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スローガン 「新たなる旅立ち、根釧の企業家が創る地域の未来」

① 会員報告率10％プロジェクトの実践

2016年４月に釧路支部、南しれとこ支部、根室支部が発展的に統合して１年になります。統合は人口減や企業減を背景に根釧地域

の会員の経営力やノウハウを広域で交流したいとの思いで行いました。第１に取り組んだのは会員報告率の10％プロジェクトで、８

つの地区会の報告者の相互交流を進めました。釧路地区会内での報告が多くなる傾向はありますが、92名の方にくしろ支部内での報

告者を引き受けていただき、「報告する会員が一番勉強になる」という同友会らしい学びが浸透しつつあります。

② ８つの地区会が独自の活動を展開

くしろ支部の小集団活動「一歩の会」では４つのグループで毎月例会を開催し、新会員の方、ベテラン会員の報告を続けています。

根室地区会は優れた経営実績を持つ地元、他地区会の方を迎えて５回の報告例会を開催しています。別海地区会も地元会員、他地区

会会員、専門家など会員の要望に応えながら経営の本質強化について学びました。

南しれとこ地区会は域外に積極的に進出している会員や、新年交礼会で京都同友会の㈱スリーシーの渡邊社長を招くなど経営指針、

経営戦略など多彩な活動を行いました。厚岸地区会では釧路公立大学の下山准教授を招き、条例と地域を見直す例会が行われました。

摩周地区会は新会員の報告の他に、弟子屈高校の職種説明会などで高校生に対して業界の説明をしました。標茶地区会は初の標茶高

校との懇談会を行うなど若者の人材育成に取り組みました。ルパン浜中地区会は地域を見直そうと根室地区会の条例制定から学び、

地域資源の再発見にも取り組みました。

③ ３つの経営指針研究会で経営指針づくり

３つの研究会が情報交換をしながら経営指針の成文化に取り組んでいます。釧路地区会では「第３期くすり塾」を開講し、一泊研

修を含めた全10講に５社６名が参加。南しれとこ地区会では「経営指針づくり勉強会」（全13講・５名参加）、別海地区会では「経

営指針成文化研究会」（全17講・８名参加）で経営理念、方針、戦略等を練り上げました。各研究会では、受講生が学びの成果を報

告する「経営指針発表会」を開催し、経営者としての姿勢、戦略の見通し等を論議しました。

④ 高校・大学との連携で人材の確保と定着を図る

会員企業の人材の採用と定着の１年でした。釧路、根室管内の高校生の就職率は100％近い実績になるなど、求人に対して応募がな

い企業が見受けられました。大学生の採用では内定辞退も多くなっています。対策として６地区会が高校との懇談会を開催し、釧路

地区会では教員の企業見学会、根室、摩周、別海の各地区会で各高校と連携して生徒対象の職種説明会に会員の方を派遣しています。

幹部大学同窓会でも明輝高校教員との懇談会やグループ討論を２回開催し、学校でのキャリア教育について学びました。

⑤ 会員の声なき声を聴き、経営実態に即した活動の難しさを感じて

2016年度末の会員数は684社です。残念ながら701社の期首会員数を維持することができませんでした。会員の声なき声を聴き、

経営実態に即した活動の難しさを感じた１年でした。より一層、魅力的な活動を展開しながら同友会の輪を広げていきます。

総会・幹事会

2016年

4月13日 釧根三支部会計監査 4名

4月26日 くしろ支部設立総会 119名

4月26日 第１回幹事会 23名

6月 7日 第２回幹事会 18名

8月 3日 第３回幹事会 21名

10月20日 第４回幹事会 10名

12月 5日 第１回三役会議 6名

2017年

1月12日 第５回幹事会 21名

3月 6日 第２回三役会議 7名

3月29日 第６回幹事会 14名

専門委員会

［組織委員会］

2016年

5月11日 くしろ支部・釧路地区会第１回合同組織委員会

13名

9月28日 くしろ支部第２回組織委員会・第３回移動全道組

織・企画委員会 in釧路 13名

2月29日 新会員オリエンテーション 24名

テーマ：同友会で学んだもの～同友会の魅力と活かし方～

報告者：長江建材㈱ 取締役会長 長江 勉 氏

（釧路地区会会長)

3月29日 第３回組織委員会 6名

一歩の会>

4月12日 第２グループ「企業見学」４月例会 11名

企業見学訪問先：カキキン㈲

報告者：カキキン㈲ 代表取締役 中嶋 均 氏

4月19日 第３グループ「昼食会」４月例会 6名

テーマ：Dayz design.:Design Approach& Case Study

報告者：Dayz design. 代表 佐々木 浩 氏

4月20日 第１グループ「自由闊達」４月例会 9名

テーマ：とかち支部「拓の会」との合同例会打合せ

5月14日 とかち支部「拓の会」との合同例会（第１グルー

プ「自由闊達」５月例会） 21名

企業見学訪問先：丸二サッシ工業㈱

5月17日 第２グループ「企業見学」５月例会 11名

企業見学訪問先：㈱残間金属工業

5月23日 リーダー会議 8名



5月24日 第３グループ「昼食会」５月例会 10名

テーマ：『叶える』とは？

報告者：㈱カナエル 代表取締役 福士 龍誠 氏

6月22日 第１グループ「自由闊達」６月例会 8名

テーマ：20年続けて思うこと

報告者：㈲キッズランド 代表取締役 芦田 泰子 氏

7月 4日 オリエンテーション 21名

7月20日 第４グループ「自己成長」７月例会 8名

テーマ：同友会と私

報告者：㈱ダスキン釧路

代表取締役会長 木内 敏子 氏

7月30日 一歩の会・とかち支部「拓の会」合同例会 15名

企業見学訪問先：大野ファーム牧場（芽室）

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～

報告者：㈲すずか 代表取締役 永松 昭子 氏

8月 2日 第１グループ「自由闊達」８月例会 11名

テーマ：ゲームにスマホ、部活に勉強 イマドキの子ども

達～塾経営を通して～

報告者：北海道労務サポートオフィス

代表・社会保険労務士 三木 克敏 氏

8月 3日 第３グループ「爽健美社」８月例会 9名

テーマ：あなたの会社は健康ですか？

報告者：柴崎社会保険労務士事務所

社会保険労務士 柴崎 主税 氏

8月22日 第２グループ「温故創新」８月例会 15名

テーマ：同友会で学んだこと

報告者：㈱トーテック 代表取締役 福井 克美 氏

8月24日 第４グループ「自己成長」８月例会 8名

テーマ：あなたの「心粋」とこだわりの暮らしをデザイン

する

報告者：渡辺木工家具センター

取締役部長 渡辺 敦子 氏

9月13日 第３グループ「爽健美社」９月例会 9名

テーマ：介護の現場から

報告者：㈱悠愛 代表取締役 加藤 真人 氏

9月16日 第１グループ「自由闊達」９月例会 7名

テーマ：事業承継から４年目を迎えて

報告者：㈱残間金属工業

取締役副社長 残間 巌 氏

9月21日 第４グループ「自己成長」９月例会 6名

テーマ：会社設立のきっかけ

報告者：㈱トップオブ釧路

代表取締役 藤井 芳和 氏

9月29日 第２グループ「温故創新」９月例会 6名

テーマ：後継ぎを決めた時の自分の気持ち

報告者：㈱早矢仕物産 社長付 南川 真一 氏

10月12日 第３グループ「爽健美社」10月例会 4名

テーマ：ちょっと得する薬のお話し

報告者：三和薬品㈱ 代表取締役 齊藤 義人 氏

10月18日 第４グループ「自己成長」10月例会 9名

テーマ：あなたの会社は10年後生き残れますか？

報告者：㈱こめしん 常務取締役 中村 敦 氏

10月18日 第２グループ「温故創新」10月例会 5名

テーマ：同友会と私

報告者：プロシステム釧路 代表 深山 浩昭 氏

10月28日 第１グループ「自由闊達」10月例会 13名

テーマ：コンサルタントの勘所

報告者：ファーストコンサルティング㈱

代表取締役 乗山 徹 氏

11月16日 第２グループ「温故創新」11月例会 5名

テーマ：同友会で得たこと

報告者：㈱小原不動産鑑定所

代表取締役 小原 孝太郎 氏

11月17日 第１グループ「自由闊達」11月例会 9名

テーマ：木育（もくいく）を普及させるために私にできる

こと

報告者：丸善木材㈱

取締役企画営業課長・木育マイスター

鈴木 憲太郎 氏

11月22日 第３グループ「爽健美社」11月例会 9名

テーマ：マルエイ六峰社の歩んできた道

報告者：㈱マルエイ六峰社

代表取締役 廣中 孝宏 氏

11月28日 第４グループ「自己成長」11月例会 8名

テーマ：同友会と私

報告者：SGRAYS 代表 寺口 美由紀 氏

12月22日 第１グループ「自由闊達」・第２グループ「温故創

新」12月合同例会 10名

テーマ：今後の「一歩の会」活動について

2017年

1月24日 第３グループ「爽健美社」・第４グループ「自己成

長」１月合同例会 16名

テーマ：いつまでも健康で美しくあるための秘訣

～カーブスのユニークなビジネスモデル～

報告者：㈱プライムネス 代表取締役 八幡 好洋 氏

1月26日 第１グループ「自由闊達」・第２グループ「温故創

新」１月合同例会 12名

テーマ：同友会の経営指針づくりと「くすり塾」の紹介

報告者：㈱あゆみ調剤 専務取締役 矢部 政仁 氏

2月21日 第３グループ「爽健美社」２月例会 6名

テーマ：自然栽培の次へ

報告者：㈲春の湯 代表取締役 成澤 寛和 氏

2月21日 第２グループ「温故創新」２月例会 6名

テーマ：同友会で学んだこと Part3

報告者：㈲春の湯 取締役会長 成澤 祥明 氏

2月22日 第４グループ「自己成長」２月例会 10名

テーマ：出会いは縁

報告者：炉ばた もりや 代表 森谷 照一 氏

2月24日 第１グループ「自由闊達」２月例会 5名

テーマ：釧路鳥取てらこやの活動について

報告者：釧路鳥取てらこや 代表 大越 拓也 氏

3月22日 第１グループ「自由闊達」３月例会 10名

テーマ：しあわせつかむ フセン術

報告者：あとりえ shinoki 代表 篠木 真紀 氏

3月27日 第４グループ「自己成長」３月例会 13名

テーマ：入植100年 ４代目農業経営者が語る酪農業の

現状と展望

報告者：㈱伊藤デイリー 代表取締役 伊藤 順一 氏

3月30日 第３グループ「爽健美社」３月例会 9名

テーマ：ピットインを継ぐこと

報告者：㈲明笑舎 ピットイン新橋店

店長 田中 嘉尭 氏

［経営指針委員会］

2016年

10月13日 第１回経営指針委員会 4名



2017年

3月15日 第２回経営指針委員会・全道経営指針委員会道東

ブロック会議 12名

［求人委員会］

2016年

5月17日 くしろ支部・釧路地区会第１回合同求人委員会

9名

6月15日 くしろ支部・釧路地区会第２回合同求人委員会

9名

7月20日 くしろ支部・釧路地区会第３回合同求人委員会

8名

8月23日 くしろ支部・釧路地区会第４回合同求人委員会

7名

9月29日 くしろ支部・釧路地区会第５回合同求人委員会

6名

11月 7日 くしろ支部・釧路地区会第６回合同求人委員会

4名

11月18日 地元企業の魅力を発見 企業見学ツアー 9名

見学先１：丸二サッシ工業㈱

見学先２：㈱悠愛

見学先３：長江建材㈱

11月18日 高校との就職懇談会 23名

テーマ：今年度の就職状況、高校が企業に期待する事

企業が求める人材、企業がキャリア教育に期待す

る事

11月21日 障がい者雇用セミナー 11名

テーマ：改正障害者雇用促進法と障害者差別解消法の概要

講師：障がい者就業・生活支援センター『ぷれん』

就業・生活支援係長 和泉 宣也 氏

テーマ：障がい者雇用の事例紹介

報告者：特定非営利活動法人和

副理事長 酒田 浩之 氏

12月 8日 くしろ支部・釧路地区会第７回合同求人委員会

8名

12月 9日 大学生との懇談会 40名

2017年

1月23日 くしろ支部・釧路地区会第８回合同求人委員会

5名

3月 8日 くしろ支部・釧路地区会第９回合同求人委員会

9名

［共育委員会］

2016年

6月17日 くしろ支部第１回・釧路地区会第２回合同委員会

4名

8月 3日 くしろ支部第２回・釧路地区会第３回合同委員会

5名

9月13日 くしろ支部第３回・釧路地区会第４回合同委員会

3名

10月18日 くしろ支部第４回・釧路地区会第５回合同委員会

8名

11月15日 くしろ支部第５回・釧路地区会第６回合同委員会

7名

2017年

1月17日 くしろ支部第６回・釧路地区会第７回合同委員会

8名

2月15日 くしろ支部第７回・釧路地区会第８回合同委員会

6名

3月22日 くしろ支部第８回・釧路地区会第９回合同委員会

4名

［政策委員会］

2016年

11月 9日 第１回委員会 8名

2017年

3月27日 第２回委員会 8名

［同友会活動のあり方検討プロジェクト会議］

2016年

7月13日 第１回会議 6名

9月29日 第２回会議 5名

例会・特別企画

2016年

5月10日 宮城県同友会石巻支部との懇談会 16名

6月24日 高校との就職懇談会 32名

7月13日 釧路合同企業説明会参加企業ガイダンス 19名

2017年

1月30日 くしろ支部・南しれとこ地区会合同新春講演会＆

新年交礼会 121名

テーマ：想いをつなぐ経営・社員と共に

～歩んできた道を振り返った時、そこには大きな

夢と希望があった～

講師：㈱スリーシー 代表取締役 渡邊 博子 氏

（京都同友会会員)

3月23日 第４回釧根経営セミナー in浜中 60名

テーマ：地域の元気を作る

～地域・企業を元気にする5つの戦略～

講師：㈱ケーズマーケティング

代表取締役 吉川 京二 氏

地区会

［釧路地区会］

2016年

4月 4日 第５回釧路地区会発会準備委員会 7名

4月 6日 (釧路支部）第10回求人委員会 6名

4月 6日 (釧路支部）第12回組織委員会 6名

4月12日 (釧路支部）第11回共育委員会 8名

4月12日 (釧路支部）第12回政策委員会 5名

4月13日 (釧路支部）第12回経営指針委員会 3名

4月14日 (釧路支部）第８回幹事会 20名

4月26日 釧路地区会設立総会＆釧路支部決算総会 97名

5月17日 第１回共育委員会 4名

5月18日 第１回幹事会 17名

5月24日 第１回経営指針委員会 9名

5月27日 第１回政策委員会 3名

5月27日 第１回地域経済を考える懇談会 10名

テーマ：道内ワーストの人口減少率の釧路で持続可能な経

営環境をどうつくるか

問題提起者：萬木建設㈱ 代表取締役 漆崎 隆 氏

6月 2日 ６月例会 21名

テーマ：なぜ経営指針は必要なのか～経営指針との出会い

で確信したわが社の存在意義～

報告者：㈱ケルプ研究所 代表取締役 福士 宗光 氏

（札幌支部経営指針委員長)

6月13日 第２回経営指針委員会 7名

6月14日 第２回組織委員会 10名

6月15日 第３期くすり塾第１講オリエンテーション 9名

6月23日 労働環境改善セミナー 11名

テーマ：時間外管理のトラブルを未然に防ぐために

～従業員のやる気と定着を上げて「よい会社を作



る」～

講師：柴崎社会保険労務士事務所

所長 柴崎 主税 氏

6月27日 第２回政策委員会・中小企業円卓会議 8名

テーマ：域内再投資等調査のまとめについて

報告者：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

7月 5日 第３回経営指針委員会 8名

7月11日 企業宣伝力アップセミナー 17名

テーマ：マスコミに取材される方法

～費用をかけずに売り上げを伸ばし、会社のブラ

ンディングを進める～

講師：㈱ジャンパップ 社長 荒川 岳志 氏

（札幌支部会員)

7月12日 第２回幹事会 23名

7月14日 第３回組織委員会 8名

7月20日 第３期くすり塾第２講 10名

7月26日 ７月例会 30名

テーマ：わが社の新商品戦略

～消費者のニーズをこう見る～

報告者：㈱厚岸味覚ターミナル

取締役支配人 加藤 裕之 氏

（厚岸地区会幹事)

報告者：㈱こめしん 常務取締役 中村 敦 氏

7月27日 第３回政策委員会 8名

7月27日 第２回地域経済を考える懇談会 10名

テーマ：釧路市の観光立国戦略について

講師：釧路市産業振興部観光振興室

室長 三富 尚孝 氏

8月 4日 青年部みけた会公開例会＆釧路地区会８月例会

34名

テーマ：最悪の事業継承からの出発

～社員とともに新しい会社作りを目指して～

報告者：㈱宇佐美商会 代表取締役 宇佐美 隆 氏

（札幌支部長)

8月 9日 第４回経営指針委員会 7名

8月22日 第４回組織委員会 9名

8月23日 日本銀行釧路支店 植木支店長との懇談会 10名

8月24日 第４回政策委員会・中小企業円卓会議 5名

テーマ：釧路市の観光産業と経済効果について

報告者：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

8月24日 第３期くすり塾第３講 7名

9月 5日 第３期くすり塾第３講補講 4名

9月12日 第５回経営指針委員会 7名

9月14日 第３回幹事会 20名

9月20日 第５回組織委員会 5名

9月21日 第３期くすり塾第４講 21名

10月11日 第６回組織委員会 5名

10月11日 第１期くすり塾フォローアップ交流会・懇親会

8名

テーマ：経営指針づくりの学びと我社の現状

10月17日 第６回経営指針委員会 4名

10月19日 第３期くすり塾第５講 9名

10月25日 第５回政策委員会・中小企業円卓会議 5名

テーマ：釧路市の観光産業と経済効果

報告者：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

10月31日 10月例会 90名

テーマ：小規模を「チカラ」に変え、マーケティングに成

功する秘訣とは？

講師：静岡県立大学（経営情報学部教授・大学院経営情報

研究科教授）

地域経営研究センター長

学長補佐 岩崎 邦彦 氏

11月 3日 第３期くすり塾一泊研修会 10名

～ 4日

11月 8日 11月例会 51名

テーマ：釧路から全国へ。レストラン・外食チェーンで地

域一番店を目指す

～食は文化‼ 楽しみ、コミュニケーション、感

動を創る～

報告者：㈱三ッ星レストランシステム

代表取締役 谷川 富成 氏

11月10日 第７回組織委員会 5名

11月14日 第４回幹事会 19名

11月14日 第７回経営指針委員会 4名

11月29日 金融懇談会 8名

テーマ：しんくみの地域密着戦略

講師：釧路信用組合 常勤理事 三瀬 博之 氏

12月 6日 第６回政策委員会・中小企業円卓会議 7名

テーマ：帯広での飲食店調査報告～釧路との比較～

報告者：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

12月 6日 第３期くすり塾第７講・望年会 10名

テーマ：決算書の読み方（中小企業の事例）

講師：鈴木圭介税理士事務所 税理士 鈴木 圭介 氏

12月 8日 第８回組織委員会 5名

12月15日 第１回四役会議 6名

2017年

1月 5日 第２回四役会議 10名

1月10日 第５回幹事会 20名

1月10日 第９回組織委員会 9名

1月16日 第８回経営指針委員会 7名

1月18日 2017新春講演＆新年交礼会 71名

テーマ：同友会から学んだ企業づくり、人づくり

～時代の変化に柔軟に対応する会社が生き残る～

報告者：㈱サンコー 代表取締役会長 山田 修三 氏

（北海道同友会 組織委員長)

1月24日 第７回政策委員会・第３回地域経済を考える懇談

会＆下山朗准教授の送別会 13名

テーマ：くしろ観光における中小企業のビジネスチャンス

報告者：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

1月25日 第３期くすり塾第８講 5名

2月 9日 委員長会議 6名

2月13日 第９回経営指針委員会 7名

2月14日 第10回組織委員会 6名

2月15日 第８回政策委員会 6名

2月15日 第３期くすり塾第９講 5名

2月20日 ２月例会 21名

テーマ：日本の財政について

講師：北海道財務局釧路財務事務所

所長 中島 和正 氏

テーマ：最近の金融庁の取り組み

報告者：北海道財務局釧路財務事務所

財務課長 伊藤 秀樹 氏

2月24日 第３回四役会議 6名

3月 6日 第11回組織委員会 7名

3月 7日 第10回経営指針委員会 5名

3月14日 第９回政策委員会 6名

3月14日 みけた会公開例会＆釧路地区会３月例会 47名

テーマ：「すすきの」一番のジンギスカン店を目指して



～社員と共に業界の常識を壊す～

報告者：㈱ブレンドワークス

代表取締役 前川 裕一 氏

（札幌支部幹事長)

3月15日 第３期くすり塾経営指針発表会 20名

3月21日 第６回幹事会 18名

［厚岸地区会］

2016年

4月 5日 第14回定時総会 15名

テーマ：目指すは、「お客様の、再来店率100％」

～お客様に笑顔で「ありがとう」と言われる店づ

くり～

報告者：㈱メガネの早川 代表取締役 早川 弘康 氏

（釧路地区会幹事)

4月25日 第１回幹事会 6名

6月13日 第２回幹事会 7名

6月13日 ６月例会 7名

テーマ：地域経済と条例の活用を考える

～厚岸町経済の特徴と、企業の役割～

報告者：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

7月11日 ７月例会 14名

テーマ：見つめ直そう、厚岸

講師：ピリカウタこう房 主宰 宮川 佳治 氏

（厚岸町文化財専門委員)

8月 4日 第３回幹事会 8名

9月10日 町立厚岸病院の皆さんとの交流会（９月例会）

16名

10月27日 10月例会 8名

テーマ：厚岸における域内循環の効果と課題

講師：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

11月10日 第４回幹事会 7名

12月 9日 望年会 6名

2017年

2月22日 ２月例会 42名

テーマ：「道の駅」利用から見える地域の課題

講師：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

報告者：釧路公立大学 鈴木 果歩 氏

上島 峰 氏

小岩 貴広 氏

3月17日 第５回幹事会 3名

［摩周地区会］

2016年

4月 8日 第12回定時総会 16名

テーマ：旅の力

講師：弟子屈町地域おこし協力隊 小林 由紀子 氏

6月 6日 第１回幹事会 4名

6月16日 弟子屈高校職場実習事前指導 30名

6月27日 ６月例会 7名

テーマ：４代目宿主として、これまでの歩みと今後の課題

報告者：㈱川湯ホテルプラザ（お宿 欣喜湯）

専務取締役 榎本 竜太郎 氏

7月19日 第２回幹事会 4名

7月26日 弟子屈高校 職種説明会 55名

8月 9日 ８月例会 10名

テーマ：「カキえもん」物語

報告者：カキキン㈲ 代表取締役 中嶋 均 氏

（厚岸地区会幹事)

8月25日 弟子屈高校 面接指導 20名

9月 8日 ９月例会（弟子屈高校との懇談会） 19名

10月26日 弟子屈高校 コース別進路講演会 29名

11月15日 摩周・標茶地区会〝労働環境改善セミナー"

13名

テーマ：時間外管理のトラブルを未然に防ぐために

～従業員のやる気と定着を上げて「よい会社を作

る」～

講師：柴崎社会保険労務士事務所

所長 柴崎 主税 氏

（釧路地区会会員)

11月29日 第３回幹事会 9名

12月20日 望年例会 6名

テーマ：自然エネルギーで未来の農業を創る

報告者：野村北海道菜園㈱

代表取締役 十川 洋 氏

2017年

2月16日 弟子屈高校 職種説明会（１年生対象） 46名

2月16日 第４回幹事会 5名

3月16日 第５回幹事会 5名

3月22日 ３月例会 9名

テーマ：川湯温泉 癒しの空間miriyaオープンへの想い

～「医療」＋「農業」＋「食」～

講師：Bakery& Cafemiriya 店長 渡邉 明子 氏

（㈱ともにいきるかい 取締役)

［標茶地区会］

2016年

5月13日 第１回幹事会 5名

6月 1日 ６月例会（標茶高校との懇談会） 30名

8月26日 ８月例会 6名

テーマ：ギブ アンド テイク

報告者：東部ダイハツ㈱ 代表取締役 筧 陽介 氏

10月25日 10月例会 7名

テーマ：なかなか聞けない神社の話

講師：川上神社 宮司 長尾 武宮 氏

11月15日 摩周・標茶地区会〝労働環境改善セミナー"

13名

テーマ：時間外管理のトラブルを未然に防ぐために

～従業員のやる気と定着を上げて「よい会社を作

る」～

講師：柴崎社会保険労務士事務所

所長 柴崎 主税 氏

（釧路地区会会員)

11月25日 第２回幹事会 7名

2017年

3月 8日 第３回幹事会 8名

3月14日 第４回幹事会 6名

［ルパン浜中地区会］

2016年

4月19日 第１回幹事会 6名

6月 8日 ６月例会 12名

テーマ：中小企業振興基本条例で地域をつくる

～根室市の条例制定までの経緯と今後の展望～

報告者：㈱ナカイチ

取締役ゼネラルマネージャー 田嶋 靖照 氏

（根室地区会 副地区会長)

7月 5日 第２回幹事会 5名

8月24日 ８月例会 8名

テーマ：浜中町のもつ魅力・強みを再発見しよう

～地域づくりを自らの手で (仮称)産業振興条

例の制定を目指して～



10月 4日 第３回幹事会 4名

2017年

2月21日 ２月例会 19名

テーマ：地域の特色を生かした自立的・持続的な地域を目

指して

～域外貨獲得と域内循環とは～

講師：釧路公立大学 経済学部

准教授 下山 朗 氏

3月 8日 第４回幹事会 5名

3月23日 第4回釧根経営セミナー in浜中 60名

テーマ：地域の元気を作る

～地域・企業を元気にする5つの戦略～

講師：㈱ケーズマーケティング

代表取締役 吉川 京二 氏

［南しれとこ地区会］

2016年

4月12日 (南しれとこ支部）経営指針づくり勉強会第８講

3名

4月15日 (南しれとこ支部）４月幹事会 8名

4月18日 南しれとこ支部決算総会＆南しれとこ地区会設立

総会 39名

テーマ：釧路・根室エリアの地域と企業の可能性

講師：㈱北海道新聞社

代表取締役会長 村田 正敏 氏

5月17日 第１回幹事会 11名

5月31日 経営指針づくり勉強会第９講 4名

6月10日 第２回幹事会 9名

6月11日 ゴルフコンペ＆会員親睦懇親会 8名

6月24日 ６月例会 14名

テーマ：１．中小企業振興基本条例と審議会の取り組み

２．実践型地域雇用創造事業の活用と今後の展望

講師：中標津町経済部経済振興課

商工労働係長 田中 道行 氏

6月30日 経営指針づくり勉強会第10講 3名

7月 6日 第３回幹事会 10名

7月28日 ７月例会 16名

テーマ：聞いて納得 知って得する 『ふるさと納税』

講師：㈱オーレンス総合経営

公認会計士・税理士 須田 亜希 氏

㈱オーレンス総合経営 主任 北條 真紗樹 氏

8月 9日 第４回幹事会 8名

8月26日 ８月羅臼移動例会 9名

9月13日 第５回幹事会 8名

9月30日 ９月例会 40名

テーマ：クマゴロンのトコトコ物語

～ひらめき・ときめき・このゆびとまれ～

報告者：シレトコファクトリー

フロントランナー 大橋 勝憲 氏

10月12日 第６回幹事会 10名

10月21日 10月例会 15名

テーマ：ふるさと納税開始までの経緯と今後の展望につい

て

講師：中標津町 総務部企画課 課長 木村 実 氏

係長 石井 弘文 氏

10月28日 経営指針づくり勉強会第11講 3名

11月 8日 第７回幹事会 8名

11月 8日 中標津町長・議長との懇談会 4名

11月25日 11月例会 14名

テーマ：相続・事業承継の見方、考え方

講師：大地みらい信用金庫 プレミアムサポートセンター

副部長 横澤 英俊 氏

12月 2日 第８回幹事会 14名

12月 2日 望年例会 27名

2017年

1月17日 第９回幹事会 10名

1月30日 くしろ支部・南しれとこ地区会合同新春講演会＆

新年交礼会 121名

テーマ：想いをつなぐ経営・社員と共に

～歩んできた道を振り返った時、そこには大きな

夢と希望があった～

講師：㈱スリーシー 代表取締役 渡邊 博子 氏

（京都同友会会員)

2月13日 第10回幹事会 8名

2月20日 ２月例会 21名

テーマ：保険代理店の統廃合時代を生き抜く

～「経営指針」の実践が個人と組織を成長させる～

報告者：リブラス㈱ 代表取締役 櫻井 英裕 氏

（釧路地区会幹事)

3月 7日 第11回幹事会 9名

3月10日 ３月幹事一泊研修 9名

テーマ：南しれとこ地区会の〝新たな１ページ"を創ろう

～交流を深め、次年度の活動を展望しよう～

3月13日 ３月例会 20名

テーマ：南極越冬隊に学ぶ『チームワークの大切さ』

講師：元 野外観測支援隊員 高橋 学察 氏

（現 中標津保健所職員)

［中標津町中小企業振興審議会部会］

2016年

9月26日 部会事前打ち合わせ 7名

10月 3日 第１回部会 17名

10月31日 第２回部会 16名

11月24日 第３回部会 11名

12月14日 第４回部会 16名

2017年

3月29日 第５回部会 10名

［別海地区会］

2016年

4月11日 第９回経営指針成文化研究会 2名

4月23日 ４月幹事会 10名

4月23日 第10回定時総会 31名

テーマ：新鮮長持ち氷の新技術

～窒素氷 で食の付加価値づくりをお手伝い～

報告者：㈱昭和冷凍プラント

代表取締役 若山 敏次 氏

（釧路地区会会員)

5月11日 宮城県同友会石巻支部との交流会 22名

5月13日 第１回幹事会 7名

5月16日 第10回経営指針成文化研究会 4名

5月18日 ５月例会 22名

テーマ：金融機関との付き合い方

講師：大地みらい信用金庫別海支店

支店長 石森 裕章 氏

6月11日 第１回別海町中小企業振興検討会議 10名

6月13日 第11回経営指針成文化研究会 4名

6月28日 ６月例会 11名

テーマ：日本初 エゾシカの一時養鹿事業への挑戦

～養鹿事業へ展開したワケとは⁉～

報告者：北泉開発㈱ 常務取締役 曽我部 元親 氏



（くしろ支部幹事長)

7月 6日 第３回幹事会 7名

7月19日 別海高校生との懇談会 10社

7月19日 第12回経営指針成文化研究会 5名

7月26日 ７月例会 11名

テーマ：商機はネーミングにあり

～ユニークなキャッチフレーズがチャンスを生む～

報告者：利尻屋みのや

代表取締役社長 簑谷 修 氏

（しりべし・小樽支部会員)

8月10日 第４回幹事会 8名

8月19日 別海町商工観光課との懇談会 14名

8月22日 第13回経営指針成文化研究会 3名

8月24日 ８月例会 17名

テーマ：別海型教育モデル 生き抜く力プロジェクト

講師：別海町教育委員会

教育指導参事 古森 康晴 氏

9月12日 第５回幹事会 8名

9月12日 第２回別海町中小企業振興検討会議 10名

9月16日

～17日

別海地区会と宮城県同友会白石蔵王支部との交流

会 17名

9月17日 別海町産業祭 5名

～18日

別海地区会と宮城県同友会白石蔵王支部との合同出店

9月26日 ９月例会 13名

テーマ：〝メロディーロード"で活路を拓く

～中小建設業の新たな仕事づくり～

報告者：㈱篠田興業 代表取締役 篠田 静男 氏

（南しれとこ地区会会員)

10月12日 第６回幹事会 8名

10月25日 10月例会 14名

テーマ：組織の在り方を変える「場活」とは？

講師：現場活性化研修講師（場活師） 田中 秀樹 氏

10月28日 第14回経営指針成文化研究会 4名

11月 9日 第７回幹事会 8名

11月16日 第15回経営指針成文化研究会 6名

11月25日 11月例会 12名

テーマ：グローバルな販路と高い品質を別海から

報告者：㈱丸イ佐藤海産 代表取締役 伊勢 徹 氏

12月 9日 第８回幹事会 14名

12月 9日 望年例会 19名

2017年

1月12日 第16回経営指針成文化研究会 4名

1月13日 第９回幹事会 11名

1月16日 新春講演会＆新年交礼会 44名

テーマ：人口減少と地方創生の方向

報告者：釧路公立大学 地域経済研究センター

センター長 佐野 修久 氏

2月 7日 第10回幹事会 7名

2月 8日 第17回経営指針成文化研究会 4名

2月17日 くしろ幹部大学視察 1名

2月22日 ２月例会～経営指針報告例会～ 20名

テーマ：経営指針は経営者の〝夢"

～悩み、考え、行動し、語りあうことで見えてき

た自分と会社～

報告者：㈲村上デンキ 代表取締役 村上 徹 氏

報告者：臼井牧場 代表 臼井 貴之 氏

3月 3日 くしろ幹部大学視察 1名

3月 7日 第11回幹事会 9名

3月24日 ３月例会 15名

テーマ：別海の乳製品を世界へ

～ベトナムへの乳製品の輸出状況と今後の展開と

課題～

報告者：㈱べつかい乳業興社

代表取締役専務 近岡 一詩 氏

［医良同友］

2016年

6月22日 役員会 11名

7月11日 活動報告会 35名

テーマ１：病院薬剤業務の紹介

テーマ２：〝かかりつけ薬局"の役割と動向

報告者１：町立別海病院 薬局長 川嵜 晋 氏

報告者２：㈱あゆみ調剤 代表取締役 山下 隆 氏

8月10日 札幌医科大学の地域密着型チーム医療実習に係る

交流会 6名

11月22日 医療講演会 36名

テーマ：高齢化社会での介護と終末期医療

報告者：社会福祉法人幸清会

理事長 大久保 幸積 氏

2017年

3月14日 真籠 毅氏送別会 11名

［根室地区会］

2016年

4月12日 (根室支部）４月臨時幹事会 3名

4月21日 (根室支部）４月幹事会 12名

4月21日 根室支部第33回決算総会・根室地区会設立総会

26名

基調報告：同友会で学んだ会社の未来づくり

報告者：綜合設備㈱ 代表取締役 亀岡 孝 氏

5月 9日 第１回幹事会 9名

5月31日 ５月例会 14名

テーマ：経営指針再考～いつもと違うアプローチで～

報告者：医療法人社団一期会 ウェル歯科診療室

理事長 木村 也寸志 氏

（別海地区会 経営指針成文化研究会)

6月 6日 第２回幹事会 6名

6月30日 ６月例会 12名

テーマ：会員卓話～これまでのあゆみと展望～

報告者：根室ひまわり基金法律事務所

弁護士 木名瀬 広暁 氏

報告者：㈲ヤエサン 代表取締役 大家 惠子 氏

7月 4日 第３回幹事会 7名

7月22日 地元高校との就職情報懇談会（７月例会） 15名

テーマ：地元の人材定着をどう図るか

8月18日 第４回幹事会 7名

8月28日 山高祭～山高会・根室地区会と別海地区会との交

流会～ 21名

企業見学：杉山水産カニ工場

ボウリング大会・焼肉交流会

9月 8日 第５回幹事会 5名

9月17日 ９月特別例会（さんま祭り） 10名

～18日

10月24日 10月（受賞お祝い）例会 15名

テーマ：新技術で漁業を支える

～ものづくり大賞受賞秘話～

報告者：㈱トーエー産業 代表取締役 田中 昭由 氏

11月 4日 第７回幹事会 8名

11月21日 11月例会 13名



テーマ：「ユルリ島」幻の島～馬が死んだらどうなる～

講師：早川 昭貴彦 氏（ユルリ島案内人）

12月 8日 望年例会 23名

2017年

1月 4日 第８回幹事会 8名

1月26日 新春講演会＆新年交礼会 24名

テーマ：昨日より今日、今日より明日の成長を目指して

～メロディーロードで活路を拓く～

報告者：㈱篠田興業 代表取締役 篠田 静男 氏

（南しれとこ地区会)

2月 1日 ２月例会 13名

テーマ：ベトナムへの事業展開で活路を見出す独立自尊経

営の実践

～高付加価値サービスは人材育成から～

報告者：㈱すずき 代表取締役社長 鈴木 新一 氏

2月 7日 第９回幹事会 5名

3月11日 根室地区会＆山高会３月合同例会 100名

テーマ：写真家・岡田敦がとらえた根室の魅力

～命の尊厳を見つめて～

講師：写真家 岡田 敦 氏

3月12日 写真家・岡田敦氏との交流会 35名

3月13日 第10回幹事会 8名

3月30日 第11回幹事会 7名

部会・研究会

［釧根農業経営部会］

2016年

4月 6日 第４回定時総会 39名

テーマ：夢のつまったワイン造り

～余市川ワインバレー構想と地域おこし～

報告者：OcciGabi Winery

専務取締役 落 希一郎 氏

（しりべし・小樽支部会員)

5月11日 第１回幹事会 8名

5月11日 ５月例会 21名

テーマ：オーストラリア視察報告会・情報交換会

大規模農業の現状と酪農課題を知ろう

報告者：㈱伊藤デイリー 代表取締役 伊藤 順一 氏

㈱KI 代表取締役 木並 伸一 氏

㈲阿歴内ファーム 取締役 津野 斉 氏

㈲鶴翔 取締役専務 坂本 和也 氏

㈲丸洋イサゴ運輸 取締役 砂金 洋勝 氏

7月21日 第２回幹事会 9名

7月21日 ７月例会 20名

テーマ：電力小売全面自由化でどう変わる？

報告者：㈱トーテック 代表取締役 福井 克美 氏

9月12日 第３回幹事会 10名

9月12日 ９月例会 40名

テーマ：Internet of Animalsで切り拓くこれからの農業

報告者：㈱ファームノート

代表取締役 小林 晋也 氏

（とかち支部会員)

12月26日 望年例会 17名

テーマ：事業承継のポイント～農業法人と個人経営～

報告者：㈱オーレンス総合経営 課長 本間 直樹 氏

2017年

3月10日 第４回幹事会 8名

［全道農業関連部会交流会 inくしろ］

2016年

6月11日 第１回実行委員会 9名

11月 4日 第２回実行委員会 11名

11月11日 第１回分科会会議 5名

11月24日 第１回懇親会会議 5名

11月24日 第３回実行委員会 9名

12月26日 第４回実行委員会 6名

2017年

1月11日 第２回懇親会会議 3名

1月19日 第２回分科会会議 5名

1月26日 第５回実行委員会 10名

［幹部大学同窓会］

2016年

4月 6日 ４月幹事会 3名

4月15日 2016年度総会 12名

5月17日 第１回幹事会 7名

6月 4日 文化講演会 85名

講師：作家・羊飼い 河﨑 秋子 氏

聞き手：釧路工業高等専門学校教授

文学研究者 小田島 本有 氏

6月15日 第２回幹事会 11名

7月13日 ７月例会＆第23期同窓生歓迎会 11名

テーマ：佐藤紙店と私

報告者：㈱山一 佐藤紙店 浅野 祐輔 氏

（第23期生)

7月20日 第３回幹事会 5名

8月23日 第４回幹事会 5名

9月21日 第５回幹事会 9名

9月24日 ９月例会 19名

テーマ：崖っぷちで決めた私の進路

報告者：釧路美原郵便局 泉 駿平 氏

テーマ：素直さは長所？ 短所？

報告者：北海道釧路明輝高等学校

教諭 李家 健 氏

10月11日 10月例会 5名

テーマ：学生・中堅社員のキャリア意識を考える

～調査から見える中小企業の課題と将来像～

講師：釧路公立大学 教授 加藤 一郎 氏

11月20日 11月例会～秋の親子鑑賞会～ 9名

テーマ：「佐々木 榮松画伯の世界観」から学ぼう

案内人：釧路湿原美術館 副館長 高野 範子 氏

11月25日 第６回幹事会 5名

12月 6日 映画鑑賞会＆望年会 12名

映画：「ビフォア・ザ・レイン」（ミルチョ・マンチェフス

キー監督1994年英・仏・マケドニア）

講師：釧路公立大学 学長 髙野 敏行 氏

2017年

1月16日 第７回幹事会 12名

1月28日 １月例会 21名

テーマ：夢をカナエルために私が歩んできた道

報告者：㈱カナエル 代表取締役 福士 龍誠 氏

テーマ：明輝高校における就職活動支援の取組

報告者：北海道釧路明輝高等学校 キャリア教育部

副部長 高橋 則美 氏

2月20日 第８回幹事会 6名

3月16日 第９回幹事会 4名



［マルチメディア研究会］

2016年

4月12日 第21回定時総会 5名

7月 8日 ７月幹事会 4名

8月23日 ８月例会 7名

テーマ：プロジェクションマッピングの可能性

報告者：㈱MACHA 代表取締役 川村 修司 氏

12月16日 望年会 3名

2017年

1月14日 オープン一泊研修会 5名

～15日

テーマ：最近気になるソーシャルメディア

報告者：ファーストコンサルティング㈱

代表取締役 乗山 徹 氏

3月 3日 ３月幹事会 3名

［青年部みけた会］

2016年

4月16日 第21回定時総会 19名

テーマ：十勝ならではの経営～私の決意～

報告者：㈲マミィ 代表取締役 南出 雅樹 氏

（とかち支部青年の会 相談役)

テーマ：「あすなる会」の魅力づくりと後継者の役割

報告者：㈱近藤商会 常務取締役 近藤 真治 氏

（とかち支部あすなる会 代表)

5月12日 第１回幹事会 9名

6月10日 ６月例会 8名

～11日

テーマ：網おこし体験（定置網）を通して漁業の今を知ろ

う

報告者：㈲和田漁業部 専務取締役 和田 泰之 氏

6月15日 第２回世話人会 9名

6月30日 20周年記念事業実行委員会 7名

7月19日 第３回世話人会 8名

7月19日 ７月例会 13名

テーマ：わが社の経営戦略～経営幹部としての役割～

報告者：創配重機㈱ 常務取締役 田中 慎之介 氏

8月 4日 第４回世話人会 6名

8月 4日 公開例会＆釧路地区会８月例会 34名

テーマ：最悪の事業継承からの出発

～社員とともに新しい会社作りを目指して～

報告者：㈱宇佐美商会 代表取締役 宇佐美 隆 氏

（札幌支部長)

8月24日 第５回世話人会 7名

9月 9日 第６回世話人会 8名

9月27日 設立20周年記念講演会＆記念パーティー 155名

テーマ：足もとに笑顔を届ける会社

～奇跡を起こしたピンクの靴から学ぶ、喜びを分

かち合う経営～

講師：徳武産業㈱ 代表取締役会長 十河 孝男 氏

（香川同友会会員)

10月 6日 第７回世話人会 7名

10月23日 10月例会 21名

テーマ：釧路のそば文化にふれ、交流を深めよう

～奥様、お子さんをお誘いください～

指南役：マルニ藪そば 二代目 安田 及司史 氏

11月16日 第８回世話人会 9名

12月 8日 第９回世話人会 8名

12月 8日 12月例会（青全交報告会）＆望年会 17名

テーマ：全国の青年経営者から学んで

～営農100年の歴史を支える決意を胸に～

報告者：㈱伊藤デイリー 専務取締役 伊藤 和宏 氏

2017年

1月19日 第10回世話人会 6名

1月19日 １月例会 14名

テーマ：創業から１年～私の2017年にかける決意～

報告者：ケイズプランニング 代表 佐々木 圭一 氏

2月14日 第11回世話人会 7名

2月25日 ２月一泊例会 7名

～26日

テーマ：設立10年に向けて

～わが社の歩みと今後の営業戦略～

報告者：㈱カーロード 代表取締役 成瀬 司 氏

3月 9日 第12回世話人会 10名

3月14日 公開例会＆釧路地区会３月例会 47名

テーマ：「すすきの」一番のジンギスカン店を目指して

～社員と共に業界の常識を壊す～

報告者：㈱ブレンドワークス

代表取締役 前川 裕一 氏

（札幌支部幹事長)

［青年部 の会］

2016年

5月16日 ５月例会 5名

テーマ：みんなで考えよう 今年度の活動について

6月15日 ６月例会 6名

テーマ：リーダーシップの発揮

～ケーススタディ『八甲田山死の彷徨』～

7月13日 ７月例会 10名

テーマ：ふるさと納税

報告者：㈱オーレンス総合経営

公認会計士 枝 大樹 氏

8月23日 ８月例会 7名

テーマ：手打ちそば体験を通して中標津の魅力を感じ取と

ろう

講師：中標津手打ちそば「ささ藪学校」の皆さん

9月27日 ９月移動例会 2名

みけた会設立20周年記念講演会

10月26日 10月例会 8名

テーマ：中標津町の観光の魅力

報告者：(一社)なかしべつ観光協会 親松 麻子 氏

小池 瞳 氏

12月16日 望年会 6名

2017年

2月22日 ２月例会 6名

テーマ：地震と災害について

報告者：第一宅建設計㈱ 青山 新吾 氏

3月15日 ３月例会 9名

テーマ：これからのテレビ」と、VR（バーチャルリアリ

ティ）

報告者：小柳電機㈱ 小柳 佑樹 氏

［青年部山高会］

2016年

4月14日 第25回総会 6名

5月20日 ５月例会 10名

テーマ：賃金体系・賃金形態の落とし穴

講師：根室法律事務所 弁護士 保坂 いづみ 氏

6月30日 ６月例会 10名

企業訪問先：㈱マルユウ

7月19日 ７月例会 10名



テーマ：こんぴらさんのお祭りの歴史

講師：根室金刀比羅神社 宮司 前田 康 氏

8月28日 山高祭～山高会・根室地区会と別海地区会との交

流会～ 21名

企業見学：杉山水産カニ工場

ボウリング大会・焼肉交流会

10月19日 10月オープン例会 6名

テーマ：「ユルリ島」幻の島～馬が死んだらどうなる～

講師：早川 昭貴彦 氏（ユルリ島案内人）

11月23日 くしろ支部青年部合同例会 11名

テーマ：北方領土返還目前企画⁉ 歴史と知識の再確認‼

2017年

1月19日 新年会 8名

3月11日 根室地区会＆山高会合同３月例会 100名

テーマ：写真家・岡田敦がとらえた根室の魅力

～命の尊厳を見つめて～

講師：写真家 岡田 敦 氏

［あゆみの会］

2016年

5月17日 ５月例会 7名

テーマ：観光客の増加を地域活性化に活かすためには？

～下山研究室調べ～

講師：釧路公立大学 経済学部

准教授 下山 朗 氏

6月11日

～12日

石橋支部長とワタスゲを見に行こう あゆみの

会一泊例会 5名

テーマ：美味しいワインとチーズの話

報告者：浜中町農業協同組合

代表理事組合長 石橋 榮紀 氏

7月 5日 ７月例会 6名

テーマ：女子力 点が線に>の今

講師：釧路短期大学 教授 佐藤 宥紹 氏

7月 8日 新会員歓迎会 8名

8月 9日 美文字セミナー（８月例会） 8名

講師：全日本書芸文化院 理事・師範 大山 祥苑 氏

9月13日 ９月例会 8名

テーマ：鹿ビジネスで地域資源の活用と地域ブランドづく

り

報告者：北泉開発㈱ 常務取締役 曽我部 元親 氏

11月 1日 11月例会 11名

テーマ：プロの力 日銀支店誘致に見せた栗林家・両角

家の見識と構築力

講師：釧路短期大学 教授 佐藤 宥紹 氏

2017年

3月16日 釧路公立大学 下山准教授送別会 10名

自主ゼミ・同好会

［ノイズ倶楽部］

2016年

4月 8日 2016年度打合せ会議 7名

5月10日 ビアパーティー2016第１回実行委員会 8名

6月20日 ビアパーティー2016第２回実行委員会 8名

6月22日 ビアパーティー2016第３回実行委員会 7名

8月26日 ビアパーティー2016第４回実行委員会 7名

9月13日 ビアパーティー2016第５回実行委員会 9名

9月23日 ビアパーティー2016 270名

11月15日 ビアパーティー2016反省会 16名

［ゴルフ同好会］

2016年

5月28日 ５月例会 18名

7月 2日 ７月例会 15名

8月27日 ８月例会 14名

10月15日 10月例会＆納会 20名

2017年

3月22日 打合せ 4名

［ツーリングクラブ］

2016年

6月19日 ６月例会 5名

目的地：網走・美幌方面

7月24日 ７月例会 10名

目的地：羅臼・ウトロ方面

9月 3日 一泊例会 8名

～ 4日

目的地：層雲峡方面

9月25日 ９月例会 6名

目的地：帯広方面

11月26日 納会 12名

2017年

3月16日 幹事会 3名

共育・求人活動

［社員研修会］

2016年

7月27日 自分を磨くコミュニケーション研修会 11名

講師：㈱コム 代表取締役専務 小川 睦子 氏

8月 5日 必ず喜ばれる接待マナー超入門講座 12名

テーマ：スマートに相手を楽しくさせる接待の心得

～社員とともに新しい会社作りを目指して～

講師：㈱トップオブ釧路 代表取締役 藤井 芳和 氏

11月 9日 入社３年未満研修会 16名

テーマ：働く意義を学べば仕事が楽しくなる

～役に立っている実感が成長の源～

講師：㈱プライムネス 代表取締役 八幡 好洋 氏

（釧路地区会副幹事長)

11月16日 コミュニケーション研修会 6名

テーマ：１．コミュニケーションは相手を思いやる気持ち

から

２．相手の行動を読み、お話を聴くことが第１歩

３．自分の言いたいことをやさしく、正確に伝え

るために

４．エゴグラム（性格診断）で自分を知ろう

講師：㈱コム 専務取締役 小川 睦子 氏

［幹部大学］

2017年

1月20日 第１講（人間関係） 15名

テーマ：良好な人間関係の築き方

講師：釧路工業高等専門学校 教授 三島 利紀 氏

1月27日 第２講（釧路の歴史） 15名

テーマ：釧路の歴史を学ぶ～釧路を支えた人たち～

講師：釧路短期大学 教授 佐藤 宥紹 氏

2月 2日 第３講（哲学） 15名

テーマ：自分を見つめて

講師：釧路公立大学 学長 髙野 敏行 氏

2月10日 第４講（文学） 17名

テーマ：作家から学ぶ文章が持つ力

～思いを相手に伝える～



講師：釧路工業高等専門学校

副校長 小田島 本有 氏

2月17日 第５講（キャリア論） 17名

テーマ：個人のキャリア形成～意味形成と認知バイアス～

講師：釧路公立大学 教授 加藤 一郎 氏

2月24日 第６講（経営分析） 16名

テーマ：幹部は数字に強くなろう～会社の儲けって何～

講師：ファーストコンサルティング㈱

代表取締役 乗山 徹 氏

3月 3日 第７講（地域経済） 16名

テーマ：地域経済と地方財政

講師：釧路公立大学 准教授 下山 朗 氏

3月10日 第８講（総括） 17名

テーマ：中小企業の未来と幹部社員の課題

～リーダーになるためにはどうすべきか～

講師：幹部大学同窓生幹事

3月24日 修了式 29名

［合同入社式］

2017年

3月28日 2017年合同入社式＆新入社員研修会（釧路会場）

19名

テーマ：会社が新入社員の皆さんに期待するもの

講師：㈱トップオブ釧路 代表取締役 藤井 芳和 氏

（釧路地区会幹事長)

3月29日 2017年合同入社式＆新入社員研修会（別海会場）

6名

テーマ：会社が新入社員の皆さんに期待するもの

講師：㈱ナカイチ

取締役ゼネラルマネージャー 田嶋 靖照 氏

（根室地区会副会長)

［人材確保・定着促進事業］

2016年

8月12日 釧路合同企業説明会【第１部】 56名

10月21日 講師派遣（札幌学院大学）

テーマ：企業と経営の仕事

講師：㈱プライムネス 代表取締役 八幡 好洋 氏

11月 2日 講師派遣（道都大学）

テーマ：キャリア支援演習

講師：㈱トップオブ釧路

代表取締役社長 藤井 芳和 氏

11月11日 講師派遣（札幌学院大学）

テーマ：企業と経営の仕事

講師：㈱山一佐藤紙店 代表取締役 佐藤 公一郎 氏

11月24日 釧路の経営者との懇談会 8名

11月25日 講師派遣（小樽商科大学）

テーマ：中小企業論

講師：北泉開発㈱ 常務取締役 曽我部 元親 氏

11月30日 講師派遣（道都大学）

テーマ：キャリア支援演習

講師：特定非営利活動法人 和

副理事長 酒田 浩之 氏

12月 9日 企業見学バスツアー１ 43名

見学先：㈱釧路製作所、㈱釧路新聞社

12月 9日 大学生との懇談会 64名

テーマ：見学企業の感想と釧路市のイメージ、地方都市で

働くことの魅力について

12月10日 企業見学バスツアー２ 38名

見学先：釧路市漁業協同組合

2017年

1月 3日 お正月UIJ ターン就職個別相談会 8名

2月11日 ３大学合同ゼミ合宿 経営者との交流会 35名

テーマ：中小企業の抱える問題、同友会の求人活動につい

て、その他

参加大学：小樽商科大学、京都大学、札幌大学

参加企業：同友会くしろ支部、及び札幌支部 会員企業

［女性スキルアップ再就職支援事業］

2016年

8月12日 釧路合同企業説明会【第２部】 10名

8月30日 女性スキルアップ再就職支援講座 第１講 10名

テーマ：オリエンテーション

～自己紹介、性格診断、先輩講座修了生の就職事

例紹介～

講師：北海道同友会くしろ支部 事務局長 石戸谷 和政

8月31日 女性スキルアップ再就職支援講座 第２講 9名

テーマ：女性の活躍する領域を広げよう

～事務職からのスキルアップ～

講師：丸二サッシ工業㈱

MADOショップ店長 高橋 由華 氏

講師：特定非営利活動法人 和 人生ここにあり商店

チーフ 本間 ゆかり 氏

講師：㈱釧路新聞社広告局広告部 内田 瑛里 氏

9月 1日 女性スキルアップ再就職支援講座 第３講 7名

テーマ：販売・営業の仕事とその魅力

講師：㈱トップオブ釧路

ブライダルコーディネーター 濱垣 奈美 氏

講師：㈱ジャパン・プランニング

営業スタッフ 田中 志帆 氏

9月 2日 女性スキルアップ再就職支援講座 第４講 11名

テーマ：活き活きと仕事をする秘訣

講師：㈱うつくしろ 代表取締役 相座 聖美 氏

9月 6日 女性スキルアップ再就職支援講座 第５講 11名

テーマ：お客様への好感度を高める身嗜みとカラーコー

ディネート

講師：コミュニケーション＆カラースクール Sion

代表 志村 圭子 氏

9月 7日 女性スキルアップ再就職支援講座 第６講 12名

テーマ：スマートな会話術

～会話が変わればお客様とのコミュニケーション

も変わる～

講師：コミュニケーション＆カラースクール Sion

代表 志村 圭子 氏

9月 8日 女性スキルアップ再就職支援講座 第７講 6名

テーマ：あなたは釧路の人材として必要とされています

～豊かな人生を送るためには～

講師：特定非営利活動法人 和

副理事長 酒田 浩之 氏

講師：㈱Ｍ＆Ｙ 代表取締役 宮﨑 結華 氏

講師：㈲カーショップ オモテ

代表取締役 表 共良 氏

9月12日 女性スキルアップ再就職支援講座 第８講 5名

テーマ：再就職指導オリエンテーション

講師：北海道同友会くしろ支部 事務局長 石戸谷 和政

講師派遣

2016年

5月27日 宮城県中小企業家同友会 南三陸支部

テーマ：持続可能な地域づくりをめざして



～中小企業振興基本条例と自社経営～

講師：北海道同友会くしろ支部別海地区会

会長 山口 寿 氏

（富田屋㈱ 代表取締役)

6月14日 北海道根室西高等学校

テーマ：社会人としての心構えについて

講師：北海道同友会くしろ支部根室地区会

会員 佐藤 武彦 氏

（カネサイチ佐藤水産㈱ 専務取締役)

6月16日 北海道根室高等学校

テーマ：社会人としての心構えについて

講師：北海道同友会くしろ支部根室地区会

会員 鎌田 淳 氏

（運転代行カーヘルパーらいふ 代表)

8月 6日 北海道別海高等学校

テーマ：地元中小企業で働く魅力

講師：北海道同友会くしろ支部別海地区会

会長 山口 寿 氏

（富田屋㈱ 代表取締役)

7月25日 北海道教育局

テーマ：企業が求める人財とは

講師：北海道同友会くしろ支部 事務局長 石戸谷 和政

2017年

3月16日 北海道厚岸翔洋高等学校

テーマ：職業講話

講師：北海道同友会くしろ支部厚岸地区会

幹事 加藤 裕之 氏

（㈱厚岸味覚ターミナル 取締役支配人)

その他

2016年

5月16日 2016くしろ合同会社説明会（釧路商工会議所他と

共催）


