締役

〒520-1234 高島市安曇川町四津川866番地
TEL 0740-34-8006

●入会希望の方は、下記までご連絡ください。

事務局

事業内容：建設業・屋根工事業
紹 介 者：佐治 繁典
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

変化に対応できる経営者を目指して、会員の皆様と共に学び成長させて頂き
たいと思っております。
どうぞ宜しくお願いします。

社長の学び場

検索

新入事務局員紹介
岩下 育磨（いわした いくま）

24歳

総合職・組織担当

前職で様々な会社に営業活動をするうちに「経営に触れてみたい」
と考えるようになり、同友会事務局への入局を
希望しました。
まだ右も左も分からない状態ですが、今後勉強を重ねて、広い視野で物事を捉えられるように人間的
に成長していきたいです。宜しくお願いをいたします。

新春・第29回 滋賀県経営研究集会のご案内
テーマ：強い会社をつくる
開催日：2021年1月28日
（木）17:30〜20:45
会

場：Zoom & サテライト会場（サテライト会場詳細は参加希望者に各支部・ブロックより連絡します）

問題提起者：中野 愛一郎 氏 （株）イベント・トゥエンティ・ワン 代表取締役社長

奈良県中小企業家同友会副代表理事・中同協青年部連絡会前代表

問題提起テーマ：コロナを活かせ！本当の危機にこそ問われる経営者の真価
〜90％売上ダウン。転んでもその勢いで3回転して飛び上がれ〜
参 加 費：1,000円

中野 愛一郎 氏

参加締切：2021年1月18日（月）正午まで

会費口座振替のお知らせ
○2021年1月5日
（火）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5日（火）は会費2021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 担当 河本・馬場までお願いいたします。

