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高島ブロック 例会
と　き　2月17日（水）19:00～21:00
ところ　可以登楼別館
テーマ　地域型工務店の経営に生きる同友会の学び
　　　　～経営指針(理念・方針・計画)の発信が地元の仲間との絆を育む～
報告者　坂田 徳一 氏　（株）坂田工務店  代表取締役

大津支部 例会
と　き　2月25日（木）18:30～21:00
ところ　ZOOM会議室
テーマ　スタッフはすごい！仲間を信頼し、チームで仕事をする
　　　　～社長の心にスペースを作ることが会社の、発展につながる～
報告者　田中 健太 氏　（株）ニューアース  代表取締役

湖南支部 例会
と　き　2月16日（火）18:30～21:00
ところ　トラットリア デラメーラ & ZOOM会議室
テーマ　SDGｓから学ぶアウトサイドイン
　　　　　社会ニーズを捉えて成長戦略を描こう！！
報告者　中村 明久 氏　（株）藤野商事  専務取締役

甲賀支部 例会
と　き　2月17日（水）18:00～20:00
ところ　（株）サン機工 ＆ ZOOM会議室
テーマ　同友会活動を経験して変われたこと
報告者　大橋 慶之 氏　（株）三省堂  代表取締役

東近江支部 例会
《八日市中央・永源寺地区会（太田会）》
と　き　2月5日（金）18:30～20:30
ところ　（株）プライウッド・オウミ ＆ ZOOM会議室
テーマ　人と人を繋ぐ
報告者　小倉 昌和 氏　（株）ライオンズ旅行企画 東近江営業所 所長
《近江八幡地区会・竜王・蒲生・八日市地区地区会（山田・安井会）》
と　き　2月24日（水）18:30～20:00
ところ　（有）山田保険事務所 ＆ ZOOM会議室
テーマ　Y.Y会祭
報告者　山田 竜一 氏　（有）山田保険事務所  表取締役社長
　　　　安井 栄作 氏　大安工業（株）  代表取締役社長
《近江八幡地区会（嶋田会）》
と　き　2月24日（水）19:00～20:50
ところ　PureStyle
テーマ　お掃除のプロがあなたの住まいをパワースポットに
報告者　神崎 若菜 氏　美創屋ONRI  代表
《愛荘町・甲良町・旧愛東町・旧湖東町地区会（宮川会）》
と　き　2月25日（木）19:00～20:30
ところ　（株）プライウッド・オウミ＆ ZOOM会議室
テーマ　明治二年創業  清酒富鶴製造元 「愛知酒造の伝統と挑戦」
報告者　中村 晃子 氏　愛知酒造（有）  唎酒師

第11回理事会報告
と　き　3月4日（木）16:00～18:00
ところ　事務局＋ZOOM
出席者　水野・永井・坪田・石川・田井・蔭山・廣瀬・赤井・
　　　　青柳・上田・小田柿・川邉・七黒・竹中・田中・松崎・
　　　　宮川・大橋・大原・川勝・奥村・岩下
　　　　（アンダーラインはオブザーバー）　計22名

理事会だより

①水野代表理事挨拶
今年度コロナで苦労しましたが、参加率は前年よりも落ちたものの、各支
部が事務局と協力して例会を止めずに開催できました。会員増強は前回
の理事会で個人目標を決め、動いていただいた結果、600名の回復が見
えてきました。まず理事が増強し、増やす仲間を増やして期首会勢606名
を回復しましょう。

②2021年関西ブロック支部運営交流会の開催について
4月26日13：30～17：00、オンラインで開催します。参加費は無料で、支
部長、支部役員が対象ですが、ご興味のある方もご参加できます。

③入退会承認の件
前回理事会より入会10名、退会２名が提案され承認しました。3月4日現
在の会員数は583名（期首よりマイナス23名）。

④第43回定時総会の件
議案書作成については3月22日の総務会で協議します。各支部・各委員
会・部会の議案締め切りは3月18日です。

⑤総会運営上の申し合わせ事項について
【1】総会議案書は事前に郵送で全会員へお送りします。【2】時間の都合に
より、第1号から第5号議案まで続けて提案し、一括して採択します。【3】事
前質問に対し回答した事項について、事後の再質問は受付ません。

⑥広報「同友しが」発行の件
従来、2か月に1回発刊していたものを、今後の会員増強を展望して8ペー
ジだての毎月発刊することにいたします。併せて、協賛広告の募集も開始
します。1口6,000円です。

⑦経営研究集会の件
第30回集会を2021年7月の中小企業の日に開催します。滋賀県内の会
員企業の交流を目的としてハイブリットにします。支部外との交流がなか
なかないので交流を促します。

⑧永井代表理事挨拶
次年度の目標を立てる、今年度の目標に対して追い込みしろと厳しい話
ばかりしていますが、経営者は自らをふるいたてさせて成長する場が同
友会です。委員長や支部長は、自分自身をふるいたてさせながら、メンバ
ーにおこえがけください。

⑨次回第12回理事会
とき：4月7日（水）16:00～18:00　　ところ：事務局およびZoom

2月支部・ブロック・部会活動 北近江支部 例会
と　き　2月19日（金）18:30～21:00
ところ　ホテルサンルート彦根 & ZOOM会議室
テーマ　培った技術を生かし、全社一丸で地域を巻き込んで
　　　　　新市場を創造する
報告者　清原 大晶 氏　（株）清原　代表取締役
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新会員ご紹介 第11回理事会にて承認されました。（敬称略・順不同）

●松﨑 悦子氏（（株）ＥＧＳ 大津支部所属）が電話及びFAX番号を変更しました。
　TEL及びFAX: 077-532-6165

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
○2021年4月5日（月）は会費の口座振替日です。
○月末発送文書、2月25日発行の「会費改定のご案内」でお知らせさせて
いただきましたが、2021年4月より月額6,000円の会費を7,000円と改
定させていただきますのでご理解ご了承のほどよろしくお願い致します。
（会費改定は2020年5月の第42回定時総会にて決議されました）
○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5日は会費2021年4月～6
月分　21,000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  までお願いいたします。

この度、縁あって再入会させて頂くことになりました。素晴らしい出会いを楽し
みにしております。コロナ禍で大変ですが、皆さんと一緒に学び成長していきた
いです。よろしくお願いいたします。

野洲　浩之
（有）滋賀エンジニアリング　代表取締役
〒529-0273  滋賀県長浜市高月町西野4057
TEL 0749-85-3242
事業内容：機械設備据付、機械設備メンテナンス、3Dプリンター製作
紹 介 者：水野　透　　所属：北近江支部

ドッグサロン、ペットホテルを運営している（株）Oz Days代表取締役の坂口聖子
です。経営指針を創る会に参加するため入会いたしました。どうぞよろしくお願
いいたします。

坂口　聖子
Oz Days（株）　代表取締役
〒520-3024  滋賀県栗東市小柿7-1-5
TEL 080-1507-5899
事業内容：トリミング、ペットホテル
紹 介 者：赤井 健史　　所属：湖南支部

この度、大変ありがたいご縁を頂き入会致しました。弊社は近江八幡市で金属
塗装を行っています。単身で赴きまだ9ヶ月ですが、よい会社・経営者・経営環
境をめざし、努力していきます。よろしくお願い致します。

笠原　信之
（株）三進塗装　取締役
〒523-0892  滋賀県近江八幡市出町748フラワー5番館516号室
TEL 090-2201-7905
事業内容：フォークリフト部品塗装
紹 介 者：水野　透　　所属：東近江支部

蓮池　道誠
スターデンホーム（株）　代表取締役
〒522-0041  滋賀県彦根市平田町816-16 Dea Staden 慶1F
TEL 0749-27-0272
事業内容：不動産、福祉
紹 介 者：青柳 孝幸　　所属：北近江支部

私が法律事務所の経営者となったときにすべきことは何かを知るため、貴会へ
の入会を決意しました。貴会での学びを通じ、より良い法的サービスの提供が
できるよう、勉強させていただきたく思います。

犬飼　貴文
滋賀第一法律事務所　弁護士
〒520-0044  滋賀県大津市京町3丁目4-12 アーバン21ビル5階
TEL 077-522-2118
事業内容：弁護士業務
紹 介 者：近藤 公人　　所属：大津支部

このたびたくさんのご縁がきっかけで入会しました株式会社ワークホームズの西山と申しま
す。弊社は戸建て住宅の販売施工（ユニバーサルホームFC、Begin’sの家）、住宅リフォーム
を生業としています。たくさんの出会いと学びを仕事とプライベートでできたらと思います。

西山　仁人
㈱ワークホームズ　代表取締役
〒523-0015  滋賀県近江八幡市上田町1293－1
TEL 0748-38-8880
事業内容：戸建住宅販売・施工
紹 介 者：大橋 慶之　　所属：東近江支部

日本で働きたい外国人と人手不足でお悩みの中小企業を繋げます。
同友会の一員となり、沢山の学びを楽しみにしております。
どうぞ宜しくお願い致します。

千葉　隆弘
（株）トリコインターナショナル　代表取締役
〒612-0029  京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目4プレアール伏見深草103号
TEL 075-748-7927
事業内容：外国人材雇用支援、ベトナム進出企業支援、ベトナム貿易、通信回線取次
紹 介 者：佐々木 美鈴　　所属：湖南支部

この度は大変貴重な機会を頂くことができ、うれしく思います。
皆様との交流を通じてたくさんのことを学ばせて頂き、自身の成長につなげた
いと思いますので、ご指導のほどよろしくお願い致します。

吉川　陽一郎
グッドライフエナジー（株）　係長
〒520-3106  滋賀県湖南市石部中央1丁目3番50号
TEL 0748-60-9552
事業内容：LPガス販売・リフォーム
紹 介 者：山本 忠志　　所属：甲賀支部

福祉と企業を結び、「一人じゃない」という安心感が育まれる地域づくりを目指
して事業を展開しています。経営とは・持続できるビジネスモデルとは何かを
学びたいと思っています。

川崎　敦子
(一社)ゆめと月詩舎　代表
〒522-0033  滋賀県彦根市芹川町538
TEL 0749-41-9035
事業内容：放課後児童クラブ・障害児者日中一時事業などの運営
紹 介 者：嶋川 昌典　　所属：北近江支部

起業して８年目になります。業種は企業紹介や社内研修動画、TV番組、CMな
どの映像制作業です。同友会の皆さまからの刺激を受け、新しい境地を開拓し
たく入会させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

原田　征司
映像制作Neezo
〒522-0043  滋賀県彦根市小泉町99-201
TEL 080-5339-8110
事業内容：映像制作
紹 介 者：青柳 孝幸　　所属：北近江支部


