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高島ブロック 例会
と　き　３月23日（水）18:00～22:00
ところ　可以登楼& ZOOM会議室
テーマ　目に見える成果を手にする秘訣とは
報告者　七黒 幸太郎氏　㈱七黒 代表取締役

大津支部 例会
と　き　３月25日（木）18:30～21:00
ところ　ZOOM会議室
テーマ　コロナ禍が教えてくれたこと！売上失速からの未来創造!
  ～リセットされた事業計画・新たな企業成長へのスタート～
報告者　水木 秀行氏　PORT STYLE㈱ 代表取締役（兵庫同友会）

湖南支部 BIG例会
と　き　３月16日（火）18:30～20:45
ところ　クサツエストピアホテル & ZOOM会議室
テーマ　想いはビジネスの推進力
  ～全ては「移動をエンターテインメントに」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という理念の実践から～
報告者　鳴海 禎造氏　glafit㈱ 代表取締役（和歌山同友会）

甲賀支部 例会
と　き　３月18日（木）18:00～20:00
ところ　㈱サン機工 ＆ ZOOM会議室
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　㈱坂田工務店 代表取締役

東近江支部 例会
と　き　３月23日（火）18:30～20:30
ところ　ZOOM会議室
テーマ　『同友会で得たもの！』～東近江支部長の任期を終えて！～
報告者　大橋 慶之 氏　㈱三省堂 代表取締役

北近江支部 例会
と　き　３月23日（火）18:00～20:30
ところ　北ビワコホテルグラツィエ & ZOOM会議室
テーマ　【常識を捨て、勘違い出来る力】
　　　　～私はこれがやりたいという「わがまま力」こそが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付加価値になる～
報告者　松﨑 悦子氏　㈱EGS 代表取締役

第12回理事会報告
と　き　4月7日（水）16:00～18:00
ところ　事務局＋ZOOM
出席者　水野・永井・廣瀬・坪田・蔭山（大）・田井・七黒・上田・
　　　　赤井・田中・小田柿・川邉・宮川・竹中・青柳・笠井・
　　　　松﨑・大橋・大原・奥村・岩下
　　　　（アンダーラインはオブザーバー）　計21名

理事会だより

①水野代表理事挨拶
理事の皆さんに個人目標を定めて会員増強に取り組んでいただきました。全
理事が目標達成とはなりませんでしたが、2か月間で26名の新たな仲間を迎
えることができました。高島ブロックは目標達成をしていただき、甲賀と東近江
は会勢を期首より伸ばしていただきました。次年度は計画的に進めていきた
いと思います。

②滋賀県立大学との包括連携協定の件
3月24日滋賀県立大学と包括連携協定を締結いたしました。インターンシップ
の受け入れや講義支援で若者が地域で活躍できる場づくりや共同開発など協
定を活用していきましょう。

③各支部2021年度総会の件
大津5月26日、湖南5月18日、甲賀5月20日、東近江5月27日、北近江5月24日、
青年部5月12日に開催します。

④入退会承認の件
前回理事会より入会申請10名、新聞読者からの復帰2名、退会申請４名、新聞
読者申請1名、ホールド会員1名の継続が報告され承認しました。４月７日現
在の会員数は592名（期首会勢）。

⑤第13回びわこジャズ東近江後援名義使用の件
廣瀬専務理事より提案があり、承認にされました。

⑥第43回定時総会の件
①2021年度予算について奥村主任事務局員より提案があり、承認されました。
②2021年度役員について役員選考委員会での選考結果が廣瀬専務理事より
報告があり承認されました。会計監査として濱本博樹さん（元大津支部長）が
選任されました。
③参加目標については役員を中心にホテルでの参加を募り、60名を達成する
ことを確認しました。また、過半数の委任を集めるために、広く会員へ声掛けを
することを確認しました。

⑦「事務局員の活動参加にかかる費用・拘束時間についての申し合わせ」見直しの件
廣瀬専務理事より提案があり、承認されました。永井代表理事より各支部運営
委員会で共有するよう依頼がありました。

⑧会員増強の取り組みの件
蔭山組織活性化委員長より2021年度ポスター案が提示され、オンライン投票
で決定することを確認しました。

⑨次回理事会
第1回理事会　4月26日（月）15:20～15:40　ホテルニューオウミ
第2回理事会　5月10日（月）15:00～17:30　同友会事務局＆Zoom
ところ：事務局およびZoom

３月支部・ブロック活動

5
May

第43期経営指針を創る会、第１講を開催しました。～経営労働委員会～
３月例会を開催しました。
「一歩踏み出す力　～経営者の成長こそ会社成長の第一歩」～青年部～

合同入社式を開催しました。～共育・求人委員会～

2021年度新入社員研修式を開催しました。～共育・求人委員会～
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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）

●七黒 幸太郎氏（（株）七黒　大津支部高島ブロック所属）が会社住所を変更しました。
　〒520-1522　滋賀県高島市新旭町新庄700
●松﨑 悦子氏（（株）ＥＧＳ　大津支部所属）が会社住所を変更しました。
　〒525-0004　滋賀県草津市上寺町406-2
●木岡 和実氏（（学）藍野大学 滋賀県医療技術専門学校　東近江支部所属）が企業名を変更しました。
　（学）藍野大学 びわこリハビリテーション専門職大学

会員動向

同級生の大橋君からのご紹介で入会させていただきました。株式会社滋賀コ
ンストラクションの嶋澤といいます。地域に根差した工務店として会を通じて、
自己研鑽し社業に行かしていければと思います。よろしくお願いします。

嶋澤　徹也
㈱滋賀コンストラクション　代表取締役 
〒527-0055　東近江市瓜生津町1190 
TEL 0748-24-0024 
事業内容：建築業　一般建築設計、施工
紹 介 者：大橋 慶之　　
所　　属：東近江支部 

「経営のことを勉強するなら同友会だ」と、ピアライフ永井社長のお勧めでこの
度入会させて頂きました。皆様と一緒に勉強して行きますので、宜しくお願いを
いたします。

東近江市で保険代理業に従事しております。この度ご縁を頂戴し入会させてい
ただきました。積極的に活動に参加し、多くの方から学びや気付き、刺激を受
けたいと考えております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

千田　敏幸
千田水道　社長
〒520-0526　大津市和邇中131-5
TEL 077-594-5432
事業内容：水道配管工　リフォーム一式
紹 介 者：永井 茂一　　
所　　属：大津支部

弊社の新たな事業部門を担わせていただくために、昨年3月に香川県より滋賀の地に参り
ました。滋賀同友会の皆様に教えていただきながら、また香川同友会での経験をいかして
同友会活動にはげむ所存です。はやく皆様の仲間になれますよう、与えていただきます役割
を努めてまいります。お声がけいただければうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。

田中　良夫
㈲山田保険事務所 課長
〒527-0073　東近江市蛇溝町179 
TEL 0748-23-3197 
事業内容：保険代理店業
紹 介 者：山田 竜一　所属：東近江支部

辻下　由典
滋賀サポート保険㈱
〒529-1531　東近江市市子川原町998 
TEL 0748-55-4111 
事業内容：損害保険、生命保険販売
紹 介 者：大橋 慶之　鈴村 通陽　
所　　属：甲賀支部

不動産業を通じて、本気で環境問題の改善をしていきたいと思っています。
同友会の皆様と一緒に学びあい、高めあっていくことがとても楽しみです。

伊藤　豊剛
㈱ピアライフ　課長
〒525-0244　大津市衣川1-18-31
TEL 077-573-6490
事業内容：不動産売買、仲介、管理運用
紹 介 者：永井 茂一　
所　　属：大津支部

高島市を中心に、個性を大切にした17種目のスポーツプログラムを運営して
おります。スポーツで夢を叶えるお手伝い、そしてスポーツで町を盛り上げるこ
とを目指して活動中です。皆さまどうぞよろしくお願い致します。

北川　渉
認定NPO法人 TSC 理事
〒520-1631　高島市今津町名小路1-6-5
TEL 0740-22-9090
事業内容：総合型地域スポーツクラブ
　　　　（17種目のスポーツスクール運営）
紹 介 者：大橋 慶之　七黒 幸太郎　所属：大津支部

この度はご縁頂き入会させて頂きました。同友会の経営指針や異業種の方と
の交流で、少しでも企業力を高められたらと思っています。よろしくお願いし
ます。

和田　茂春
和田電気 代表
〒520-1101　高島市武曽横山599-2
TEL 0740-37-0394
事業内容：電気工事
紹 介 者：七黒 幸太郎　佐藤 繁典　
所　　属：大津支部

この度、多くの地元経営者様からのお声を頂き、入会しました岡本です。主に住
にかかわる仕事をしております。他業種、異業種の方々との交流のなかで会社
も私自身も成長できたらと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

岡本　光司
岡本アルミ建材㈱　代表取締役
〒520-1216　高島市安曇川町中央2丁目4番地7
TEL 0740-32-2178
事業内容：アルミ建材販売・加工、ガラス建材用ガラス販売・加工、他
紹 介 者：七黒 幸太郎　佐治 繁典　出口 大輔　
所　　属：大津支部

創業2年目と歴史が浅く、お客様の拡大に日々奮闘しております。信頼され
る・愛される会社に成長できるよう同友会の先輩方から経営、人材育成、様々
なことを学ばせていただきたく、皆様のご指導のほどよろしくお願い致します

川分　教生
㈱スリーエス　代表取締役
〒522-0027　彦根市東沼波町705番地22
TEL 0749-47-6709
事業内容：ホイストクレーンのメンテナンスを中心に
　　　　　ホイスト保守・点検・修理・施工・管理
紹 介 者：田中 真　小田柿 喜暢　所属：北近江支部

Sunlight walksの仁井と申します。東近江市八日市ほんまち商店街にあるHonmachi93内でスケートボー
ドとアパレルのショップを運営しています。事業としてスケートパークを創ることを目指しており、同友会
の先輩方からの知識を学ばせて頂き自身の事業の発展に努めて参ります。宜しくお願い致します。

仁井　勝也
Sunlight warks　代表
〒529-1651　蒲生郡日野町山本767-26
TEL 090-8756-0485
事業内容：スケートボード、アパレルの店舗及びECでの
　　　　　販売　イベントの企画運営　棚田復興プロジェクト
紹 介 者：石川 朋之　所属：大津支部


