
と か ち 支 部

とかち支部 2016年度の活動のあゆみ

１）同友会の魅力づくりの再構築に向けた新たな活動がスタート～いろはの会で新会員をフォロー～

今年度とかち支部では、新たに41名の仲間を迎えましたが、厳しい経営環境もあり、2016年度末の会員数は876社と2006年度以

来10年ぶりの減少となりました。

そうした中でも、新入会員のフォローアップ活動として取り組む、同期入会同士の学びあい活動「いろはの会」がスタート。

スタートアップ委員会がきめ細かく運営をサポートし、１年間同じグループで自社の取り組みなどを報告し、お互いを知り合う充

実した活動が展開されています。

２）強靱な企業体質づくりへ～例会、学び合い活動の充実～

支部例会では、同友会の仲間から学ぶ例会を中心に計９回開催し、延べ645名が参加しました。10月には足寄町にて、エコノミス

トで日本総合研究所主席研究員の藻谷浩介氏を招いての支部例会（第８回地区会交流会）を開催。121名が参加しました。また、会社

法や会計基礎、障がい者雇用を学ぶ経営労務セミナーを３回開催し、延べ142名が参加しました。経営指針研究会は１年を通して侃々

々と議論し、６名が経営理念を成文化しました。

３）充実した社員教育活動、共同求人活動 ～UIJ ターン事業で十勝に～

新入社員研修会に始まり、新入社員フォローアップ研修会、第６期社員ステップアップセミナー、第47期中堅幹部学校と、階層別

研修に力を入れました。ほかにも、勤続年数や部署を問わず参加できる社員マナー研修会を開催しました。

また、2016年度は帯広地域雇用創出促進協議会と連携した新卒・中途向けの合同企業説明会に加え、帯広市と連携した人材確保の

取り組みとして「UIJターン促進事業」を実施しました。UIJターン促進事業では、移住体験ツアーや首都圏での合同企業説明会を行

うなど、十勝地域での人材確保のみならず、全道全国に向けた共同求人活動を行いました。

12月には昨年度に引き続き、地元高校１、２年生向けのイベント「キャリアクエスト」を開催しました。企業研究やグループディ

スカッションを通じて、生徒たちの就職意識の向上を目指しました。

４）農商工連携・６次産業化の取り組み～新たな地サイダーの誕生、日本食農連携機構との事業を実施～

「とかち地サイダー研究会」に2016年４月、７本目の新たな地サイダー「足寄オンネトーブルー」が誕生しました。中札内村や芽

室町でも商品化の動きがあり、管内全市町村の商品化を目標に活動を進めました。

また、十勝農商工連携部会内に「ワイン・ぶどう研究会」が新たに立ち上がり、十勝管内に新たなワイナリーを造るべく勉強会や

視察などを行いました。2017年２月には、帯広市と連携して「ブドウ・ワインシンポジウム」を開催、各地で新しいワイナリー設立

へ向けて個々に活動していた方々が連携・協力体制を作り上げるきっかけ作りとなりました。

2015年に農業経営部会と連携協定を結んだ日本食農連携機構と「情報コーディネート事業」を実施。部会員農業者のデータベース

構築やマッチング事業に取り組みました。

５）自主運営の推進、委託事業の法人化の検討を進める

とかち支部では、①「自主運営・事務局業務改善」②「委託事業等法人化」について、支部長諮問を受けたプロジェクトチームを

設置し、それぞれの現状や課題について議論を重ね、答申と提言を行いました。2014年に委員会、地区会、部会活動について、より

いっそうの自主運営を推進することを確認した「とかち支部活動の手引き」も改訂されました。自主運営を進めながら、事務局業務

改善も検討していくことで、新しい支部運営のあり方について、引き続き検討していきます。

また、支部活動の大きな柱となり、地域から「あてにされる同友会」として、帯広市や JICAなどから委託され活動を進めている数

多くの事業について、プロジェクトからの答申と提言を受けて、担当者クラスの人材育成の視点や支部資産の保全などの観点から、

新たな法人を設立し業務を移管する可能性について提言されました。

総会・幹事会

2016年

4月11日 四役会 12名

4月18日 四役会 12名

4月18日 第２回 幹事会 30名

4月27日 とかち支部６月例会打ち合わせ 5名

4月28日 第42回定時総会 202名

テーマ：ローマ法王に米を食べさせた男が語る

「成功するまで失敗し続ければいい」

講師：過疎の村を救ったスーパー公務員

高野 誠鮮 氏

5月 9日 四役会 11名

5月16日 四役会 11名

5月16日 第３回幹事会 32名

5月31日 とかち支部７月例会打ち合わせ 6名

6月 6日 四役会 12名

6月 6日 第４回幹事会 24名

7月 4日 四役会 11名

7月11日 四役会 10名

7月11日 第５回幹事会 31名

7月27日 とかち支部と代表理事との役員懇談会 28名

8月 1日 四役会 10名

8月 8日 四役会 11名

8月 8日 第６回幹事会 28名

9月 5日 四役会 10名

9月12日 四役会 10名

9月12日 第７回幹事会 31名



10月 3日 四役会 11名

10月11日 四役会 12名

10月11日 第８回幹事会 28名

11月 7日 四役会 13名

11月14日 四役会 12名

11月14日 第９回幹事会 25名

12月 5日 四役会 9名

12月12日 四役会 11名

12月12日 第10回幹事会 34名

2017年

1月12日 四役会 11名

1月16日 四役会 10名

1月16日 第11回幹事会 24名

2月 6日 四役会 13名

2月13日 四役会 10名

2月13日 第12回幹事会 26名

3月 6日 四役会 12名

3月13日 四役会 10名

3月13日 第13回幹事会 29名

3月27日 2016年度 臨時総会 61名

［企業展示会実行委員会］

2016年

9月20日 第１回委員会 5名

10月11日 第２回委員会 7名

10月20日 第３回委員会 7名

10月26日 出展検討者向け事前説明会 14名

12月 1日 十勝の企業力2016 second stage 45名

12月26日 企業展示会実行委員会反省会 7名

［自主運営・事務局業務改善検討プロジェクト］

2016年

5月23日 第１回会議 6名

6月21日 第２回会議 6名

7月12日 第３回会議 5名

8月 9日 第４回会議 6名

9月 8日 第５回会議 3名

11月17日 第６回会議 4名

2017年

1月17日 第７回会議 4名

［委託事業等法人化検討プロジェクト会議］

2016年

5月24日 第１回会議 4名

7月11日 第２回会議 4名

8月 2日 第３回会議 5名

9月12日 第４回会議 4名

11月 4日 第５回会議 5名

12月27日 第６回会議 5名

［帯広大谷短大との連携検討プロジェクト会議］

2016年

12月19日 第１回会議 8名

［会員増強プロジェクト会議］

2016年

12月26日 第１回会議 6名

2017年

1月12日 第２回会議 17名

2月 9日 第３回会議 11名

3月 6日 第４回会議 12名

3月27日 第５回会議 9名

専門委員会

［総務企画委員会］

2016年

4月 5日 第１回委員会 8名

11月 1日 第２回委員会 7名

2017年

1月18日 第３回委員会 5名

［地域教育委員会］

2016年

4月 6日 第１回委員会 7名

6月 8日 第２回委員会 7名

8月 3日 第３回委員会 8名

9月13日 第４回委員会 6名

11月15日 第５回委員会 5名

12月 1日 キャリアクエスト2016 2nd 66名

2017年

2月13日 第６回委員会 3名

［経営指針委員会］

2016年

4月 7日 第１回委員会 6名

6月 1日 第２回委員会 7名

7月12日 第３回委員会 5名

8月19日 第４回委員会 5名

8月23日 ８月セミナー 23名

テーマ：独自路線で勝ち残る 異業種トークセッション

報告者：㈱エイムカンパニー

代表取締役 佐藤 慎吾 氏

㈱山水工業 代表取締役 草野 誠 氏

とやま農場 代表 外山 隆祥 氏

9月15日 第５回委員会 7名

10月12日 第６回委員会 4名

11月 9日 第７回委員会 6名

11月15日 経営指針研究会『同窓会』 15名

テーマ：経営指針作成後の踏み出す一歩

報告者：㈱共同電設 代表取締役 原田 健太 氏

㈱関木材工業

代表取締役社長 山内ゆかり 氏

12月14日 第８回委員会 5名

2017年

1月25日 第９回委員会 6名

2月21日 第10回委員会 in大樹 4名

3月17日 第11回委員会 6名

［経営指針研究会］

2016年

4月14日 2016年度経営指針研究会オリエンテーション

12名

5月11日 第２講 13名

6月20日 第３講 14名

7月20日 第４講 12名

8月25日 第５講 10名

9月29日 第６講 9名

10月29日 第７講（一泊研修） 8名

11月28日 第８講 12名

12月21日 第９講 10名

2017年

1月30日 第10講 10名

2月15日 第11講 6名

3月24日 2016年度総括報告会 23名



報告会発表者（2016年度研究生）：

㈱池田商店 営業部長 池田 純寛 氏

㈱伊豆倉組 取締役業務室長 伊豆倉鈴雄 氏

児玉ヘルス商事㈱ 代表取締役 児玉 誠也 氏

㈲昭和熱器工業 取締役部長 森田 友昭 氏

㈱平和園 代表取締役 新田 隆教 氏

とかちまつおふぁーむ 代表 松尾 典俊 氏

［国際交流・ビジネス委員会］

2016年

4月12日 第１回委員会 7名

5月17日 第２回委員会 8名

5月20日 インドネシアセミナー 13名

テーマ：インドネシアのビジネス環境の実態と投資可能性

について

～インドネシアでの企業展示会 TRADE EXPO
 

2016視察・事前説明会～

講師：インドネシア共和国大使館

商務部部長 ジュリア・シララヒ 氏

7月22日 第３回委員会 7名

8月 4日 インドネシア視察研修説明会 15名

8月26日 第４回委員会＆札幌支部国際ビジネス研究会との

交流会 13名

テーマ：とかち支部の海外展開活動について

講師：㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

国際交流ビジネス委員会

委員長 久保 陽一 氏

㈲タナベ 専務取締役 田邊 義康 氏

9月 7日 ベトナムビジネスセミナー 8名

テーマ：ベトナム国の概況・投資環境・事業展開における

注意点について

講師：帝京大学 経済学部経済学科

講師 菊池 正 氏

9月29日 インドネシア視察研修会打ち合わせ 7名

9月30日 第５回委員会 7名

10月11日 インドネシア視察研修、ビジネスマッチングツ

アー 7名

①インドネシアの総合展示会「TRADE EXPO 2016」の視

察・商談

②参加者の希望にあわせた現地企業視察

③現地企業経営者等との交流会

10月29日 帯広畜産大学留学生とのざっくばらん交流会‼

18名

10月26日 第６回委員会 9名

11月18日 第７回委員会 7名

12月 9日 12月例会 17名

テーマ：国際貢献・人材確保…今、注目の制度をわかりや

すくお答えします 外国人技能実習制度につい

て

講師：公益財団法人 国際人材育成機構北海道支局

課長 高山 英明 氏

2017年

1月 6日 第８回委員会 9名

1月18日 ベトナム視察研修 9名

2月 7日 第９回委員会 3名

3月13日 第10回委員会 4名

3月14日 「HOP説明会」国際交流・ビジネス委員会 7名

テーマ：HOPの成果等に関する説明会

講師：国土交通省北海道開発局 港湾空港部 港湾計画課

開発専門職 薮田 憲二 氏

一般社団法人北海道国際流通機構

代表理事 鳥取 義之 氏

［共育委員会］

2016年

4月18日 第１回委員会 7名

7月 1日 第２回委員会 5名

7月21日 第３回委員会 6名

8月 8日 第４回委員会社員・ステップアップセミナー評価

委員会 7名

8月25日 第５回委員会 7名

10月13日 第６回委員会 6名

10月24日 第７回委員会 7名

12月 7日 第８回委員会 7名

2017年

1月11日 第９回委員会 6名

2月17日 第47期中堅幹部学校 卒業認定会議 3名

3月 2日 第10回委員会 9名

［地区会交流委員会］

2016年

4月22日 第１回委員会 8名

6月14日 第１回正副会長・幹事長会議 18名

7月 5日 地区会交流会（支部10月例会）第１回実行委員会

6名

10月26日 第２回委員会 5名

11月21日 第３回委員会＆第２回正副会長・幹事長会議

12名

［組織委員会］

2016年

4月25日 第１回委員会 7名

5月20日 第２回委員会 7名

6月14日 組織委員会ご無沙汰会員訪問 5名

6月15日 第３回委員会 6名

7月 8日 第４回委員会 5名

7月25日 新入会員ガイダンス＆いろはの会16Ａガイダン

ス 15名

8月 3日 第５回委員会 6名

8月25日 「知りあい・学びあい・援けあい」会員交流会

11名

テーマ：高級分譲マンション

～高級有料老人ホームはどうして売れたか～

講師：シルバーシティ十勝おびひろ

園長 小関 利彦 氏

（㈱太平洋シルバーサービス北海道)

9月 2日 第６回委員会 9名

10月 6日 第７回委員会 6名

10月25日 新入会員ガイダンス 10名

11月 8日 第８回委員会 7名

2017年

1月19日 第９回委員会 7名

2月16日 第10回委員会 6名

2月27日 第16回企業対抗ボウリング大会 96名

3月 6日 第11回委員会 5名

［スタートアップ委員会］

2016年

5月20日 第１回委員会 4名

6月21日 第２回委員会 8名

9月15日 第３回委員会 7名

2017年

2月 7日 第４回委員会 7名



［いろはの会］

2016年

4月 9日 いろはの会15Ａ ４月例会（最終会） 7名

テーマ：望年会 ～同友会はどうですか？～

4月11日 いろはの会15Ｃ ４月例会 8名

テーマ：笑顔と感謝…そして夢

話題提供：㈲大沢商会 代表取締役 及川 悟 氏

4月18日 いろはの会15Ｂ ４月例会 9名

テーマ：障がい者の現状

話題提供：㈱つながり 代表取締役 北村 直也 氏

5月 9日 いろはの会15Ｃ ５月例会 5名

テーマ：フランチャイズを始めるにあたり。

話題提供：㈱リースキンとかち

代表取締役 荒谷 隆明 氏

5月18日 いろはの会15Ｂ ５月例会 7名

テーマ：身近な法律問題と対応方法について

話題提供：三洋興熱㈱

取締役企画室長 笹井 宏一 氏

6月13日 いろはの会15Ｃ ６月例会 8名

テーマ：10年の節目の花ことば…

話題提供：㈱内藤生花店 代表取締役 菅田 光子 氏

6月22日 いろはの会15Ｂ ６月例会 6名

テーマ：書店業界の現状と当社の取り組み

話題提供：㈲有田書房 常務取締役 有田 光秀 氏

7月11日 いろはの会15Ｃ ７月例会 7名

テーマ：金融機関からの融資の引き出し方について

話題提供：小椋行政書士・社会保険労務士事務所

所長 小椋 一雄 氏

7月28日 いろはの会15Ｂ ７月例会 9名

テーマ：わが社の取り組みと今後の課題

話題提供：㈱松山工業

代表取締役社長 松山 陽一 氏

8月24日 いろはの会16Ａ ８月例会 6名

テーマ：グループの運営方針について

8月26日 いろはの会15Ｂ ８月例会 6名

テーマ：永遠の美しさは健康から

話題提供：健康サロンゆらり 代表 政木 秀美 氏

8月29日 いろはの会15Ｃ ８月例会 7名

テーマ：農業経営のはなし

話題提供：さとう農場 代表 佐藤 朋康 氏

9月12日 いろはの会15Ｃ ９月例会 4名

テーマ：農業経営のはなし Part2

話題提供：関口農場 代表 関口 孝典 氏

9月16日 いろはの会16Ａ ９月例会 5名

テーマ：インバウンドをメインターゲットとした小型航空

機利用サービスの試験運用

話題提供：㈱進藤鋳造鉄工所 取締役 進藤 寛也 氏

9月29日 いろはの会15Ｂ ９月例会 11名

テーマ：保険業と私

話題提供：㈱きずな保険エージェンシー

営業部長 高田 正人 氏

10月11日 いろはの会16Ｂガイダンス・15Ｃ＆16Ｂ合同10

月例会 14名

テーマ：労務士業務の𨻶間を埋めたら、こうなった

話題提供：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

10月13日 いろはの会16Ａ 10月例会 7名

テーマ：差別化に向けて

話題提供：北海道ベース㈱ 取締役 加藤 貴裕 氏

11月 7日 いろはの会15Ｃ＆16Ｂ合同11月例会 13名

テーマ：エビデンスに基づく日本経済の話

話題提供：㈱タカノ（パイスショップたかの）

代表取締役 髙野 文洋 氏

11月17日 いろはの会16Ａ 11月例会 10名

テーマ：企業見学

11月17日 いろはの会16Ａ 望年会 10名

テーマ：いろはの会活動を振り返り、新しい年を展望しま

しょう

11月25日 いろはの会15Ｂ 望年会 6名

テーマ：〝望年会"

～出会った仲間同士で新しい年を展望しよう ～

12月 6日 いろはの会15Ｃ＆16Ｂ合同12月例会 8名

テーマ：肉牛のおはなし

話題提供：藤谷牧場 代表 藤谷 竜也 氏

12月19日 いろはの会16Ａ 12月例会 7名

テーマ：国の施策から考えるこれからの住宅について。

ZEH（ゼッチ）とは？

話題提供：㈲ダンホーム 取締役部長 山本 晃弘 氏

2017年

1月16日 いろはの会15Ｃ＆16Ｂ合同１月例会 13名

テーマ：若者の現状と雇用について

話題提供：おびひろ地域若者サポートステーション

総括コーディネーター 永野 拓己 氏

1月18日 いろはの会16Ａ １月例会 9名

テーマ：22世紀の帯広を考える

～観光事業の意味について～

話題提供：㈱ソーラーエステイト

代表取締役 永田 剛 氏

2月13日 いろはの会16Ａ ２月例会 9名

テーマ：地元食材の活用と情報発信

旅行会社設立 ～十勝の魅力を伝えたい～

話題提供：Pizza カチバル 代表 田畑 正仁 氏

2月13日 いろはの会15Ｃ＆16Ｂ合同２月例会 12名

テーマ：脱サラからの飲食店経営

～常識にとらわれない逆転の経営術～

話題提供：銀座センターバルかぼす

代表 村上 雅之 氏

3月13日 いろはの会16Ａ ３月例会 6名

テーマ：十勝の農業者としての役割

話題提供：大崎農場 副代表 大崎 真裕 氏

3月13日 いろはの会16Ｂ ３月例会 9名

テーマ：終活についてのあれこれ

話題提供：AI’S 代表 沼田 秀実 氏

［経営労務委員会］

2016年

5月11日 第１回委員会 7名

6月21日 第１回 金融懇談会 17名

話題提供：北海道銀行

執行役員帯広支店長 齊藤 勝 氏

7月27日 第２回委員会 7名

8月 4日 経営労務セミナー 34名

テーマ：今さら聞けない⁉ 「会社法の基礎」講座

講師：弁護士法人岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

8月 4日 経営労務委員会・フロンティアパートナーグルー

プ共催セミナー 10名（全体では約80名)

テーマ：100年企業を目指して 事業承継対策セミナー



講師：フロンティアパートナーグループ

代表・公認会計士 井上 理 氏

フロンティアパートナーFAS株式会社

代表取締役・公認会計士 花田 和政 氏

9月21日 会計基礎セミナー① 28名

テーマ：会計の全体像を知ろう

講師：税理士法人 TAP

代表社員・公認会計士 内田 勇介 氏

9月28日 会計基礎セミナー② 28名

テーマ：中小企業の会計項目を一つ一つ見ていこう

講師：税理士法人 TAP

代表社員・公認会計士 内田 勇介 氏

9月30日 第３回委員会 5名

10月 5日 会計基礎セミナー③ 29名

テーマ：計画・分析・改善で会社を元気にしていこう

講師：税理士法人 TAP

代表社員・公認会計士 内田 勇介 氏

11月 9日 第２回 金融懇談会 21名

12月13日 第４回委員会 7名

2017年

1月27日 第５回委員会 4名

2月24日 障がい者雇用セミナー 23名

テーマ：障がいを持っている人と企業を結びつけるイン

ターンシップ

～同友会だからこそできる十勝の障がい者雇用の

はじめの一歩～

パネリスト：つながり 代表取締役 北村 直也 氏

㈱マリエッタ 取締役 細木 学 氏

コーディネーター：一般社団法人ちっぷす

代表理事 及川 抄織 氏

3月29日 第６回委員会 6名

［広報委員会］

2016年

5月18日 第１回委員会 5名

5月30日 第２回委員会 6名

6月20日 第３回委員会 8名

7月19日 第４回委員会 7名

8月12日 第５回委員会 8名

9月20日 第６回委員会 7名

10月18日 第７回委員会・編集会議 10名

11月25日 第８回委員会・編集会議 7名

2017年

2月 9日 第９回委員会 5名

3月22日 第10回委員会 4名

［求人委員会］

2016年

5月31日 第１回委員会 5名

6月17日 高校生向け事業説明会・情報交換会 29名

同友会が取り組む高校生向け事業説明会・情報交換会

7月14日 第２回委員会 5名

10月27日 第３回委員会 4名

2017年

2月27日 第４回委員会 4名

［地域政策委員会］

2016年

2月28日 第１回委員会 4名

9月 1日 北海学園大学・立命館大学合同ゼミ生との交流会

6名

9月 3日 北海学園大学ゼミ生十勝視察研修発表会 7名

［学び合い活動推進委員会］

2016年

5月31日 第１回委員会 8名

7月29日 第２回委員会 9名

8月22日 第１回グループ長・副グループ長会議 23名

2017年

1月23日 第３回委員会 8名

2月28日 第２回グループ長・副グループ長会議 21名

3月28日 第３回グループ長・副グループ長会議 22名

［拓の会］

2016年

4月13日 スタートオリエンテーション 58名

4月26日 ４月プレ例会（第５グループ） 10名

5月11日 ５月例会（第４グループ） 9名

テーマ：交流会

5月11日 ５月例会（第１グループ） 13名

テーマ：仕事がほしい

話題提供：㈲裕信電気 代表取締役 牧野 裕一 氏

5月12日 ５月例会（第８グループ） 10名

テーマ：障害・高齢・若者・母子家庭の雇用に困ったこと

ありませんか？

～困った事例、成功した事例を共有しよう～

5月13日 ５月例会（第９グループ） 7名

テーマ：異業種社員交流

話題提供：㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

5月14日 ５月例会（第５グループ） 9名

テーマ：建具の組み立て加工工場を見学しよう in釧路

話題提供：丸二サッシ工業㈱

代表取締役 小島 勝孝 氏

5月17日 ５月例会（第３グループ） 5名

テーマ：人材の採用と育成

話題提供：特定非営利活動法人グリーンライフサポートと

かち

理事長 伊藤 権一 氏

5月18日 ５月例会（第６グループ） 6名

テーマ：グループ交流会

5月19日 ５月例会（第７グループ） 8名

テーマ：経営者として『夢』って嫌いなコトバ…。

㈱Ｊパワーズ 代表取締役 戸田 好浩 氏

5月19日 ５月例会（第２グループ） 6名

テーマ：仕事のすすめ ～社員との会話を良くするコツ～

話題提供者：全員

6月 1日 ６月会内オープン例会（第４グループ） 14名

テーマ：社労士の仕事とは？

～社会保険労務士の通常業務と突発的業務につい

て～

講師：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

アドバイザー：弁護士法人岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

6月 8日 ６月例会（第１グループ） 12名

テーマ：現場社員と社長の考え方のギャップ

話題提供：トォータルフーズ㈱

営業課長 本間 大介 氏

6月 9日 ６月例会（第８グループ） 6名

テーマ：ジョブコーチ流 伝え方・教え方

話題提供：㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

6月 9日 ６月例会（第９グループ） 7名

テーマ：異業種交流 ～まずはお互いを知ろう～



6月14日 ６月例会（第３グループ） 6名

テーマ：金融機関から見た企業評価

話題提供者：十勝信用組合北支店

支店長 高木 幸三 氏

6月15日 ６月例会（第６グループ） 5名

テーマ：従業員との距離 一年たった今…

話題提供者：ハッピールーム 代表 阿部 るみ 氏

6月16日 ６月例会（第２グループ） 7名

テーマ：社員間の温度差を埋めたい…。

話題提供者：明和㈱帯広営業所 所長 伊藤 剛 氏

6月16日 ６月例会（第７グループ） 7名

テーマ：LOOP THE 十勝

話題提供者：㈱ビゴラス 代表取締役 掛村 真二 氏

6月23日 ６月例会（第５グループ） 6名

テーマ：共働学舎新得農場チーズ工房見学

話題提供：共働学舎新得農場 代表 宮嶋 望 氏

7月 6日 ７月例会（第４グループ） 8名

テーマ：労務トラブルフリーでどうやって問題社員に向き

合うか？

話題提供者：㈱とかち河田ファーム

取締役副社長 河田 利則 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

7月 7日 ７月例会（第９グループ） 7名

テーマ：コミュニケーション ～㈱丹野の場合～

話題提供：株式会社 丹野

代表取締役 丹野 利明 氏

7月 7日 ７月例会（第７グループ） 5名

テーマ：結農（ゆいのう) ～拓かれた道～

話題提供：松尾農場 代表 松尾 典俊 氏

7月14日 ７月例会（第８グループ） 6名

テーマ：企業における障がい者雇用の問題点と悩み

話題提供：十勝バス㈱ 統括本部長 米田 孝 氏

7月14日 ７月例会（第２グループ） 5名

テーマ：目標のたて方

話題提供：㈱きずな保険エージェンシー

営業部長 加藤 謙一 氏

7月19日 ７月例会（第３グループ） 5名

テーマ：知って得するお金の話

話題提供：FP山﨑増美事務所 代表 山﨑 増美 氏

7月19日 ７月例会（第５グループ） 6名

テーマ：癒しの奥深さ

話題提供：asian healing Lom 代表 髙橋恵理香 氏

7月20日 ７月例会（第６グループ） 5名

テーマ：人材育成と今後の可能性 一年たった今…。

話題提供：㈲ニューパックとがし

代表取締役社長 富樫 雅道 氏

7月30日 くしろ支部一歩の会と第１グループとの合同例会

inとかち 9名

テーマ：アメリカで実際見てきました

～最先端の薬物依存症療養施設とアニマルセラ

ピーの現場リポート～

話題提供：㈲すずか 代表取締役 永松 昭子 氏

8月 3日 ８月例会（第４グループ） 11名

テーマ：外国人実習生について

～外国人実習生受入までの過程について～

話題提供者：磯部鉄建㈱

代表取締役社長 磯部 正博 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

8月 4日 ８月例会（第９グループ） 6名

テーマ：コミュニケーションについて

話題提供：㈲北海道人材センター 太田 雄介 氏

㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

8月10日 ８月例会（第１グループ） 12名

テーマ：恥ずかしくて、言えない話

話題提供：ホンダカーズ帯広中央

代表取締役社長 石原 直樹 氏

8月18日 ８月例会（第２グループ） 5名

テーマ：成果から得られる仕事の面白さ」

話題提供：トォータルフーズ㈱ 主任 利浪 直樹 氏

8月18日 ８月例会（第８グループ） 7名

テーマ：全道障害者問題委員会がめざすもの

～第１回委員会に参加しての報告～

話題提供：㈱ ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

8月23日 ８月例会（第３グループ） 7名

テーマ：人材の採用について

話題提供：㈱ヒューマンリンクス

代表取締役 富田 友夫 氏

8月23日 ８月例会（第５グループ） 8名

テーマ：集成材は森林を救う

話題提供：㈱中野製作所

取締役社長付 中野 智博 氏

8月24日 ８月例会（第７グループ） 6名

テーマ：本音の語り合い～懇親会～

8月24日 ８月例会（第６グループ） 5名

テーマ：今年度活動の確認と打ち合わせ

9月 7日 ９月例会（第４グループ） 9名

テーマ：定年定職後の再雇用契約（嘱託職員契約）

話題提供者：トォータルフーズ㈱

常務取締役 山崎 浩昭 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

9月 8日 ９月例会（第９グループ） 5名

テーマ：コミュニケーション～㈲丸屋仏壇店の場合～

話題提供：㈲丸屋仏壇店 代表取締役 長谷川道正 氏

9月14日 ９月例会（第８グループ） 7名

テーマ：地方から就労支援の第一印象を変えてゆく（全国

の事例紹介）

話題提供：㈱ピークス 代表取締役 土井 雅史 氏

9月14日 ９月例会（第１グループ） 10名

テーマ：私の会社はこんな会社

～発表することで自分の会社を見つめ直す～

話題提供：㈲おかやす 専務取締役 岡安 純一 氏

9月15日 ９月例会（第２グループ） 5名

テーマ：人材育成について

話題提供：トォータルフーズ㈱ 係長 池田 誠 氏

9月16日 ９月例会（第５グループ）（足寄地区会合同開催）

23名

テーマ：株式会社三英 三英 TTF事業所見学

話題提供：執行役員工場長 吉澤今朝男 氏

9月21日 ９月例会（第６グループ） 4名

テーマ：目指す人物像とは？

話題提供：フォレスト矯正歯科クリニック

院長 大和 志郎 氏

9月28日 ９月例会（第３グループ） 4名

テーマ：中小企業の会計項目を一つ一つ見ていこう



話題提供：税理士法人 TAP

代表社員・公認会計士 内田 勇介 氏

10月 5日 10月例会（第４グループ） 11名

テーマ：創業者からの引き継ぎ、そして自分なきあとの会

社をどうするか

話題提供者：㈲キリヤガラス店

代表取締役 瀧田 雅裕 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

10月 8日 10月例会（第９グループ） 5名

テーマ：コミュニケーション

～トォータルフーズ㈱＆㈱ネオプロセスの場合～

話題提供：トォータルフーズ㈱ 店長 金 崇史 氏

㈱ネオプロセス 神保 雄一 氏

10月13日 10月オープン例会 第８グループ・清水地区会・

新得地区会合同例会> 25名

テーマ：ユニバーサル社会を考える

～同友会の共育から学ぶ障がい者雇用のあり方、

働き続けるために必要な事～

話題提供：㈱ ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

10月13日 10月例会（第２グループ） 4名

テーマ：成果主義とは？

～頑張った分だけ報われる？ メリットとデメ

リット～

話題提供：㈲高嶋木工場 代表取締役 高嶋 義則 氏

10月17日 第１グループ10月例会（大樹地区会合同 in大樹）

21名

テーマ：ビジネスにおける 心・技・体

～スポーツコーチングを活かした会社経営～

話題提供：リブラス㈱ 代表取締役 櫻井 英裕 氏

10月18日 10月例会（第３グループ） 6名

テーマ：実例から学ぶ、企業のリスク回避の方法とは

話題提供：木野村英明法律事務所

弁護士 木野村英明 氏

10月19日 10月例会（第６グループ） 5名

テーマ：高橋代表の悩み 一年たった今…。

話題提供：とかち豚丼 夢の蔵 代表 高橋 利幸 氏

10月20日 10月例会（第７グループ） 6名

テーマ：夢を実現するためには、夢を語り合うことが大切

です

話題提供者：太田寝装㈱ 代表取締役 太田 隆博 氏

11月 2日 11月例会（第４グループ） 11名

テーマ：災害、大規模災害、資金繰り悪化突発的なアクシ

デント発生時に社員の対応をどのようにしたら良

いのか？

話題提供者：㈲労災防止センター

代表取締役 佐々木賢一 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

11月 4日 2016年フォーラム 51名

テーマ：これまでの百年、これからの百年、地域と共に歩

む為には従業員の幸せが第一。「人を大切にする企

業の秘密」語ります。

ゲスト：㈱藤森商会 代表取締役社長 藤森 裕康 氏

聞き手：㈱ネオプロセス 代表取締役 松田 英明 氏

11月 4日 10月例会（第５グループ） 3名

テーマ：これまでの百年、これからの百年、地域と共に歩

む為には従業員の幸せが第一。「人を大切にする企

業の秘密」語ります。

ゲスト：㈱藤森商会 代表取締役 藤森 裕康 氏

（とかち支部 幹事長)

聞き手：㈱ネオプロセス 代表取締役 松田 英明 氏

（とかち支部 副幹事長・学び合い活動推進委員長)

11月 4日 11月例会（第６グループ） 4名

テーマ：これまでの百年、これからの百年、地域と共に歩

む為には従業員の幸せが第一。「人を大切にする企

業の秘密」語ります。

ゲスト：㈱藤森商会 代表取締役 藤森 裕康 氏

（とかち支部 幹事長)

聞き手：㈱ネオプロセス 代表取締役 松田 英明 氏

（とかち支部 副幹事長・学び合い活動推進委員長)

11月 4日 11月例会（第２グループ） 3名

テーマ：これまでの百年、これからの百年、地域と共に歩

む為には従業員の幸せが第一。「人を大切にする企

業の秘密」語ります。

ゲスト：㈱藤森商会 代表取締役 藤森 裕康 氏

（とかち支部 幹事長)

聞き手：㈱ネオプロセス 代表取締役 松田 英明 氏

（とかち支部副幹事長・学び合い活動推進委員長)

11月 4日 11月例会（第８グループ） 4名

テーマ：これまでの百年、これからの百年、地域と共に歩

む為には従業員の幸せが第一。人を大切にする企

業の秘密」語ります。

ゲスト：㈱藤森商会 代表取締役 藤森 裕康 氏

（とかち支部 幹事長)

聞き手：㈱ネオプロセス 代表取締役 松田 英明 氏

（とかち支部 副幹事長・学び合い活動推進委員長)

11月 9日 11月例会（第１グループ） 14名

テーマ：私が広尾に来た理由

話題提供：オフィスひびき 代表 首藤ひろえ 氏

11月 9日 11月例会（第７グループ） 8名

テーマ：チームづくりと業態づくり

話題提供：㈱丹野 代表取締役 丹野 利明 氏

11月10日 11月例会（第９グループ） 8名

テーマ：コミュニケーション～リブラス㈱の場合～

話題提供：リブラス㈱帯広支店

帯広支店長 服部 直幸 氏

11月21日 11月例会（第３グループ） 10名

テーマ：社長業は突然に…。～事業承継～

話題提供：株式会社ザ・本屋さん

代表取締役社長 髙橋 智信 氏

11月25日 11月例会（第５グループ） 8名

テーマ：浦幌フリーズドライ㈱乾燥工場見学

話題提供：浦幌フリーズドライ㈱

代表取締役 井上 和子 氏

12月 3日 12月例会（第５グループ） 3名

テーマ：おびひろ動物園見学

話題提供：おびひろ動物園 園長 柚原 和敏 氏

12月 7日 12月例会（第４グループ） 8名

テーマ：使用者責任・安全配慮義務

話題提供：㈱きずな保険エージェンシー

営業部長 高田 正人 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

12月 7日 12月例会（第１グループ） 9名

テーマ：今年を振り返り、来年を展望します

話題提供：参加者全員



12月13日 12月例会（第８グループ） 5名

テーマ「2016障がい者雇用を通して企業づくりを考える

フォーラム」報告

12月15日 12月例会（第２グループ） 7名

テーマ：今年を振り返り、来年を展望します

12月15日 12月例会（第３グループ） 6名

テーマ：今年を振り返り、来年を展望します

12月17日 12月例会（第７グループ） 8名

テーマ：今年を振り返り、来年を展望します

12月17日 12月例会（第９グループ） 6名

テーマ：今年を振り返り、2017年を展望します

12月21日 12月例会（第６グループ） 5名

テーマ：グローバリズム、AI、これからの時代の変化で淘

汰されない為に考えている事

話題提供：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

2017年

1月11日 １月例会（第１グループ） 14名

テーマ：尾藤のこだわり

話題提供：㈱山本忠信商店

飼料課課長 尾藤 文康 氏

1月13日 １月例会（第９グループ） 6名

テーマ：始末書なんてこわくない

話題提供：片桐機械㈱

法人担当マネージャー 菅野 宏岳 氏

1月17日 １月例会（第３グループ） 12名

テーマ：インターネット販売におけるリスク

話題提供：㈲テンビクトリーズ

代表取締役 森野 直樹 氏

1月17日 １月例会（第５グループ） 9名

テーマ：帯広郵便局見学

1月18日 １月例会（第６グループ） 5名

テーマ：新年会 ＆ 次年度活動の確認

1月19日 １月例会（第２グループ） 7名

テーマ：ジョブコーチ流 伝え方 教え方

話題提供：㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

1月19日 １月例会（第８グループ） 4名

テーマ：これまでの振り返りと次年度の活動について

1月20日 １月例会（第７グループ） 5名

テーマ：これまでの振り返りと今後の活動」について

1月25日 第４グループ１月オープン例会 25名

テーマ：社長、まだ労働関係法規を無視しますか？

コンプライアンス と ペナルティ どちらを選

びますか？

話題提供：帯広労働基準監督署 署長 高倉 法夫 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

2月 1日 第４グループオープン例会（第２グループ合同）

34名

テーマ：彼を知り己を知れば百戦危うからず

個別労働紛争 ディフェンス vsオフェンス＆

ジャッジ2017

話題提供：弁護士法人岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

荒木法律事務所 弁護士 荒木 樹 氏

社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

アドバイザー：北海道立緑ヶ丘病院

医長（精神科専門医） 山本 広貴 氏

帯広労働基準監督署

署長 高倉 法夫 氏

2月 7日 ２月例会（第９グループ） 5名

テーマ：コミュニケーションについて

つたいトラベルサービスの場合＆million sante

の場合

話題提供：つたいトラベルサービス㈱ 新田 沙織 氏

million sante 田中かすみ 氏

2月 8日 ２月例会（第１グループ） 8名

テーマ：ミートピアの野望

話題提供：㈱ミートピア 代表取締役 鈴木 勝治 氏

2月15日 ２月例会（第６グループ） 7名

テーマ：インバウンド観光 ～十勝の魅力発信～

話題提供：㈱十勝農園

取締役総支配人 竹田 晋二 氏

2月16日 ２月例会（第７グループ） 3名

テーマ：次年度のグループ活動について Part2

2月21日 ２月例会（第５グループ） 7名

テーマ：㈲ヤマトおしぼり見学

話題提供：㈲ヤマトおしぼり

代表取締役 田中 守 氏

2月23日 ２月例会（第３グループ） 4名

テーマ：次年度のグループ活動について

2月24日 ２月例会（第８グループ） 4名

テーマ：障がいを持っている人と企業を結びつけるイン

ターンシップ

～同友会だからこそできる十勝の障がい者雇用の

はじめの一歩～

パネリスト：㈱つながり 代表取締役 北村 直也 氏

㈱マリエッタ 取締役 細木 学 氏

コーディネーター：一般社団法人ちっぷす

代表理事 及川 抄織 氏

3月 1日 ３月例会（第４グループ） 12名

テーマ：粗にして野だが卑ではない

～敗者復活戦上がりの歯医者が労働関係法規オタ

クになるまでの一部始終～

話題提供：こまば歯科 院長 小田 大作 氏

アドバイザー：社会保険労務士法人 岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

3月 7日 ３月例会（第５グループ）

テーマ：次年度のグループ活動について

3月 8日 ３月例会（第１グループ） 12名

テーマ：服部の部屋 ♪

～リブラスイズムとハットリイズム～

話題提供：リブラス㈱帯広支店

支店長 服部 直幸 氏

3月15日 ３月例会（第６グループ） 6名

テーマ：次年度の活動について

話題提供：㈱ノブ 課長 高井 克幸 氏

3月16日 ３月例会（第２グループ） 8名

テーマ：着地型商品開発の取り組み

～十勝の新しい観光コンテンツ「豊頃ジュエリー

アイスの可能性」について～

話題提供：㈱ふく井ホテル

宿泊兼料飲事業部長 武田 照久 氏

3月16日 ３月例会（第８グループ） 8名

テーマ：障がいのある人と企業のお互いの願いが叶う施設



外就労

～企業の働き手（人材）不足と障がいのある人の

就業体験のマッチング～

話題提供：㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

㈲清野商店 営業 出島 潔人 氏

3月17日 ３月例会（第３グループ） 5名

テーマ：ぜひ、知っておきた保険の〝アレコレ"

～企業や生活で活かしたい保険のお話～

話題提供：㈲細川経営ビジネス

代表取締役 細川 征史 氏

3月21日 ３月例会（第７グループ） 5名

テーマ：2016年度活動の振り返りと、新年度、充実のグ

ループ活動のために

3月25日 ３月例会（第９グループ） 6名

テーマ：2016年度を振り返り、メンバーによる意見交換

例会・特別企画

2016年

5月30日 ５月例会 64名

テーマ：人口減少時代における地域経済戦略を考える

講師：北海道大学公共政策大学院

特任教授 小磯 修二 氏

（元釧路公立大学学長)

6月23日 ６月例会 70名

テーマ：最悪の事業承継からの出発

講師：㈱宇佐美商会 代表取締役 宇佐美 隆 氏

（札幌支部 支部長)

7月22日 ７月例会 64名

テーマ：攻めの戦略がすべてを決める

～多店舗展開、社員教育、採用活動、わが社のア

イデア教えます～

講師：㈲ホテルテトラ 取締役 三浦 新介 氏

（函館支部 会員)

9月26日 ８月例会（振替講演） 54名

テーマ：地域を巻き込んだ地域活性化の取り組みについて

講師：広尾町 町長 村瀨 優 氏

9月30日 10月例会（第８回地区会交流会） 第２回実行委

員会 6名

10月12日 10月例会（第８回地区会交流会 足寄・本別・池

田地区会設営） 121名

テーマ：常識を疑え 先入観は排除せよ

～地域活性化の秘訣はここにある 地方が元気

になるために今なすべきことは～

講師：㈱日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 氏

11月14日 11月例（同友交流会） 92名

テーマ：北海道の中の海外〝NISEKO"の挑戦

～北海道のインバウンド観光最先端地域から学ぶ～

講師：一般社団法人 倶知安観光協会

前会長 本田 哲 氏

（本田興業㈱代表取締役／しりべし小樽支部 副幹事長)

12月 1日 12月例会 48名

テーマ：震災から５年…未曾有の困難に立ち向かい、今想

うこと

～東日本大震災の復興の現状と今後～

講師：㈱キクチ 代表取締役会長 菊地 逸夫 氏

（福島県同友会 副理事長)

2017年

1月26日 新年交礼会 230名

テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部 会員)

2月 3日 ２月例会 65名

テーマ：ブドウ・ワインシンポジウム2017in十勝

講師：北海道大学 COI『食と健康の達人』拠点

プロジェクトリーダー 吉野 正則 氏

ワインアンドワインカルチャー㈱

代表取締役 田辺 由美 氏

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

所長 安井 美裕 氏

北海道大学大学院農学研究院

教授 曾根 輝雄 氏

事例報告：TOKACHI’s Challengers

3月27日 ３月例会 67名

テーマ：福岡発 中食・惣菜業界で年商175億

店はお客様のためにある、会社は社員のためにあ

る

講師：㈱むすんでひらいて

代表取締役 原田 政照 氏

地区会

［広尾地区会］

2016年

4月28日 ４月例会 3名

テーマ：第42回とかち支部定時総会へ参加しましょう

講師：富山県氷見市地方創生アドバイザー

高野 誠鮮 氏

5月25日 ５月例会 10名

テーマ：広尾町における在宅医療の現状

話題提供：㈲イナガミ薬局 取締役 宇野 雅樹 氏

6月26日 ６月例会 7名

テーマ：広尾地サイダー塩づくり例会

7月29日 ７月例会 11名

テーマ：ものづくりから物語づくりへ

～あらゆる産業が情報発信業になる～

講師：ソーゴー印刷㈱ 代表取締役 高原 淳 氏

（とかち支部 副支部長)

8月28日 ８月例会 3名

テーマ：「第27回収穫感謝祭」に参加しましょう

9月28日 ９月例会 16名

テーマ：橘産業が開いたお蕎麦屋さん ～2016年８月開

店、経緯と今後の展開～

話題提供：㈱橘産業 代表取締役 橘 栄一 氏

10月28日 10月例会 16名

テーマ：「人間も家畜もより健康な酪農」を目指して

～草で乳を搾る酪農経営～

話題提供：鈴木牧場 代表 鈴木 敏文 氏

11月17日 11月例会 13名

テーマ：「話し合う」から「聞き合う」へ

～コミュニケーションが変われば経営が変わる～

話題提供：オフィスひびき 代表 首藤ひろえ 氏

12月 8日 大樹地区会合同『望』年会 in広尾 15名

テーマ：2017年を大いに展望しよう‼

～広尾・大樹地区会合同『望』年会～

2017年

1月26日 新年例会 3名



テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部 会員)

2月14日 ２月例会 14名

テーマ：近況報告を語りあおう

3月15日 ３月例会 8名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について

［新得地区会］

2016年

4月 7日 新得町「新しく社会人になるみなさんを歓迎する

集い」 5名

テーマ：新入社員の皆さんに…

㈲瀨上製材所 代表取締役 瀨上 晃彦 氏

4月28日 ４月例会 2名

テーマ：第42回とかち支部定時総会へ参加しましょう

講師：富山県氷見市地方創生アドバイザー

高野 誠鮮 氏

5月19日 ５月例会 9名

テーマ：十勝管内の地域活性化と産業創出の取り組み事例

話題提供：帯広信用金庫 新得支店

支店長 黒田 圭一 氏

6月20日 ６月例会（サホロ大学） 10名

テーマ：新支部長に聴く‼

話題提供：とかち支部 支部長 松本 健春 氏

（㈱まつもと薬局 代表取締役)

7月11日 ７月例会 16名

テーマ：新得町議会 産業文教委員会との意見交換会

話題提供：新得町議会 議長 菊地 康雄 氏

新得町議会 産業文教委員会

委員長 貴戸 愛三 氏

新得町議会 産業文教委員会

副委員長 湯浅 佳春 氏

新得町議会 産業文教委員会

長野 章 氏

新得町議会 産業文教委員 佐藤 幹也 氏

新得町議会 産業文教委員 若杉 政敏 氏

8月31日 ８月例会（延期）

テーマ：我が社の経営指針が経営にもたらした効果

ワークショップ：作ってみましょう自社の経営指針

話題提供：とかち豚丼 夢の蔵 代表 高橋 利幸 氏

（とかち支部 経営指針委員長)

10月13日 新得地区会・清水地区会・拓の会第８グループ合

同10月例会 19名

テーマ：ユニバーサル社会を考える

～同友会の共育から学ぶ障がい者雇用のあり方、

働き続けるために必要なこと～

話題提供：㈱ ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

11月24日 11月例会 6名

テーマ：我が社の経営指針が経営にもたらした効果

ワークショップ：作ってみましょう自社の経営指針

話題提供：とかち豚丼 夢の蔵 代表 高橋 利幸 氏

（とかち支部 経営指針委員長)

12月 7日 『望』年会 10名

テーマ：2017年を大いに展望しよう‼

2017年

1月19日 １月例会 11名

テーマ：意気高く、新年を展望しましょう

話題提供：ひら農園 副代表 平 一真 氏

2月10日 ２月例会（サホロ大学） 17名

テーマ：新得町議会 産業文教常任委員会との意見交換会

話題提供：新得町議会 議長 菊地 康雄 氏

新得町議会 産業文教常任委員会

委員長 貴戸 愛三 氏

新得町議会 産業文教常任委員会

副委員長 湯浅 佳春 氏

新得町議会 産業文教常任委員会

若杉 政敏 氏

3月30日 ３月例会 5名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について

［清水地区会］

2016年

4月28日 ４月例会 7名

テーマ：第42回とかち支部定時総会へ参加しましょう

講師：富山県氷見市地方創生アドバイザー

高野 誠鮮 氏

5月31日 ５月例会 13名

テーマ：地域における北洋銀行の取り組み

講師：北洋銀行 清水支店 支店長 諸橋 真 氏

6月30日 清水地区会・大樹地区会合同６月例会 18名

テーマ：自社の経営戦略と今後の展望

話題提供：㈲夢がいっぱい牧場

代表取締役 片岡 豪 氏

（とかち支部 大樹地区会 会長)

㈱山下観光 代表取締役 野崎 勝敏 氏

（とかち支部 清水地区会 会長)

7月27日 ７月例会（ペケレ大学第13講） 14名

テーマ：JA十勝清水町のこれからの取組み

話題提供：十勝清水町農業共同組合

代表理事組合長 串田 雅樹 氏

8月28日 ８月例会 7名

テーマ：「第27回収穫感謝祭」に参加しましょう

9月23日 ９月例会 11名

テーマ：台風10号の被害状況報告会

10月13日 新得地区会・拓の会第８グループ合同10月例会

19名

テーマ：ユニバーサル社会を考える

～同友会の共育から学ぶ障がい者雇用のあり方、

働き続けるために必要なこと～

話題提供：㈱ ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

11月29日 IT総合研究会合同11月例会 17名

テーマ：今さら聞けないプレゼンの基本

～パワーポイント再入門～

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

（IT総合研究会 会長・とかち支部 副幹事長)

2017年

1月26日 新年例会 3名

テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部 会員)

2月 8日 ２月例会 16名

テーマ：大石農産のあゆみとこれから

～土づくりは環境と人を育てること～



話題提供：㈲大石農産 代表取締役 大石 富一 氏

3月10日 ３月例会 12名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について

［足寄地区会］

2016年

4月26日 とかち地サイダー研究会合同４月例会 23名

テーマ：新サイダー『足寄オンネトーブルー』お披露目＆

試飲会

話題提供：とかち地サイダー研究会

代表 林 秀康 氏

（とかち支部 副支部長 ㈱大地 代表取締役)

農業生産法人 北十勝ファーム㈲

上田 七加 氏

5月24日 ５月例会 6名

テーマ：人口減少に立ち向かうために

話題提供：一般社団法人 びびっどコラボレーション

代表理事 櫻井 光雄 氏

6月27日 ６月例会 9名

テーマ：あしょろ観光協会の取り組みと今後の展望

話題提供：NPO法人 あしょろ観光協会

理事長 家常 尚詞 氏

7月25日 ７月例会 6名

テーマ：足寄地区会の今後のあり方と活動についての意見

交換会

8月29日 ８月例会 8名

テーマ：新地区会員に聞く わが社のあゆみとこれから

の経営課題

話題提供：㈱アクエリアス

代表取締役 佐藤 光壽 氏

9月16日 ９月例会（拓の会第５Ｇの９月例会に参加）

13名

テーマ：足寄発、世界の舞台で輝く技術

話題提供：㈱三英 執行役員工場長 吉澤今朝男 氏

10月12日 10月例会 16名

テーマ：第８回地区会交流会（とかち支部10月例会）に参

加しましょう

講師：㈱日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 氏

11月22日 11月例会 6名

テーマ：松本支部長に聞く ～企業は環境適応業～

話題提供：とかち支部 支部長 松本 健春 氏

（㈱まつもと薬局 代表取締役)

12月13日 本別地区会合同『望』年会 in足寄 17名

テーマ：2017年を大いに展望しましょう

2017年

1月26日 新年例会 8名

テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部会員)

2月21日 ２月例会 12名

テーマ：ここが〝知りたい"企業向け保険のお話

～経営戦略に法人保険を上手に活用してみません

か～

話題提供：(一財)あんしん財団 北海道支局帯広支所

業務推進課 川畑 允智 氏

大同生命保険㈱北海道 TKC企業保険支社

旭川推進課課長 古山健太郎 氏

中村信税理士事務所 係長 佐藤 勇希 氏

3月 8日 ３月例会 10名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について

［大樹地区会］

2016年

4月28日 ４月例会 2名

テーマ：第42回とかち支部定時総会へ参加しましょう

講師：富山県氷見市地方創生アドバイザー

高野 誠鮮 氏

5月27日 ５月例会 11名

テーマ：なぜ？ いま、十勝で地サイダーなのか？

話題提供：とかち地サイダー研究会

代表 林 秀康 氏

（とかち支部 副支部長 ㈱大地 代表取締役)

6月30日 清水地区会合同６月例会 18名

テーマ：自社の経営戦略と今後の展望

話題提供：㈱山下観光 代表取締役 野崎 勝敏 氏

（とかち支部 清水地区会会長)

㈲夢がいっぱい牧場

代表取締役 片岡 豪 氏

（とかち支部 大樹地区会会長)

8月28日 ８月例会 1名

テーマ：「第27回収穫感謝祭」に参加しましょう

10月17日 拓の会第１グループ合同10月例会 6名

テーマ：ビジネスにおける心・技・体～スポーツコーチン

グを活かした会社経営～

話題提供：リブラス㈱ 代表取締役 櫻井 英裕 氏

11月30日 11月例会 14名

テーマ：大野ファームの理念と人を育てる経営

～人も土も牛も「健康であること」を大切に～

話題提供：㈱大野ファーム

代表取締役 大野 泰裕 氏

（とかち支部 副支部長)

12月 8日 広尾地区会合同『望』年会 in広尾 3名

2017年

1月26日 新年例会 1名

テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部会員)

2月21日 ２月例会 7名

テーマ：経営指針は、事業を進める羅針盤だ

～同友会が取り組む経営指針づくりと、企業での

実践事例～

話題提供：とかち豚丼夢の蔵 代表 高橋 利幸 氏

（とかち支部 経営指針委員会委員長)

㈱ヤマジョウ 専務取締役 太田 雄基 氏

（とかち支部 経営指針委員会副委員長)

3月 9日 ３月例会 6名

テーマ：新年度の地区会活動方針・活動計画ついて

［池田地区会］

2016年

4月28日 ４月例会 3名

テーマ：第42回とかち支部定時総会へ参加しましょう

講師：富山県氷見市地方創生アドバイザー

高野 誠鮮 氏

5月17日 ５月例会 16名



テーマ：伝える力に磨きをかけよう

～あなたのための広報戦略～

話題提供：北海道新聞社 帯広支社長 日浅 尚子 氏

ワークショップ：北海道新聞社

帯広支社販売部 堤 一哲 氏

6月 2日 ６月例会（山幸大学第16講） 17名

テーマ：逆境から生まれた十勝ワイン

～ワイン作り百年の計～

講師：ワインアンドワインカルチャー㈱

代表取締役 田辺 由美 氏

7月13日 ７月例会 15名

テーマ：我が社の歩みと経営理念

話題提供：㈲橋枝物産 代表取締役 橋枝 俊英 氏

8月26日 ８月例会 14名

テーマ：2015年、芽室で起業

～ぶどう栽培とワイン造りの広がりを夢見て～

話題提供：㈱十勝里山デザイン研究所

取締役 惠田 喜歩 氏

（MEMUROワインヴァレー研究会 事務局長)

9月16日 ９月例会 25名

テーマ：会員交流会 ～復活 羊を食らう会～

10月12日 10月例会

テーマ：第８回地区会交流会（とかち支部10月例会）に参

加しましょう

講師：㈱日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 氏

11月18日 11月例会 10名

テーマ：新地区会員からの話題提供

①いまさら聞けない、「司法書士に頼めること」

AtoZ

②事例を通して考える事業承継～経営と資産の承

継

話題提供：辻 司法事務所 所長 辻 史克 氏

12月14日 12月例会 14名

テーマ：今年を振り返り、2017年を大いに展望しましょ

う

2017年

1月17日 １月例会 13名

テーマ：自分も周りの人たちも幸せになるコミュニケー

ションの秘訣とは？

～コミュニケーションが変われば経営が変わる～

話題提供：オフィスひびき 代表 首藤ひろえ 氏

（広尾地区会会員)

1月26日 新年例会 2名

テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部会員)

2月23日 ２月例会 14名

テーマ：①どん底から一転、経営指針がもたらしたもの

～我社のあゆみと、課題と展望～

②金融機関は企業の〝ココ"を見ている～企業に

寄り添い経営をサポートする金融機関の役割と

は～

話題提供①：とかち豚丼夢の蔵 代表 高橋 利幸 氏

（とかち支部 経営指針委員長)

話題提供②：日本政策金融公庫帯広支店 国民生活事業

上席課長代理 新名健太郎 氏

3月22日 ３月例会 5名

テーマ：①ぜひ、知っておきたい保険の〝アレコレ"

～企業や生活で活かしたい保険のお話～

テーマ：②新年度の地区会活動計画・役員体制ついて

話題提供：㈲細川経営ビジネス

代表取締役 細川 征史 氏

［本別地区会］

2016年

4月28日 ４月例会 2名

テーマ：第42回とかち支部定時総会へ参加しましょう

講師：富山県氷見市地方創生アドバイザー

高野 誠鮮 氏

5月26日 ５月例会 9名

テーマ：新支部長に聴く‼

話題提供：とかち支部 支部長 松本 健春 氏

（㈱まつもと薬局 代表取締役)

6月 1日 ６月例会 12名

テーマ：本別地区会会員訪問 DAY

～小川農場→㈱十勝井原牧場→㈲福田農場～

7月20日 ７月例会 9名

テーマ：自社の歩みと今後の経営

話題提供：伊場ファーム 代表 伊場 満広 氏

8月21日 ８月例会 11名

テーマ：「第４回ほんべつ肉まつり2016」に参加・協力しま

しょう

8月28日 ９月例会 3名

テーマ：とかち支部農業経営部会「第27回収穫感謝祭」に

参加しましょう

9月 8日 10月例会 13名

テーマ：今さら聞けない「話の聴き方・記録の取り方」

話題提供：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

10月12日 11月例会 4名

テーマ：第８回地区会交流会（とかち支部10月例会）に参

加しましょう

講師：㈱日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 氏

12月13日 本別地区会・足寄地区会合同『望』年会 in足寄

7名

テーマ：2017年を大いに展望しましょう

2017年

1月26日 新年例会 2名

テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部会員)

2月28日 ２月例会 8名

テーマ：フィールドワーク例会 とかち支部 会員訪問

DAY

話題提供：浦幌フリーズドライ㈱

代表取締役 井上 和子 氏

3月31日 ３月例会 9名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について



部会・研究会

［IT総合研究会］

2016年

4月 6日 第15回定時総会 22名

5月24日 第１回オープン例会 43名

テーマ：中小企業でのクラウド活用術～Evernote Busi-

nessで実現する情報共有とコスト削減～

講師：エバーノート㈱

ビジネスアカウント担当ディレクター

積田 英明 氏

8月29日 第２回例会 21名

テーマ：Windows10とOffice2016、新機能とトラブル解

決法

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

9月27日 第３回例会 18名

テーマ：クラウド会計ソフト 「Freee」の多様な機能を学

ぶ

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

10月28日 第４回例会 10名

テーマ：「Evernote」を活用した社内の情報共有と仕事の

効率化

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

11月15日 第１回幹事会 5名

11月29日 第５回例会 in清水 8名

テーマ：今さら聞けないプレゼンの基本

～PowerPoint再入門～

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

12月14日 第６回例会 23名

テーマ：小規模事業者持続化補助金を活用するために

講師：帯広商工会議所

産業振興部経営相談課 清水 太一 氏

2017年

1月18日 第７回例会 16名

テーマ：グループウェアの活用

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

2月22日 第８回例会 12名

テーマ：ノンプログラミングでスマホアプリ制作

講師：㈱ワールドソフト・イーエス十勝営業所

システムエンジニア 白川 忠司 氏

3月 7日 第２回幹事会 7名

3月21日 第９回例会 19名

テーマ：グループウェアとは？ 何を選ぶ？ どう使う？

講師：㈱ワールドソフト・イーエス 十勝営業所

所長代理 山口 真弘 氏

［あすなる会］

2016年

4月 8日 第18回定時総会 41名

テーマ：友をつくり共に学ぶ あす社長になるためのグ

ループ活動を目指して

～2016年グループ活動説明会～

5月 6日 第１回運営委員会 14名

5月11日 10Wins（協業実践、業務改善）グループ５月例会

7名

テーマ：イベント参加と補助金申請について

5月13日 社会貢献力グループ５月例会 10名

テーマ：社会貢献、具体的な活動を始めるための意見交換

5月18日 経営マインドグループ５月例会 12名

テーマ：赤字会社の金庫番による腹黒い財務

講師：㈱近藤商会 常務取締役 近藤 真治 氏

5月19日 スキルアップグループ５月例会 16名

テーマ：潜在意識から読み解く、事業繁栄の成功法則

講師：ビジネス心理カウンセラー 奥谷 英彦 氏

6月 1日 第２回運営委員会 15名

6月 8日 経営マインドグループ６月例会 13名

テーマ：赤字会社の金庫番による腹黒い財務から読み取る

～自社の強みと弱みを分析討論～

6月15日 10Wins（協業実践、業務改善）グループ６月例会

8名

テーマ：イベント参加と補助金申請について part2

6月25日 スキルアップグループ６月例会 15名

テーマ：十勝目線で考える効果的な広報宣伝

講師：元 Google法人

執行役員 広報部長 舟橋 義人 氏

6月27日 社会貢献力グループ６月例会 8名

テーマ：二宮尊徳の生き方から学ぶ

～道徳を忘れた経済は罪悪である～

講師：豊頃町教育委員会 教育長 菅原 裕一 氏

7月 1日 第３回 運営委員会 12名

7月 8日 経営マインドグループ７月例会 14名

テーマ：我が社の広告広報戦略＠HP篇

講師：東洋印刷㈱企画ソリューション室

室長 中山 史也 氏

7月12日 10Wins（協業実践・業務改善）グループ７月例会

9名

テーマ：進行状況確認、オリジナル商品、補助金申請に関

して

7月19日 社会貢献力グループ７月例会 9名

テーマ：「純粋に優るものはない」

～総業より57年 成長を続ける平和園のお話～

講師：㈱平和園 取締役会長 新田 良基 氏

7月25日 スキルアップグループ７月例会 11名

テーマ：経営者に必要なスピーチ力

発表者：㈱ネクストワン 取締役 日﨑ゆかり 氏

㈲ホーノキ重建 常務取締役 朴木 教勝 氏

日東電気工業㈱ 専務取締役 森脇 博志 氏

学校法人 帯広葵学園

専務理事 上野 庸介 氏

㈱近藤商会 常務取締役 近藤 真治 氏

8月 3日 第４回運営委員会 17名

8月19日 臨時総会・８月全体例会 33名

テーマ：あすなるバンクマネジメント

講師：商工組合中央金庫帯広支店

支店長 鹿沼 智 氏

9月 2日 第５回運営委員会 13名

9月 7日 スキルアップグループ９月例会 11名

テーマ：経営者に必要なスピーチ力（２回目）

9月10日 社会貢献力グループ９月オープン例会 14名

テーマ：普通救命 講習会

9月13日 10Wins（協業実践、業務改善）グループ９月例会

6名

テーマ：オリジナル商品、イベント販売に関して

9月14日 経営マインドグループ９月例会 8名

テーマ：異業種から見るモノの捉え方

～我が社の広告広報戦略＠HP編 ２回目～

9月23日 あすなる会・青年経営者の会合同交流会 41名

テーマ：互いの活動について知り合い、人脈を広げよう

9月30日 第６回運営委員会 13名



10月14日 経営マインドグループ10月例会 7名

テーマ：社員のモチベーション管理とコミュニケーション

について

話題提供：㈱池田塗装工事

代表取締役 池田 欣央 氏

（青年経営者の会 副代表)

10月19日 10Wins（協業実践、業務改善）グループ10月例

会 7名

テーマ：各社の考える新規事業、部門設置

10月28日 スキルアップグループ10月例会 13名

テーマ：企業のリスクをマネジメントする

～コンプライアンスの本当の意味と対策～

講師：木野村英明法律事務所 弁護士 木野村英明 氏

10月30日 社会貢献力グループ10月例会 5名

テーマ：2016フードバレーとかちマラソンにボランティ

ア参加

11月 4日 第７回運営委員会 14名

11月11日 11月例会（全道青年部・後継者部会交流会 inオ

ホーツク） 20名

テーマ：思うは招く ～夢があればなんでもできる～

講師：㈱植松電機 専務取締役 植松 努 氏

11月25日 第８回運営委員会 16名

12月 2日 臨時総会・12月全体例会 30名

テーマ：あすなるビジネスゲーム

～収益をあげて財務諸表をつくってみよう～

2017年

1月13日 第９回運営委員会 14名

1月18日 経営マインドグループ１月例会 10名

テーマ：社員のモチベーション管理とコミュニケーション

（２回目）＆年間の総まとめ

1月20日 10Wins（協業実践、業務改善）グループ１月例会

5名

テーマ：補助金申請書への記入について

1月23日 スキルアップグループ１月例会 10名

テーマ：企業のリスクをマネジメントする

～自社のコンプライアンスを考える～

1月27日 社会貢献力グループ１月例会 8名

テーマ：体験記を聞き、経営に活かす、ディスカッション

講師：松久園 代表 松久 大樹 氏

2月 1日 第10回新旧合同運営委員会 19名

2月 9日 社会貢献力グループ２月例会 6名

テーマ：１年間のまとめ

2月10日 経営マインドグループ２月例会 9名

テーマ：年間の総まとめ

2月15日 スキルアップグループ２月例会 9名

テーマ：１年間のまとめ

2月17日 10Wins（協業実践、業務改善）グループ２月例会

9名

テーマ：１年間のまとめとフォローアップ

3月 1日 第11回新旧合同運営委員会 22名

3月10日 ３月全体例会 36名

テーマ：2016年度 あすなる会 総まとめ

～グループ活動報告と、１年間の学びを経営にど

う活かすかグループディスカッションしよう～

3月29日 第12回 新旧合同運営委員会 23名

［青年経営者の会］

2016年

4月 5日 第１回 世話人会 9名

4月12日 第４回定時総会 23名

テーマ：今年度の活動を展望しよう 新チームに分か

れ、ミッション作成‼

5月12日 「お客様第一主義チーム」第１回ミーティング

13名

5月19日 第２回世話人会 8名

6月 9日 「人材確保、育成、活用チーム」第１回ミーティン

グ 8名

6月21日 「お客様第一主義チーム」第２回ミーティング

4名

6月27日 第３回 世話人会 8名

6月28日 第２回例会 20名

テーマ：お客様第一主義とは

～我が社のお客様第一主義は○○です～

講師：とかち支部 支部長 松本 健春 氏

（㈱まつもと薬局 代表取締役)

7月19日 「人材確保、育成、活用チーム」第２回ミーティン

グ 7名

7月21日 第４回世話人会 5名

7月26日 第３回例会 26名

テーマ：良い人材を集める方法

講師：㈱ヒューマンリンクス

代表取締役 富田 友夫 氏

8月 1日 「人間関係・人脈作りチーム」第１回ミーティング

7名

9月12日 第５回世話人会 7名

9月23日 あすなる会・青年経営者の会 合同交流会 41名

テーマ：互いの活動について知りあい、人脈を広げよう

10月 7日 第６回世話人会 3名

10月17日 「お客様第一主義チーム」第３回ミーティング

2名

10月24日 第４回例会見学 12名

テーマ：お客様第一主義を実践している現場から学ぶヤマ

チュウ見学会

講師：㈱山本忠信商店 代表取締役 山本 英明 氏

11月11日 11月例会（全道青年部・後継者部会交流会 inオ

ホーツク） 18名

テーマ：思うは招く～夢があればなんでもできる～

講師：㈱植松電機 専務取締役 植松 努 氏

11月18日 「人間関係・人脈作りチーム」第２回ミーティング

4名

12月 6日 「人材確保、育成、活用チーム」第３回ミーティン

グ 6名

12月 7日 第７回 世話人会 9名

12月19日 臨時総会・望年会 21名

2017年

1月11日 「人材確保、育成、活用チーム」第４回ミーティン

グ 6名

1月16日 第８回世話人会 6名

1月24日 「人材確保、育成、活用チーム」第５回ミーティン

グ 5名

2月14日 第９回世話人会 9名

2月15日 「人材確保、育成、活用チーム」第６回ミーティン

グ 7名

2月22日 第６回例会 23名

テーマ：社員教育 の前に 経営者教育

～社員とコミュニケーションとれていますか？～

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

3月 9日 第10回新旧合同世話人会 6名



3月14日 臨時総会・第７回例会 23名

チーム報告会＋卒業する皆さんの卓話

話題提供：㈲マミィ 代表取締役 南出 雅樹 氏

話題提供：㈱ヒット 常務取締役 高倉 健一 氏

［とかち地サイダー研究会］

2016年

4月26日 足寄地区会合同４月例会 23名

テーマ：新サイダー『足寄オンネトーブルー』お披露目＆

試飲会

話題提供：研究会 代表 林 秀康 氏

（㈱大地 代表取締役)

話題提供：農業生産法人 北十勝ファーム㈲

上田 七加 氏

5月17日 第２回研究会 13名

テーマ：サイダーの今後の販売・イベント出展に向けて

6月22日 第３回研究会 10名

テーマ：今後のイベント出展・販売に向けて

7月28日 第４回研究会 12名

テーマ：サイダーの販売先・イベント出展について

8月24日 第５回研究会 8名

テーマ：ホームページの製作に関して

10月 4日 第６回研究会 12名

テーマ：今後の活動及び商品開発に関して

2017年

1月24日 第７回研究会 7名

テーマ：ホームページの製作に関して

2月13日 第８回研究会（新年会） 9名

テーマ：2017新年会＋新サイダー発表決起集会

［環境部会］

2016年

4月23日 第13回定時総会 22名

5月23日 第１回世話人会 12名

5月28日 ５月例会 17名

テーマ：シシャモ講 ～susu-ham KOU～

【第１部】仔魚調査場所と産卵床見学

【第２部】各団体からの話題提供

講話①「シシャモ調査30年から」

講話②「各団体からの話題提供」

１．観光から「十勝の川と戯れて」

２．農業から「土づくりの取り組み」

３．漁業から「漁業士より大津の海の現状」

４．農業メーカーから「南極酵母で汚染防止」

５．行政から「自然と共生する河川の管理について」

【グループ討議と各グループの発表】

【グループ長発表】

①講師：豊頃町役場 産業課水産係長 清重 悟 氏

②１．講師：高橋 克典 氏

２．講師：橋本牧場 代表 橋本 晃明 氏

３．講師：大中漁業部 代表 中村 哲蔵 氏

４．講師：㈱アクト 代表取締役 内海 洋 氏

５．講師：北海道開発局帯広開発建設部 池田河川事務

所

副所長 鈴木 健治 氏

6月 1日 ６月移動例会 in函館 9名

テーマ：函館移動例会

6月21日 第２回世話人会 11名

7月 6日 ７月幌延移動例会 11名

テーマ：幌延深地層研究センター（幌延） 視察例会

7月22日 第３回世話人会 12名

8月26日 ８月移動例会（鹿追視察例会） 17名

テーマ：バイオガスプラント・鹿追町ジオパーク視察例会

9月 2日 第４回世話人会 8名

9月27日 ９月例会 22名

テーマ：ドイツグリーンインフラ視察報告会

話題提供：㈲大坂林業 代表取締役 松村 幹了 氏

10月 3日 第５回世話人会 10名

10月10日 10月例会 7名

テーマ：ミズナラの林ときのこ

話題提供：㈲大坂林業 代表取締役 松村 幹了 氏

11月11日 11月例会・望年会 20名

11月17日 第６回世話人会 8名

11月29日 第７回世話人会 13名

2017年

1月24日 １月例会 15名

テーマ：高性能・高機能ハイブリット街路灯「風照（かぜ

てらす）」は明るい安心をつくる

話題提供：宮本商産㈱ 商事部太陽光発電システム係

係長 佐藤 裕 氏

1月26日 第８回世話人会 10名

2月21日 ２月例会 18名

テーマ：「腸・脳・力」でイキイキ健康企業になろう

～腸に支配される脳 失われてしまった腸と脳の

自然の力を取り戻して健康になろう ～

話題提供：社会医療法人 北斗 北斗乳腺・乳がんセン

ター

特別顧問 難波 清 氏

2月23日 第９回世話人会 8名

3月11日 第10回世話人会 7名

3月16日 ３月例会 14名

テーマ：映画『太陽の蓋』 DVD鑑賞会

［十勝農商工連携部会］

2016年

4月 7日 2016年度定時総会 34名

テーマ：私の夢と今後の目標

話題提供：北十勝ファーム㈲ 上田 七加 氏

4月11日 農村観光研究会例会 14名

テーマ：世界の楽しい事例に学ぶ

～生産者と消費者が出合う価値経済～

講師：帯広畜産大学 文化人類学

准教授 平田 昌弘 氏

4月12日 うどん研究会第３回例会 7名

テーマ：オリジナルメニューの検討に関して

5月11日 幹事会 10名

5月18日 ５月例会 16名

テーマ：34歳で独学で始めた手造りのケーキ屋、年商８億

までの貧乏話

講師：㈱足立音衛門 代表取締役 足立音衛門 氏

5月19日 十勝うどん研究会第４回例会 12名

テーマ：麺の試食会‼

6月 9日 ６月例会 12名

テーマ：ともにしあわせになるしあわせ

～フェリシモのケーススタディ～

講師：㈱フェリシモ 代表取締役社長 矢崎 和彦 氏

6月10日 シンガポールタカシマヤ吉田氏との懇談会 8名

シンガポールタカシマヤ吉田氏との交流会

6月17日 十勝うどん研究会第５回例会 8名

テーマ：麺の試食会 第２弾

6月21日 幹事会 9名



7月12日 ７月例会 12名

テーマ：JA十勝清水町「とれたんと」名づけ親が語るネー

ミング？からネーミング へ

～ネーミングの開発について知っておきたい基本

的なこと～

講師：ネーミングクリエイター 前田 るり 氏

7月20日 幹事会 6名

7月21日 十勝うどん研究会第６回例会 9名

テーマ：今後の提供先に関して＆麺の試食会 part3

7月21日 「ワイン・ぶどう研究会」７月例会 15名

テーマ：ぶどう育苗室＆圃場視察会‼

8月 9日 ８月例会 23名

テーマ：研究会活動報告会＆牛醤試食会

8月23日 幹事会 8名

8月25日 十勝うどん研究会第７回例会 8名

テーマ：今後の流通先・提供先に関して＆試食会

9月 2日 ９月例会 21名

テーマ：農水産物・食品輸出セミナー（トライアル輸出個

別相談会）

9月28日 幹事会 7名

9月29日 「ワイン・ぶどう研究会」９月例会① 5名

テーマ：ぶどう収穫体験 in Far夢楽縁池田圃場

9月30日 「ワイン・ぶどう研究会」９月例会② 3名

テーマ：ぶどう収穫体験 in Far夢楽縁池田圃場

10月14日 幹事会 9名

10月19日 シンガポール高島屋物産展検討会議 8名

10月20日 10月例会 20名

テーマ：会員同士を知ろう ― 秋の大交流会‼―

10月25日 十勝うどん研究会第８回例会 8名

テーマ：各地域ブランドうどんの試食会‼

10月26日 とかち食の展示・商談会2016 試食会・交流会>

26名

試食会・交流会

10月27日 とかち食の展示・商談会2016 商談会> 29名

相談・商談会

バイヤーと参加企業／生産者との個別商談（１社あたり25

分）をバイヤーがブースを設ける形式で実施

11月18日 十勝うどん研究会第９回例会 5名

テーマ：飲食店向けメニュー検討＆企業展示会打ち合わせ

11月22日 小規模加工食品研究会11月例会 8名

テーマ：株式会社中央食鶏の新商品の創造や〝食"の付加

価値を高める差別化への取り組み

講師：㈱中央食鶏 取締役顧問 大西悠紀彦 氏

（三笠市)

11月28日 幹事会 9名

12月 5日 商品デザイン研究会12月例会 8名

テーマ：デザイン・パッケージ情報交換会

話題提供：㈱小田壱 代表取締役社長 小田 琢一 氏

㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

マイルビー㈱ 代表取締役 高橋 徹 氏

12月22日 幹事会 8名

2017年

1月21日 １月例会（新年会） 11名

テーマ：2017年を大いに展望しよう ～十勝農商工連携

部会新年会～

2月17日 幹事会 8名

3月 8日 幹事会 9名

3月28日 ３月例会 9名

テーマ：食品加工の落とし穴〝食品加工研修会 Part1"

講師：北海道立十勝圏地域食品加工技術センター

事業部研究開発課 係長 四宮 紀之 氏

3月31日 十勝うどん研究会 第10回例会 8名

テーマ：十勝うどん試食会 in松久園

［女性部会］

2016年

4月27日 第26回定時総会 17名

5月27日 ５月例会 12名

テーマ：春の親睦会 フリートーク‼

6月24日 第１回幹事会 4名

7月26日 ７月例会 7名

テーマ：おにぎらず研究会‼

8月28日 ８月例会 10名

テーマ：収穫感謝祭へ出店

10月18日 10月例会 12名

テーマ：整理収納で仕事が充実

～ワークライフバランスの取れる収納術を学ぶ～

講師：とかち収納クラブ 暮らしデザイン

美的収納スタイリスト 松井 香織 氏

11月22日 11月例会 12名

テーマ：助からないと思っても助かっている

～写真的仕事人生と我が社の事業展開～

講師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

（とかち支部 副支部長)

12月 8日 12月例会 15名

テーマ：2017年を大いに展望しましょう

12月20日 第２回幹事会 7名

2017年

1月26日 新年例会 4名

テーマ：年間200万人が訪れる地域No.1ハンバーガー

チェーン

「地域密着」「地産地食」の独自化戦略

講師：ラッキーピエログループ

代表取締役 王 一郎 氏

（函館支部 会員)

2月 8日 第３回幹事会 4名

2月14日 ２月例会 15名

テーマ：夢の大地、北海道から

～やさしい住い、やさしい暮らし、やさしい時。～

話題提供：㈱アルムシステム

常務取締役 清信 緑 氏

3月 2日 ３月例会 8名

テーマ：人生大学３月例会に参加しましょう‼

夫婦二人三脚からの突然の事業承継

話題提供：㈲音更環境管理センター

代表取締役 畠山千津子 氏

［農業経営部会］

2016年

4月 4日 第28回定時総会 73名

テーマ：ペンションの手作りジャムから始まったサンク

ゼールの挑戦

～ヒットの理由は「大きなビジョンを持ち、常に

チャレンジし続け諦めないこと 」独自ブランド

戦略と今後の展開～

講師：㈱サンクゼール

代表取締役社長 久世 良三 氏

4月13日 第１回幹事会 15名



4月19日 会員交流会打ち合わせ 8名

4月22日 販路開拓グループ打ち合わせ 4名

5月11日 ６次化・農商工連携グループ打ち合わせ 4名

5月13日 販路開拓グループ打ち合わせ 2名

5月18日 第２回幹事会 13名

5月21日 ５月例会（第２回大交流会） 99名

テーマ：農業経営部会大交流会‼

5月28日 農業環境グループ５月例会 4名

テーマ：シシャモ講 ～susu-ham KOU～

【第１部】仔魚調査場所と産卵床見学

【第２部】各団体からの話題提供

講話①「シシャモ調査30年から」

講話②「各団体からの話題提供」

１．観光から「十勝の川と戯れて」

２．農業から「土づくりの取り組み」

３．漁業から「漁業士より大津の海の現状」

４．農業メーカーから「南極酵母で汚染防止」

５．行政から「自然と共生する河川の管理について」

【グループ討議と各グループの発表】

【グループ長発表】

①講師：豊頃町役場 産業課水産係長 清重 悟 氏

②１．講師：高橋 克典 氏

２．講師：橋本牧場 代表 橋本 晃明 氏

３．講師：大中漁業部 代表 中村 哲蔵 氏

４．講師：㈱アクト 代表取締役 内海 洋 氏

５．講師：北海道開発局帯広開発建設部 池田河川事務

所

副所長 鈴木 健治 氏

6月 3日 販路開拓／６次産業化・農商工連携グループ合同

６月例会 25名

テーマ：今までの販路開拓の苦労とこれから目指すもの

は？

パネリスト：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

モデレーター：㈱ファームステッド

代表取締役 長岡 淳一 氏

6月 8日 農業技術グループ打ち合わせ 3名

6月10日 ６次産業化・農商工連携グループ打ち合わせ

5名

6月10日 販路開拓グループ打ち合わせ 4名

6月14日 第３回幹事会 16名

6月18日 後継者育成・人材育成グループ６月例会 16名

テーマ：継がせる覚悟、継ぐ覚悟。理想の事業承継とは？

ざっくばらん座談会

パネリスト：村上牧場 副代表 村上 智也 氏

㈱ファーム・ミリオン

代表取締役 菊地 英樹 氏

㈱平和園 取締役会長 新田 良基 氏

コーディネーター：児玉ヘルス商事㈱

代表取締役 児玉 誠也 氏

（農業経営部会後継者育成・人材育成グループリーダー)

6月24日 農機レンタルグループ６月例会 22名

テーマ：農業経営に生かせるレンタル機能を生産者ととも

に考える

7月 5日 農業環境グループ７月例会 12名

テーマ：十勝の農業環境の現状視察とこれから

講師：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

㈲かわい造園 代表取締役 川井 延浩 氏

7月 5日 農業技術グループ７月例会 25名

テーマ：富良野に根付き100年…次世代に続く酪農経営を

目指して

～フロンティア精神を受け継ぎ挑戦し続ける‼

藤井牧場の過去・現在・未来～

講師：㈲藤井牧場 代表取締役社長 藤井雄一郎 氏

（道北あさひかわ支部 会員)

7月11日 ㈱バローホールディングス・日本食農連携機構と

の情報交換会 12名

7月15日 販路開拓グループ７月例会 20名

テーマ：今までの販路開拓の苦労とこれから目指すもの

は？

講師：㈱折笠農場 取締役 折笠 健 氏

7月19日 第４回幹事会 13名

8月17日 サンクゼール本社・店舗視察＆商談会 12名

テーマ：サンクゼール本社及び店舗、久世福商店店舗視

察＆商談会

8月20日 GAP・HACCPグループ８月例会 6名

テーマ：現地視察＆「GAPをめぐる情勢」報告会

～今後の日本の流通における GAP動向に注目

視察①：若山農場

ご案内：若山農場 副代表 若山 貴弘 氏

視察②：とやま農場

ご案内：とやま農場 代表 外山 隆祥 氏

講師：バイエルクロップサイエンス㈱

マーケティング部アドバイザー 巻渕 進 氏

8月22日 第５回幹事会 23名

8月28日 第27回収穫感謝祭

9月23日 第６回幹事会 17名

9月29日 農機レンタルグループ９月例会 19名

テーマ：欧州における農業機械の効率的運用方策

～マシーネンリング・トランスボーダーファーミ

ングの取り組み～

講師：北海道農業研究センター

主任研究員 若林 勝史 氏

10月18日 後継者育成・人材育成グループ10月例会 9名

テーマ：合言葉は「全社一丸、総力結集」

～十勝三菱自動車販売の人育てあれこれ～

講師：十勝三菱自動車販売㈱

取締役社長 鈴木 享 氏

10月21日 販路開拓グループ10月例会 17名

テーマ：今までの販路開拓の苦労とこれから目指すもの

は？

講師：㈱ノベルズ食品 取締役 西尾 康宏 氏

10月24日 10月例会（１次生産者スキルアップセミナー①）

6名

テーマ：産品の魅力を文字と視覚で訴求する

講師：㈱ぐるなび 加盟店営業部門

ぐるなび大学 山崎 啓輔 氏

10月24日 宮崎県農業法人経営者協会の皆さんとの交流会

16名

10月27日 第７回幹事会 14名

11月 6日 とかちむら味覚祭「農業経営部会・台風被災農業

者応援フェア」

11月16日 11月例会 17名

テーマ：危ない会社の見分け方 農業編

～あなたの取引先は本当に信用できますか？～

講師：㈱帝国データバンク 支店長 吉原 弘基 氏

11月17日 農業技術グループ11月例会 21名



テーマ：ドローンに関する最新情報、規制・法令、ドロー

ンを活用した取り組み

講師：㈱ズコーシャ 総合科学研究所

アグリ＆エナジー推進室技師 横堀 潤 氏

11月21日 11月例会（１次生産者スキルアップセミナー②）

8名

テーマ：バイヤーの目を惹き、成約率を高める 伝わる

商談シート作成・活用法を知る

㈱ぐるなび 加盟店営業部門

ぐるなび大学 山崎 啓輔 氏

11月24日 第８回幹事会 14名

11月30日 後継者育成・人材育成グループ11月例会 11名

テーマ：異業種から学ぶ 人育て・事業承継

～従業員の家族に「良い会社」と言われる企業を

目指して～

報告者：オムニス林産協同組合

代表理事 瀨上 晃彦 氏

12月 1日 12月例会（アグリフードネットワーク in帯広）

40名

テーマ：なぜ、伝わらない？ 『逆境に負けないチームの作

り方』

講師：健康社会学者、働き方研究家 河合 薫 氏

12月 6日 12月例会（１次生産者スキルアップセミナー③）

5名

テーマ：飲食店を活用した販路拡大の可能性と接待の手土

産などビジネスギフトに選ばれる６次化商品と

は？

㈱ぐるなび 加盟店営業部門

ぐるなび大学 山崎 啓輔 氏

2月 7日 農業環境グループ12月例会 16名

テーマ：ミスツーリズムジャパンとして見た世界と日本十

勝の魅力について

テーマ：アグリツーリズモ先進地 イタリア視察報告会

講師：一般社団法人ミスジャパンエージェンシー

代表理事 大野 典子 氏

報告者：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

㈲かわい造園 代表取締役 川井 延浩 氏

12月 9日 三役会 12名

12月 9日 12月望年例会（一泊望年会） 37名

テーマ：ふるさと納税から始まる地域活性化

～人口5,000人の町に７万5,000人の応援団～

講師：上士幌町 町長 竹中 貢 氏

12月15日 農機レンタルグループ12月例会 9名

テーマ：イタリア EIMA農機展示会・ドイツマシーネリン

グ視察報告会

イタリア EIMA農機展示会報告

ドイツマシーネリングの視察報告

レンタルのニッケンより報告

2017年

1月18日 ICT化グループ１月例会 19名

テーマ：社長の IT活用術

報告者：㈱ファームノート

代表取締役 小林 晋也 氏

1月20日 第９回幹事会 12名

1月24日 若手農業者育成セミナー（経営指針書策定講座）

① 6名

第１回：導入編― 全体像の把握―

・日本農業の現状～農業経営に及ぼしうる事象、ディス

カッション

・「経営指針書」～目的、手法、分析ツール、SWOT、ディ

スカッション

講師：日本政策金融公庫 出資・証券化支援室

農業経営上級アドバイザー 上原 学 氏

1月27日 販路開拓グループ１月例会 16名

テーマ：今までの販路開拓の苦労とこれから目指すもの

は？

話題提供：㈲トヨニシファーム

代表取締役 小倉 修二 氏

2月 3日 全道農業関連部会交流会 inくしろ 24名

テーマ：更なる100年に向けて～〝食"は文化の原点～

報告者：浜中町農業協同組合

代表理事組合長 石橋 榮紀 氏

（くしろ支部 支部長)

2月13日 第10回幹事会 18名

2月14日 若手農業者育成セミナー（経営指針書策定講座）

② 10名

第２回：基本編― 各手法を理解する―

・内部環境分析～決算分析（財務、収支、CF）、SWOT（強

み、弱み）

・外部環境分析～SWOT（市場と競争相手）

・演習～自ら SWOT分析、ディスカッション

講師：日本政策金融公庫 出資・証券化支援室

農業経営上級アドバイザー 上原 学 氏

2月20日 ２月例会 90名

テーマ：スノーピークに学ぶファンづくり経営講座

～「好きなことだけ 」を仕事にする経営術～

講師：㈱スノーピーク

代表取締役社長 山井 太 氏

2月24日 農業政策＆農業技術グループ２月例会 27名

北海道、十勝農業の現状と農業に関わる道政策

講師：北海道十勝総合振興局 局長 梶田 敏博 氏

3月 7日 農業新技術グループ打ち合わせ

3月 9日 若手農業者育成セミナー（経営指針書策定講座）

③ 7名

第３回：応用編― 戦略マップ作成―

・戦略策定～ディスカッション（事前課題）、戦略マップ作

成（ビジョン等）

・講座と通じて「気づき」の発表

講師：日本政策金融公庫 出資・証券化支援室

農業経営上級アドバイザー 上原 学 氏

3月13日 農業経営・法人化グループ打ち合わせ 7名

3月15日 第11回幹事会 16名

3月16日 ICT化グループ３月例会 16名

テーマ：気象ビッグデータの活用で農業を元気に

講師：㈱ハレックス 代表取締役社長 越智 正昭 氏

3月22日 農機レンタルグループ３月例会 12名

テーマ：レンタルのニッケン十勝農林プロジェクト室・成

果報告

報告者：㈱レンタルのニッケン

営業開発部部長 応縁団太郎 氏

3月24日 GAP・HACCPグループ３月例会 20名

テーマ：GAP取得に係る出口戦略について

テーマ：GAP取得の先にあるもの。一番のメリットは農家

の意識？

講師：住化アグロソリューションズ㈱

代表取締役専務 河西 康弘 氏

講師：HAL財団 流通開発部



東日本青果営業担当セールス・マネージャー

熊野 邦昭 氏

3月24日 農業新技術グループ打ち合わせ 7名

3月29日 ３月オープン例会（法人化、後継者・人材育成、

農場指針 ３グループ共催） 30名

テーマ：売上利益を伸ばす、オーナー経営者の姿勢と品格

講師：日本経営合理化協会 常務理事 作間 信司 氏

［人生大学］

2016年

4月 5日 第１回運営委員会 6名

5月10日 ５月例会 28名

テーマ：今までを振り返って…

～支部長生活を終えた今、思うこと～

話題提供：とかち支部 前支部長 山本 英明 氏

（㈱山本忠信商店 代表取締役)

6月 2日 ６月例会 22名

テーマ：会社創業から支部長になるまで、まるごと話しま

す

話題提供：とかち支部 支部長 松本 健春 氏

（㈱まつもと薬局 代表取締役)

7月 4日 ７月例会 23名

テーマ：創業40年、珈琲専科ヨシダが新商品を作るという

こと～周りからの風を感じて～

話題提供：㈱珈琲専科ヨシダ

代表取締役 三野宮厚子 氏

7月12日 第２回運営委員会 9名

8月 2日 ８月例会 16名

テーマ：常に予想外 人生の転換

～酪農日本一を夢見た頃から、今～

話題提供：㈱北海運輸

代表取締役会長 沢本 輝之 氏

10月 3日 10月例会 12名

テーマ：私の歩いてきた道

話題提供：とかち支部 足寄地区会

会長 相澤 勲 氏

（㈱アイザックス 代表取締役)

11月 2日 11月例会 18名

テーマ：後継者の視点からみた事業承継

～会社は預かり物～

話題提供：トォータルフーズ㈱

代表取締役社長 香川 澄子 氏

12月 2日 12月例会 13名

テーマ：お客様の笑顔を自分の喜びに

～初心を忘れず、一生懸命～

話題提供：㈲吉市 代表取締役 黒川 澄男 氏

2017年

2月 2日 ２月例会 18名

食づくりから始める地域活性化

からだにやさしい安心な農作物で、食卓の豊かさと幸福を

創造する

話題提供：とかち支部 副支部長 尾藤 光一 氏

（㈲尾藤農産 代表取締役)

2月 8日 第３回運営委員会 8名

3月 1日 第４回運営委員会 5名

3月 2日 ３月例会 21名

テーマ：夫婦二人三脚からの突然の事業承継

話題提供：とかち支部

女性部会副部会長 畠山 千津子 氏

（㈲音更環境管理センター 代表取締役)

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2016年

4月 5日 2016年度総会 16名

4月19日 オープニング例会 14名

5月10日 第１回例会 13名

6月 7日 第２回例会 13名

7月 5日 第３回例会 13名

8月 2日 第４回例会 12名

9月 6日 第５回例会 14名

10月 4日 第６回例会 10名

10月18日 さよなら例会 15名

10月18日 納会 12名

共育・求人活動

［共同求人］

2016年

7月26日 社会人になるための就職セミナー 104名

8月 2日 高校生のための合同企業説明会 181名

8月 2日 合同企業説明会（帯広） 249名

帯広雇用創出促進協議会主催

10月22日 合同企業説明会（東京） 34名

12月 1日 先輩移住者との交流会① 13名

12月 2日 十勝の経営者との懇談会 13名

12月 3日 先輩移住者との交流会② 13名

2017年

3月11日 UIJ ターン移住・就職相談フェア 55名

3月30日 2017年 合同入社式＆新入社員研修会 100名

［社員教育活動］

2016年

4月 7日 2016年新入社員研修会③ 32名

テーマ：新入社員のみなさんに期待すること

講師：㈲十勝リサイクル 代表取締役 時安 徹 氏

（４月７日開催分)

（とかち支部 共育委員)

7月 7日 新入社員フォローアップ研修会 30名

テーマ：私が新入社員だった頃

【グループ討論】『報告者の話を受けて』

話題提供者：㈱平和園 渡辺 珠音 氏

11月25日 社員マナー研修会① 35名

11月28日 社員マナー研修会② 20名

11月30日 社員マナー研修会③ 24名

2017年

2月16日 新入社員フォローアップ研修会 25名

テーマ：一年を振り返って

～二年目社員としての準備をしよう ～

講師：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

3月28日 2017年 新入社員研修会 30名

［第６期 社員ステップアップセミナー］

2016年

6月 8日 第１講 15名

テーマ：話の聞きかた・議論のしかた

講師：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

6月15日 第２講 14名

テーマ：会社を担う社員像とは

講師：㈱ノベルズ食品 代表取締役 西尾 康宏 氏

6月22日 第３講 15名

テーマ：自己表現力を身につける



講師：㈱エフエムおびひろ 統括部長 栗谷 昌宏 氏

（FM-JAGA DJ)

6月29日 第４講 14名

テーマ：時代の潮流は何を求めているか

講師：松田孝志税理士事務所

所長・税理士 松田 孝志 氏

7月 6日 第５講 11名

テーマ：同僚・後輩との接し方（コーチング基礎）

講師：アクトドリームサポート合同会社

代表 中村 博 氏

7月13日 第６講 14名

テーマ：私の仕事観 ～あなたにとって仕事とは？～

講師：ソーゴー印刷㈱

スロウ副編集長 片山 静香 氏

（第46期中堅幹部学校卒業生)

講師：㈱まつもと薬局 栄養部チーフ 川村 玲加 氏

（第５期社員ステップアップセミナー修了生)

7月20日 第７講 13名

テーマ：会社づくりに積極的に関わる

講師：㈱テキサス 主任 新田 祐介 氏

7月27日 第８講 10名

テーマ：給料の源泉・財務基礎

講師：税理士法人 TAP 代表社員 内田 勇介 氏

8月 3日 第９講 11名

テーマ：私のメンタルヘルスと労務管理の基本

講師：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

8月18日 第10講・修了式 15名

テーマ：仕事を自らのものとする

講師：㈱珈琲専科ヨシダ 代表取締役 三野宮厚子 氏

［第47期中堅幹部学校］

2016年

11月 4日 第１講 16名

テーマ：中小企業に求められる中堅幹部像とは

講師：㈱アイ建築工房 代表取締役 太田 好啓 氏

11月11日 第２講 15名

テーマ：地場産業現場視察会①（農業機械編）

講師：東洋農機㈱

常務取締役 執行役員 光澤 英雄 氏

11月12日 第３講 17名

テーマ：地場産業現場視察会②（林業編）

講師：オムニス林産協同組合

代表理事 瀨上 晃彦 氏

11月17日 第４講 15名

テーマ：十勝の開拓と商業

講師：帯広市百年記念館 学芸員 大和田 努 氏

11月24日 第５講 16名

テーマ：企業における中堅幹部社員の役割とは？

講師：㈱まつもと薬局 代表取締役 松本 健春 氏

12月 2日 第６講 15名

テーマ：決算書の読み方（貸借対照表、損益計算書、キャッ

シュフロー計算書の見方）

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

12月 8日 第７講 16名

テーマ：財務ワークショップ～実践 会社再建法～

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

12月15日 第８講 17名

テーマ：激動する世界経済をどうみるか

講師：北星学園大学経済学部 教授 佐々木隆生 氏

（北海道大学名誉教授)

12月22日 第９講 10名

テーマ：日本を学べば世の中が分かる 経済学とは何

か？

講師：北海学園大学経済学部 准教授 大貝 健二 氏

2017年

1月12日 第10講 13名

テーマ：十勝地域の経済情勢とその展望

～自社に引き寄せて考えよう～

講師：帯広信用金庫

地域経済振興部部長 秋元 和夫 氏

1月19日 第11講 17名

テーマ：企業のケース分析のABC

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

1月26日 第12講 13名

テーマ：波風体験経営から学ぶ

講師：㈱パイオニアジャパン

取締役会長 山道 勝則 氏

（札幌支部 会員)

2月 3日 第13講 15名

テーマ：価値創造の企業経営

～経営学の基本と企業経営の本質～

講師：小樽商科大学 准教授 加藤 敬太 氏

2月 9日 第14講 17名

テーマ：ワークショップ発表会

2月23日 第15講・卒業式 17名

［第１期十勝経営者大学］

2016年

12月 3日 十勝経営者大学カリキュラム検討会議 6名

2017年

1月14日 第１講 14名

テーマ：社会の発展と共育の歴史

講師：北海道大学 名誉教授 所 伸一 氏

1月21日 第２講 17名

テーマ：社会心理学概論

～じょうずに説得するには？ 人に好かれるには？～

講師：帯広畜産大学 教授 渡邊 芳之 氏

1月28日 第３講 12名

テーマ：気づいた気づけた〝人財力"

～人間尊重経営が成長の鍵だった～

講師：㈱フレアサービス 代表取締役 西村達一郎 氏

2月 4日 第４講 16名

テーマ：帯広畜産大学の高等教育

～人を支え、くらしを守る～

講師：帯広畜産大学 理事・副学長 柳川 久 氏

2月11日 第５講 14名

テーマ：ものづくり教育と若者の今

～子どもの発達の視点から～

講師：帯広畜産大学 准教授 平舘 善明 氏

2月18日 第６講 13名

テーマ：教育改革と地域の担い手の育成

～学力問題を中心に～

講師：北海道教育大学 釧路校 教授 廣田 健 氏

2月25日 第７講 11名

テーマ：社会福祉、障がい者福祉から見る人間と教育論

講師：帯広大谷短期大学 准教授 阿部 好恵 氏

3月 4日 第８講 12名

テーマ：超高齢社会を生きる

～フィンランドの事例に学んで～



講師：北海道教育大学 名誉教授 笹谷 春美 氏

3月11日 第９講 11名

テーマ：北の大地「鹿追」と神田日勝

講師：神田日勝記念美術館 館長 小林 潤 氏

3月18日 第10講 12名

テーマ：同友会の共育理念と教育の本質

講師：北海道大学 名誉教授 竹田 正直 氏

講師派遣

2016年

7月 2日 大谷短期大学

帯広大谷短期大学 就職セミナー

面接官：サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 氏

㈲瀬上製材所 代表取締役 瀨上 晃彦 氏

松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

8月26日 上士幌高校

上士幌高等学校進路模擬面接指導

面接官：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

㈱ノベルズ食品

代表取締役社長 西尾 康宏 氏

㈱ ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 氏

㈱マリエッタ 代表取締役 成田 孔一 氏

とかち支部 事務局員 今野 勉

10月25日 清水高等学校

企業説明会

参加企業：サンテクノ㈱・㈱平和園・紺野建設㈱

10月31日 帯広高等技術専門学院

テーマ：企業の求める人材

講師：㈱花 代表取締役 久保 陽一 氏

2017年

2月 7日 上士幌高校

上士幌高等学校進路模擬面接指導

面接官：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

㈱ノベルズ食品

代表取締役社長 西尾 康宏 氏

㈱ ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 氏

㈱マリエッタ 代表取締役 成田 孔一 氏

㈱平和園 本部長 伊藤 三夫 氏

その他

［絆の会］

2016年

5月24日 第１回世話人会 6名

6月27日 ６月例会 18名

テーマ：同友会での学びとわが社の経営

話題提供：㈱北のハウス 代表取締役 小田 衣代 氏

7月20日 第２回世話人会 3名

9月16日 ９月例会 13名

テーマ：新支部長大いに語る

～同友会で学んだ経験と、これからの支部の展望～

話題提供：とかち支部 支部長 松本 健春 氏

（㈱まつもと薬局 代表取締役)

11月 6日 11月旅行例会 24名

2017年

1月23日 2017新年例会＆11月旅行例会打ち上げ 17名

3月 8日 第３回世話人会 4名


