
と か ち 支 部

１）会員数は870社

同友会運動の質を高めるには会員拡大が欠かせません。2017年度末の会員数は870社と期首より６社減少しました。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」や、「新会員ガイダンス」などのきめ細かな企画で、

新会員が早く同友会に馴染んでもらえるように工夫しました。

２）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11回開催し、延べ1,351名が参加しました。９月には新得町で、ヴィレッジ

ヴァンガードコーポレーションの菊地敬一会長を招き250名が参加しました。10月例会には横浜 DeNAベイスターズの前社長の池

田純氏を招き、400名の参加で開催しました。これらの例会は、とかち道研のプレ企画として位置づけました。帯広市内で開く例会に

はグループ討論方式を取り入れ、講師の話を深く学ぶ工夫をしました。１月から３月まで開催した「十勝経営者大学法律論コース」

は17名が登録し、全10講の講義を受けました。

３）充実した社員教育活動、共同求人活動

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７期社員ステップアップセミナー、十勝経営者大学など、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、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。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

「とかち地サイダー研究会」では2017年に新たな地サイダーが誕生しました。「中札内チーズホエイサイダー」「芽室コーンサイダー」

の二本です。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「宇宙日本食研究会」が新たに立ち

上がり、宇宙ビジネスの可能性を探っています。12月には、帯広市と連携して「ブドウ・ワインシンポジウム」を開催しました。ワ

イナリー設立へ向けて十勝管内での連携が進みました。

５）自主運営の推進、委託事業の法人化の検討を進める

会員の自主運営と事務局の業務改善を進めました。従来の常識に囚われないで、新しい支部運営のあり方について検討しました。

また、帯広市や JICAなどから委託されてきた数多くの事業については、新たな法人を設立し業務を移管することになりました。2018

年度中には、主な事業の運営は新法人に引き継がれます。

総会・幹事会

2017年

4月20日 四役会 11名

4月20日 第２回幹事会 29名

4月25日 第43回定時総会 167名

テーマ：帯広信金・増田会長がわが人生・わが経営を大い

に語る

～地域密着型金融機関での実践とこれからの展望～

講 師：帯広信用金庫 会長 増田 正二 氏

5月 8日 四役会 12名

5月15日 第３回幹事会＆幹事交流会 35名

6月 5日 四役会 11名

6月14日 四役会 9名

6月14日 第４回幹事会 29名

7月 3日 四役会 10名

7月10日 四役会 13名

7月10日 第５回幹事会 29名

8月 7日 四役会 12名

8月21日 四役会 12名

8月21日 第６回幹事会 30名

9月 4日 四役会 10名

9月11日 四役会 11名

9月11日 第７回幹事会 35名

10月 2日 四役会 12名

10月10日 四役会 10名

10月10日 第８回幹事会 28名

10月31日 四役会 12名

10月31日 臨時幹事会 25名

11月 6日 四役会 10名

11月13日 四役会 10名

11月13日 第９回幹事会 32名

12月 4日 四役会 11名

12月11日 四役会 13名

12月11日 第10回幹事会・望年会 31名

2018年

1月 9日 四役会 12名

1月15日 四役会 11名

1月15日 第11回幹事会 28名

2月 6日 四役会 10名

2月13日 四役会 8名

2月13日 第12回幹事会 32名

3月 5日 四役会 12名

3月12日 四役会 12名

3月12日 第13回幹事会 24名

3月27日 2017年臨時総会 46名



［道研実行委員会（部会）］

2017年

6月29日 第１回実行委員会 12名

7月24日 第２回実行委員会 13名

8月 9日 第３回実行委員会 12名

9月20日 第４回実行委員会 16名

9月29日 第１回懇親会部会 6名

10月27日 第５回実行委員会 16名

11月29日 第６回実行委員会 13名

12月19日 第１回組織部会 4名

12月26日 第１回記念講演部会 3名

2018年

1月15日 第１回歓迎部会 2名

2月 2日 第２回懇親会部会 3名

2月 5日 第７回実行委員会 14名

2月 8日 第２回組織部会 2名

2月21日 第１回座学＆移動分科会部会合同打合せ 5名

2月28日 第８回実行委員会 14名

3月20日 第３回懇親会部会 3名

［委託事業等法人化継続検討プロジェクト会議］

2017年

6月 9日 第１回会議 6名

7月 4日 第２回会議 6名

8月 1日 第３回会議 6名

9月 6日 第４回会議 6名

9月27日 第５回会議 5名

［委託事業等法人設立準備プロジェクト会議］

2017年

12月 4日 第１回会議 7名

12月21日 第２回会議 6名

2018年

1月15日 第３回会議 5名

2月14日 第４回会議 7名

専門委員会

［総務企画委員会］

2017年

4月 3日 第１回委員会 5名

7月25日 第２回委員会 5名

9月13日 第３回委員会 3名

11月 1日 第４回委員会 5名

2018年

2月28日 第５回委員会 4名

［組織委員会］

2017年

4月 7日 第１回委員会 6名

5月22日 第２回委員会 4名

6月14日 新会員ガイダンス 16名

6月19日 第３回委員会 5名

7月18日 第４回委員会 5名

8月21日 第５回委員会 3名

9月11日 新会員ガイダンス 11名

9月19日 第６回委員会 6名

10月16日 第７回委員会 6名

11月 2日 第８回委員会 5名

11月13日 新会員ガイダンス 7名

12月18日 第９回委員会 4名

2018年

1月26日 第10回委員会 4名

2月16日 第17回企業対抗ボウリング大会 84名

2月19日 第11回委員会 3名

3月12日 新会員ガイダンス 10名

3月19日 第12回委員会 3名

［地域政策委員会］

2017年

4月 4日 第１回委員会 7名

5月26日 第２回委員会 5名

［経営指針委員会］

2017年

4月 6日 第１回委員会 7名

5月17日 経営指針セミナー 18名

テーマ：ある日突然社長になった人のための『激訳・経営

指針成文化』

話題提供：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

（全道経営指針委員会 委員長)

6月 2日 第２回委員会 7名

8月24日 第３回委員会 5名

10月26日 第４回委員会 5名

12月 7日 第５回委員会 6名

2018年

2月 7日 第６回委員会 7名

3月29日 第７回委員会 6名

［経営指針研究会］

2017年

4月19日 2017年度経営指針研究会オリエンテーション

23名

テーマ：現状を打開する異質化戦略

～変化を求める社風づくりへの挑戦～

報告者：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

（全道経営指針委員会 委員長)

5月11日 「Ａ・Ｂ・Ｃグループ」第２講 26名

テーマ：同友会らしい経営指針とは？ 労使見解を学ぶ

報告者：㈱ネクサス 代表取締役社長 曽根 一 氏

5月30日 「Ａグループ」第３講 9名

自社を知る

6月 1日 「Ｃグループ」第３講 9名

自社を知る

6月 2日 「Ｂグループ」第３講 13名

自社を知る

6月20日 「Ｃグループ」第４講 12名

経営理念

6月22日 「Ｂグループ」第４講 10名

経営理念

6月26日 「Ａグループ」第４講 13名

経営理念

7月10日 「Ｃグループ」第５講 10名

経営理念

7月11日 「Ａグループ」第５講 10名

経営理念

7月13日 「Ｂグループ」第５講 9名

経営理念

8月21日 「Ａグループ」第６講 9名

10年ビジョン

8月24日 「Ｃグループ」第６講 10名

10年ビジョン

8月30日 「Ｂグループ」第６講 7名



10年ビジョン

9月 7日 「Ｃグループ」第６講 9名

10年ビジョン

9月26日 「Ａグループ」第６講 9名

10年ビジョン

9月27日 「Ｂグループ」第６講 10名

10年ビジョン

10月21日 一泊研修会Ａ日程 14名

10月22日 一泊研修会Ｂ日程 12名

①経営理念・10年ビジョンの中間報告

②財務学習会

財務学習会講師：㈱エントライズマネジメント

代表取締役 野村 幸司 氏

11月 2日 経営指針研究会『同窓会』 12名

経営指針研究会 修了後、どうしていますか？

経営指針の実践に向けて…

報告者：トォータルフーズ㈱

代表取締役社長 香川 澄子 氏

（2014年修了)

㈲コスモス 常務取締役 安藤 智孝 氏

（2015年修了)

11月21日 「Ｂグループ」第９講 8名

自社事業分析

外部環境分析

SWOT分析

年齢構成表

11月24日 「Ａグループ」第９講 8名

自社事業分析

外部環境分析

SWOT分析

年齢構成表

11月29日 「Ｃグループ」第９講 8名

自社事業分析

外部環境分析

SWOT分析

年齢構成表

12月18日 「Ｂグループ」第10講 9名

クロス SWOT分析

経営方針検討シート

経営方針シート

12月19日 「Ｃグループ」第10講 9名

クロス SWOT分析

経営方針検討シート

経営方針シート

12月26日 「Ｂグループ」補講 7名

欠席回の補講（外部環境分析、内部環境分析、SWOT分析、

クロス SWOT分析、経営方針）

12月28日 「Ａグループ」第10講 11名

クロス SWOT分析

経営方針検討シート

経営方針シート

2018年

1月25日 「Ｃグループ」第11講 8名

中期経営計画、単年度経営計画

1月29日 「Ａグループ」第11講 8名

中期経営計画、単年度経営計画

1月31日 「Ｂグループ」第11講 9名

各自の未発表・未完成シート

2月15日 「Ｃグループ」第12講 8名

経営指針の実践に向けて

2月22日 「Ａグループ」第12講 6名

経営指針の実践に向けて

2月26日 「Ｂグループ」第12講 8名

経営指針の実践に向けて

3月23日 2017年度経営指針研究会 総括報告会

テーマ：１年の成果と今後の決意

報告者：㈱小田壱 代表取締役社長 小田 琢一 氏

からだサポート 代表 高岡 玄 氏

㈱坂根牧場 取締役 坂根 遼太 氏

とやま農場 代表 外山 隆祥 氏

㈱西川工務店 代表取締役 太田 純基 氏

million sante 代表 田中 将 氏

㈲夢がいっぱい牧場

代表取締役 片岡 豪 氏

㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

大成ベルト工販㈱

代表取締役 岸 龍吉 氏

［経営労務委員会］

2017年

6月20日 経営者のための終活セミナー 21名

テーマ：悔いの残らない豊かな人生を送るためのエンディ

ングノート活用法

講 師：㈱のむら葬祭 代表取締役 野村 泰司 氏

6月27日 第１回委員会 5名

9月14日 経営者・財務担当者が知っておきたい〝役に立つ"

税制改正セミナー 33名

テーマ：平成29年度税制改正ポイント＆節税対策チェッ

クポイント

講 師：税理士法人 FPC 代表社員 井上 理 氏

10月27日 第２回委員会 6名

11月15日 経営者・後継者のための終活セミナーPart 2

17名

テーマ：経営者のための遺言書作成のポイントと対策

講 師：弁護士法人 岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

12月20日 第１回金融懇談会 21名

テーマ：北洋銀行帯広中央支店との意見交換会

出席者による懇親会

2018年

1月30日 第３回委員会 7名

2月15日 障がい者雇用セミナー 40名

テーマ：障がい者を雇用するにあたっての経営者の気持ち

～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：㈱藤森商会 代表取締役 藤森 裕康 氏

㈱つながり 代表取締役 北村 直也 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

［共育委員会］

2017年

4月17日 第１回委員会 10名

5月15日 第２回委員会 6名

6月16日 第３回委員会 8名

7月24日 第４回委員会 10名

8月21日 第５回委員会 8名

9月27日 第６回委員会 7名

10月10日 第７回委員会 10名



11月27日 第８回委員会 9名

2018年

2月 5日 第９回委員会 9名

3月20日 第10回委員会

［地域教育委員会］

2017年

5月25日 第１回委員会 4名

6月15日 地域教育・求人合同委員会 3名

9月 4日 第３回委員会 6名

11月29日 第４回委員会 3名

2018年

1月23日 地域教育・求人合同委員会 6名

［国際交流・ビジネス委員会］

2017年

4月20日 第１回委員会 5名

5月25日 第２回委員会 5名

6月29日 第３回委員会 6名

8月 3日 第４回委員会 4名

10月12日 第５回委員会 12名

11月14日 第６回委員会 10名

［地区会交流委員会］

2017年

5月 9日 第１回委員会 8名

5月24日 第１回委員会・地区会正副会長・幹事長会議

17名

10月11日 第２回委員会 6名

11月16日 第２回委員会・地区会正副会長・幹事長会議

18名

［広報委員会］

2017年

5月24日 第１回委員会 4名

7月28日 第２回委員会 4名

9月 6日 第３回委員会 7名

10月20日 第４回委員会 8名

11月15日 第５回委員会 7名

12月 5日 第６回委員会 8名

2018年

1月12日 第７回委員会 8名

2月 5日 第８回委員会 6名

3月13日 第９回委員会 4名

［スタートアップ委員会］

2017年

5月16日 第１回委員会 7名

11月 1日 第２回委員会 7名

2018年

3月 7日 第３回委員会 4名

［いろはの会］

2017年

4月19日 16Ａ ４月例会 11名

テーマ：生活保護支給の是非～現金か、現物か～

司 会：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

審査員：青木建設㈱ 代表取締役 青木 昇 氏

5月23日 16Ａ ５月例会 6名

テーマ：株式会社エアシェアの進捗状況

～「十勝の観光を考える会」から生まれたビジネス

モデル～

話題提供：㈱進藤鋳造鉄工所 取締役 進藤 寛也 氏

5月29日 16Ｂ＆16Ｃ ５月例会 10名

テーマ：家族経営とコスト削減

話題提供：十勝山下農場 代表 山下 健司 氏

6月 9日 同窓会（2015年） 10名

テーマ：2015年いろはの会同窓会

～メンバーの近況報告～

6月30日 16Ａ・16Ｂ・16Ｃ 合同６月例会 16名

テーマ：16Ａ・16Ｂ・16Ｃ 交流会

8月 4日 ７月例会（16Ｂ・16Ｃ・17Ａ） 13名

テーマ：自分を信じる力を養う

話題提供：オフィスひびき 代表 首藤ひろえ 氏

9月27日 ９月例会（16Ｂ・16Ｃ・17Ａ） 15名

テーマ：会社の歴史と被災の状況から復興にいたるまで。

そこで気付いた経営にとっての本当に大切なもの

とは？

話題提供：日本罐詰㈱

代表取締役社長 髙岡 隆 氏

10月24日 10月例会（16Ｃ・17Ａ） 10名

テーマ：社長は、会社と家庭の二刀流

話題提供：㈱日設工業 常務 高階 正康 氏

11月20日 11月例会（16Ｃ・17Ａ・17Ｂ） 11名

テーマ：いまさら聞けない〝システム"のいろは

～システムってなに？どうせお高いんでしょ？～

話題提供：㈱ GuGu

システムエンジニア 坂口 愛 氏

12月19日 12月例会（16Ｃ・17Ａ・17Ｂ） 12名

テーマ：お客様の、お客様の気持ち

～儲かるデザイン、ございます～

話題提供：佐々木企画 代表 佐々木英暢 氏

2018年

1月24日 １月例会（16Ｃ・17Ａ・17Ｂ） 11名

テーマ：衛生管理のお話

話題提供：アース環境サービス㈱帯広出張所

所長 入来院重樹 氏

2月23日 ２月例会（16Ｃ・17Ａ・17Ｂ） 12名

テーマ：もっと、知り合いになりましょう 懇親会

3月19日 ３月例会（16Ｃ・17Ａ・17Ｂ） 9名

テーマ：帯広高等看護学院の取り組み

話題提供：帯広高等看護学院 事務長 都鳥 真之 氏

［学び合い活動推進委員会］

2017年

6月26日 第１回委員会 9名

7月25日 拓の会グループ長・副グループ長会議 22名

10月26日 第２回委員会 10名

2018年

1月12日 第３回委員会 7名

1月29日 2017年度拓の会フォーラム 50名

テーマ：店は私たちとお客様、みんなのもの

～会社を大きくするよりも、従業員の成長と幸福

を願って～

ゲスト：㈱平和園 取締役会長 新田 良基 氏

聞き手：㈱ネオプロセス 代表取締役 松田 英明 氏

3月28日 拓の会新旧グループ長・副グループ長会議 22名

［拓の会］

2017年

4月12日 スタートオリエンテーション 62名

4月28日 ４月プレ例会（第５グループ） 8名

テーマ：今年度の見学先の希望について

5月10日 ５月例会（第８グループ） 8名

テーマ：障がい者雇用に向けての基本・ノウハウ



～就労サービスの紹介～

話題提供：㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

5月10日 ５月オープン例会（第６グループ） 30名

テーマ：〝十勝の観光を考える会"から生まれたビジネスモ

デル

話題提供：㈱ sketch 代表取締役 土井 雅史 氏

（㈱ピークス 代表取締役)

㈱エアシェア 代表取締役 進藤 寛也 氏

（㈱進藤鋳造鉄工所 取締役)

十勝清水災害復興プロジェクト 清水町有志

5月10日 ５月例会（第１グループ） 10名

テーマ：目指せ 下請け企業のつくる逆三角形ネット

ワーク

話題提供：㈱千葉建設 代表取締役 高橋 好男 氏

5月12日 ５月例会（第９グループ） 9名

テーマ：ノミュニケーションから始めます

5月16日 ５月例会（第５グループ） 7名

テーマ：㈱小田壱 乾麺・きな粉工場見学

案内説明：㈱小田壱 代表取締役社長 小田 琢一 氏

5月18日 ５月例会（第７グループ） 7名

テーマ：今年度のグループ活動について

5月18日 ５月例会（第２グループ） 10名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第１章・第２章～

話題提供：㈱ネオプロセス

代表取締役 松田 英明 氏

5月23日 ５月例会（第３グループ） 7名

テーマ：AI技術がつくる将来

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

5月24日 ５月例会（第４グループ） 9名

交流会

6月 5日 ６月例会（第６グループ） 13名

グループ内討論

6月 7日 ６月例会（第４グループ） 9名

テーマ：人材育成をどのように進めるか？

話題提供：㈱ヤマジョウ 専務取締役 太田 雄基 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

6月13日 ６月例会（第９グループ） 9名

テーマ：自己分析

話題提供：㈱ネオプロセス 神保 雄一 氏

million sante

マネージャー 田中かすみ 氏

6月14日 ６月例会（第８グループ） 6名

テーマ：母子家庭職員の雇用の実例と対応

話題提供：一般社団法人ちっぷす

代表理事 及川 抄織 氏

㈱つながり 代表取締役 北村 直也 氏

6月14日 ６月例会（第１グループ） 10名

テーマ：中村農場 ～私の取り組み～

話題提供：中村農場 副代表 中村 良子 氏

6月15日 ６月例会（第２グループ） 11名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第３章・第４章～

話題提供：㈱ふく井ホテル

宿泊兼料飲事業部長 武田 照久 氏

6月15日 ６月例会（第７グループ） 9名

テーマ：振り返りと新しいビジョン

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

6月27日 ６月例会（第５グループ） 9名

テーマ：足寄町森林バイオマスコース ペレット工場見学

案内説明：足寄町役場経済課林業商工観光室

地域資源エネルギー担当者

6月28日 ６月例会（第３グループ） 6名

テーマ：フィンテックを知り、活用しよう

話題提供：FP山﨑増美事務所 代表 山﨑 増美 氏

7月 5日 ７月例会（第４グループ） 10名

テーマ：少子高齢化時代における人材の確保

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 施設長 倉野 拓彦 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

7月 8日 ７月例会（第５グループ） 10名

見学先：釧路スチレン㈱

案内説明：釧路スチレン㈱

代表取締役 羽田野善光 氏

7月10日 ７月オープン例会（第６グループ） 28名

テーマ：外から見た十勝

パネラー：NHK帯広放送局 局長 山本 健一 氏

十勝品質事業共同組合

熟成士 田村 佳生 氏

足寄町地域おこし協力隊 儀間 雅真 氏

足寄町移住サポートセンター

福江美沙子 氏

7月11日 ７月例会（第９グループ） 8名

テーマ：自己分析 Part2

話題提供：㈲北海道人材センター 太田 雄介 氏

話題提供：㈱山本忠信商店 主任 神谷 喜則 氏

7月12日 ７月例会（第１グループ） 8名

テーマ：治療の世界

話題提供：からだサポート 代表 高岡 玄 氏

7月12日 ７月例会（第８グループ） 9名

テーマ：未知なる生物、若者の実態とは⁉

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

7月13日 ７月例会（第２グループ） 9名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第５章・第６章～

話題提供：㈲遠藤損害保険事務所

営業部長 堀 正俊 氏

7月20日 ７月例会（第７グループ） 7名

テーマ①：再挑戦

話題提供：とかち まつおふぁーむ

代表 松尾 典俊 氏

テーマ②：＊今までとこれから＊

話題提供：million sante

マネージャー 伊藤 沙耶 氏

7月21日 ７月例会（第３グループ） 6名

テーマ：建設業の現状

話題提供：コウケツ建設工業㈱

取締役専務 纐纈 周 氏

8月 2日 ８月例会（第４グループ） 8名

テーマ：６つの問題、貴方が弊社の社長ならどう解決しま

すか？

話題提供：㈱ノブ 代表取締役 高井 信夫 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

8月 8日 ８月例会（第９グループ） 10名

テーマ：メンタルヘルスについて



講 師：小春日和 代表 中岡千香子 氏

8月 9日 ８月例会（第８グループ） 9名

テーマ：社員が辞めない会社作り

話題提供：㈲高嶋木工場 代表取締役 高嶋 義則 氏

8月 9日 ８月例会（第６グループ） 6名

テーマ①：オープン例会の総括と今後の展望

テーマ②：ムスリム体験 ～ディスカッション～

8月 9日 ８月例会（第１グループ） 9名

懇親会

8月17日 ８月例会（第７グループ） 8名

テーマ：成り行き任せの過去と選択する未来

話題提供：㈱エイブルコンピュータ技研

ソリューション事業部 部長 上田 祐一 氏

8月22日 ８月例会（第３グループ） 6名

テーマ：からまつ製材業界の今後のリスク

話題提供：㈲瀨上製材所 常務取締役 瀨上 陽平 氏

8月22日 ８月例会（第５グループ） 6名

テーマ：後半の見学先、活動について

8月24日 ８月例会（第２グループ） 5名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第７章・第８章～

話題提供：㈱ホクト石油 代表取締役 平井 健一 氏

9月 6日 ９月例会（第４グループ） 8名

テーマ：従業員への福利厚生について

～従業員満足度の向上をめざして～

話題提供：㈲キリヤガラス

代表取締役 瀧田 雅裕 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

9月 9日 ９月例会（第８グループ＆第５グループ合同例会）

10名

テーマ：就労支援事業所見学

説明：㈱つながり（ペットショップいきものがかりラビッ

ト店） 代表取締役 北村 直也 氏

9月12日 ９月例会（第９グループ） 9名

テーマ：自己分析 Part3

㈱進藤鋳造鉄工所 小森 光 氏

トォータルフーズ㈱

業務課主任 久米田 誠 氏

9月13日 ９月例会（第１グループ） 10名

テーマ：管理者のストレスマネジメント

話題提供：小春日和 代表 中岡千香子 氏

9月14日 ９月例会（第２グループ） 5名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第９章・第10章～

話題提供：トォータルフーズ㈱

営業課課長 本間 大介 氏

9月20日 ９月例会（第７グループ） 8名

テーマ：秋の懇親会

9月21日 ９月例会（第６グループ） 6名

テーマ：【初級編】旅行業法 ～やって良いこと悪いこと～

話題提供：㈱ルワード（旅の便利屋）

代表取締役 半谷 力 氏

9月26日 ９月例会（第３グループ） 6名

テーマ：飲食業の現状と課題

話題提供：㈱丹野 代表取締役 丹野 利明 氏

10月 4日 10月例会（第４グループ） 10名

テーマ：社員とのコミュニケーションについて

話題提供：㈱土井組 室長 松井 志雄 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

10月11日 10月例会 19名

(第１グループ＆第８グループ合同例会）

テーマ：高齢者雇用の実態と中小企業の今後の取り組み方

について

話題提供者：一般社団法人 めむろシニアワークセンター

副理事長 岸本 昇 氏

10月14日 10月例会（第９グループ） 8名

テーマ：後半の活動充実のために ～懇親会～

10月18日 10月オープン例会（第６グループ） 48名

テーマ：中札内村・更別村 ２村長による観光 PRと２村

をまたぐ観光アイディアディスカッション大会

話題提供：中札内村 村長 森田 匡彦 氏

更別村 村長 西山 猛 氏

10月19日 10月例会（第２グループ） 8名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第11章・第12章～

話題提供：明和㈱帯広営業所 所長 伊藤 剛 氏

10月19日 10月例会（第７グループ） 7名

テーマ：今ある奇跡がもっと増える ～強制終了の捉え方～

話題提供：㈱レックス稲田整骨院

代表取締役 中井 隆裕 氏

10月24日 10月例会（第５グループ） 6名

見学先：㈲十勝スロウフード

案内説明：㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

10月27日 10月例会（第３グループ） 9名

テーマ：バス業界のリスク

話題提供：北海道拓殖バス㈱

常務取締役 中木 基博 氏

11月 1日 11月例会（第４グループ） 10名

テーマ：労働法と労働改善

話題提供：松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

11月 8日 第８グループ・池田地区会・ 合同11月例会

テーマ：人手不足をどう乗り切る⁉

～海外・母子・高齢者・障がい者の雇用の実践か

ら学ぶ～

話題提供：㈱十勝大福本舗

総務部人事課 磯部 享 氏

(海外人材雇用)

㈱つながり 代表取締役 北村 直也 氏

(母子雇用)

一般社団法人ちっぷす

代表理事 及川 抄織 氏

(高齢者雇用)

㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

(障がい者雇用)

11月14日 11月例会（第９グループ） 12名

テーマ：ネイチャー理論で自分を知る

話題提供：オフィスひびき 代表 首藤ひろえ 氏

11月16日 11月例会（第２グループ） 6名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第13章・第14章～

話題提供：トォータルフーズ㈱ 課長 池田 誠 氏

11月16日 11月例会（第７グループ） 7名

テーマ：今までの振り返り ～仕事と家庭の両立で～

話題提供：㈲すずか 代表取締役 永松 昭子 氏

11月20日 11月例会（第３グループ） 6名

テーマ：事業承継リスク ～公庫編～



話題提供：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

11月21日 11月例会（第５グループ） 8名

テーマ：帯廣神社 本殿見学

11月22日 11月例会（第６グループ） 9名

テーマ①：ムスリムフレンドリーツアー報告

テーマ②：オープン例会での観光ディスカッションを活発

かつ有意義にする工夫

報 告：とかちリノベーションまちづくり空間Works

代表 山川 知恵 氏

㈱ソーラーエステイト

代表取締役 永田 剛 氏

松久園 代表 松久 大樹 氏

11月28日 第１グループ・新得地区会合同11月例会 15名

テーマ：人材の確保と育成・コミュニケーション

～みなさん、どうしていますか～

話題提供：㈱共同電設 代表取締役 原田 健太 氏

12月 6日 12月例会（第４グループ） 10名

テーマ：従業員を定着させる為に経営者が注意する事は何

か？

話題提供：㈱和光農場 代表取締役 松橋 和光 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

12月11日 12月例会（第６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13日 12月例会（第８グループ） 11名

テーマ：海外人材雇用の実践を学ぶ ～詳細版～

望（忘）年会：「今年の反省」 ～今年一年間を振り返る～

話題提供：㈱十勝大福本舗

総務部人事課 磯部 享 氏

12月13日 12月例会（第１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14日 12月例会（第３グループ） 5名

テーマ：今年を振り返り、来年を展望します

12月14日 12月例会（第２グループ） 6名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第15章・第16章～

話題提供：宮本機械㈱ 取締役部長 亀井 信行 氏

12月15日 ２月例会（第９グループ） 6名

テーマ：ノミュニケーション Part3

12月21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 ＆〝プロト

コールマナーについて"

講 師：日本プロトコール＆マナーズ協会

認定講師 永松 昭子 氏

2018年

1月10日 １月例会（第８グループ） 8名

テーマ：これから働く若者が、会社に求めること

話題提供：帯広畜産大学（農業経済学ユニット在学中）

３年生 岡 あゆみ 氏

1月16日 １月例会（第５グループ） 9名

見学先：㈱アイ建築工房

案内説明：㈱アイ建築工房

代表取締役 太田 好啓 氏

1月16日 １月例会（第６グループ） 6名

テーマ：２月オープン例会に向けて

1月18日 １月例会（第２グループ） 8名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第17章・第18章～

話題提供：㈱エイムカンパニー 武田 照久 氏

1月18日 １月例会（第７グループ） 6名

テーマ：技術士について

話題提供：㈲アースプラン

代表取締役 市田 寛 氏

1月23日 １月例会（第９グループ） 6名

テーマ：自己分析 Part4

話題提供：㈱珈琲専科ヨシダ 係長 高橋 拓也 氏

㈱山本忠信商店 加納 規充 氏

1月29日 12月例会拓の会フォーラム（第５グループ）

6名

1月29日 １月例会拓の会フォーラム（第１グループ）

6名

1月29日 １月例会拓の会フォーラム（第３グループ）

1名

1月31日 オープン１月例会（第４グループ） 22名

テーマ：過労死ゼロ ～緊急対策について～

話題提供：帯広労働基準監督署 署長 菊池 俊文 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

弁護士法人 岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

2月 7日 オープン２月例会（第４グループ） 20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2018

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

徳江労務行政事務所 所長 徳江 孝一 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

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 浩貴 氏

2月20日 ２月例会（第５グループ） 8名

テーマ：菱中産業㈱本社工場見学

案内説明：菱中産業㈱ 執行役員 佐藤 浩一 氏

製造部長 西倉 弘明 氏

3月10日 ３月例会（第９グループ） 7名

テーマ：2017年度を振り返って

3月14日 ３月例会（第１グループ） 10名

テーマ：million sante ３周年 ～３年を振り返って～

話題提供：million sante 代表 田中 将 氏

3月14日 オープン３月例会（第４グループ） 17名

テーマ：最近患者さんの中に増えています「会社訴えてや

る 」

精神科専門医の視点で傾向と対策をわかりやすく

教えます

話題提供：北海道立緑ヶ丘病院

医長（精神科専門医) 山本 浩貴 氏

アドバイザー：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

弁護士法人 岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

3月14日 ３月例会（第６グループ） 7名

テーマ：５月オープン例会について

3月14日 ３月例会（第８グループ） 9名

テーマ：2017年度活動を振り返って

2018年度グループ活動について

3月15日 ３月例会（第２グループ） 6名

テーマ：マーケティング22の法則 ～第21章・第22章～

話題提供：㈱ネオプロセス



代表取締役 松田 英明 氏

3月20日 ３月例会（第５グループ） 6名

テーマ：働き方改革について

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

例会・特別企画

2017年

5月31日 ５月例会 54名

テーマ：北の大地の可能性 ～みかたを変える～

報告者：㈱ノラワークスジャパン

代表取締役 中川 裕之 氏

（十勝産業㈱として同友会会員)

6月27日 ６月例会 48名

テーマ：10年先まで輝く地域づくり・企業づくり

～地域や業種の垣根を越えた連携が最高のおもて

なしを生み出す～

講 師：㈲マルテンストアー

代表取締役 天野 洋海 氏

（HIDAKAおもてなし部会 共同代表・新ひだか町静内)

7月19日 ７月例会 41名

テーマ：「人を生かす経営」の実践で日本一のコールセン

ターを目指す

報告者：㈱ヒューマンライフ

代表取締役 中山 英敬 氏

8月23日 ８月例会 78名

テーマ：『おいしい の笑顔をつくる』

～国民が愛する商品づくり～

講 師：井村屋グループ㈱

代表取締役会長（CEO) 浅田 剛夫 氏

9月 5日 第９回地区会交流会（とかち支部９月例会）

252名

テーマ：業界の常識に捉われない

遊べる本屋〝ヴィレッジヴァンガード"の店づく

り・ファンづくり・人づくり

講 師：㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

代表取締役会長 菊地 敬一 氏

10月25日 10月例会 400名

テーマ：組織・人を活かす 空気のつくり方

～成功のために必要なことは常識を超えること～

講 師：㈱横浜DeNAベイスターズ 前代表取締役社長

㈲プラスＪオーナー

㈱大戸屋ホールディングス 社外取締役

明治大学 学長特任補佐兼スポーツアドミニスト

レーター

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 特任理事

池田 純 氏

11月 7日 同友交流会2017（支部11月例会） 38名

テーマ：夢追い続け、思いを形に。

～家業の飲食店借金返済、そしてアパレル店員か

ら起業

YOSAKOIの衣装を手掛ける売れっ子デザイ

ナーの挑戦‼ テレワークを活用した人材確保・

店舗運営・在庫ゼロへの戦略～

話題提供：㈲良栄・PLAN

代表取締役 小山 良榮 氏

（道北あさひかわ支部 副支部長 女性部野花の会顧問)

12月 1日 12月例会 60名

テーマ：第２回ブドウ・ワインシンポジウム2017in十勝

＜講演＞

テーマ：全国・北海道のワインツーリズムの現状と可能性

講 師：NPO法人ワインクラスター北海道

代表 阿部 眞久 氏

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

テーマ：空知のワイナリーの取り組みと地域の変化

講 師：㈲山崎ワイナリー

代表取締役 山崎 和幸 氏

＜パネルディスカッション＞

テーマ：ブドウ栽培の現状とこれからの展望

パネリスト：十勝地域でブドウ生産に取り組んでいる

皆さん

コーディネーター：池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

所長 安井 美裕 氏

2018年

1月17日 2018年新年交礼会 253名

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

2月20日 ２月例会 62名

テーマ：地域と共に生きる

～持続可能な企業をめざして～

講 師：㈱スリーシー 代表取締役 渡邊 博子 氏

（京都同友会)

3月27日 ３月例会 65名

テーマ：感動農業 ～私の人づくり土づくり～

講 師：農業生産法人グリンリーフ㈱

代表取締役 澤浦 彰治 氏

(群馬同友会)

地区会

［広尾地区会］

2017年

5月18日 広尾地区会５月例会 10名

テーマ：決算書の見方から経営をひもとく

講 師：早川 FP事務所 代表 早川 靖志 氏

6月13日 広尾地区会・大樹地区会６月合同例会 22名

テーマ：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：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

7月26日 広尾地区会７月例会 14名

テーマ：菊地ファームの これまで と これから

～新規就農８年目の挑戦～

報告者：菊地ファーム 副代表 菊地 亜希 氏

8月27日 広尾地区会８月例会 5名

テーマ：「第28回収穫感謝祭」に参加しよう

9月 5日 広尾地区会９月例会

テーマ：業界の常識に捉われない

遊べる本屋〝ヴィレッジヴァンガード"の店づく

り・ファンづくり・人づくり

講 師：㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

代表取締役会長 菊地 敬一 氏

（新得町出身)

10月24日 広尾地区会・大樹地区会10月合同例会 42名

テーマ：ハーゲンダッツのミルクの産地の秘密



異端の農協組合長が挑んだ改革

報告者：浜中町農業協同組合

代表理事会長 石橋 榮紀 氏

（同友会くしろ支部 相談役幹事)

11月20日 広尾地区会11月例会 10名

テーマ：㈱ホリタ 堀田真さん 社長就任を祝う会

12月 9日 広尾地区会・大樹地区会合同『望』年会 in大樹

(広尾地区会12月例会） 12名

テーマ：地サイダーの現状と広尾しおサイダーの今後

報告者：㈱石山商店 代表取締役 石山 拓 氏

2018年

1月17日 広尾地区会１月例会

(とかち支部2018新年交礼会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

2月 2日 広尾地区会・環境部会合同２月例会 19名

テーマ：不漁になんて負けない ３代目漁師の挑戦

～100年先も地域や漁業を残していくために～

話題提供：保志漁業 副代表 保志 弘一 氏

3月 7日 広尾地区会３月例会 11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］

2017年

4月 7日 新しく社会人になるみなさんを歓迎する集い

8名

テーマ：仕事の未来、働き方改革と新人の対応方法

話題提供：松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

（支部幹事、共育委員会副委員長、十勝経営者大学学長)

7月11日 新得地区会７月例会 12名

テーマ：十勝ローカルの旅を〝あなた"だけに

～異業種連携で今までにない着地型観光に挑戦す

る ～

話題提供：㈱ sketch 代表取締役 土井 雅史 氏

（㈱ピークス 代表取締役)

8月22日 新得地区会８月例会 6名

テーマ：第９回地区会交流会（とかち支部９月例会）を成

功させよう

＆2017年度下半期の地区会活動について

8月30日 第９回地区会交流会最終打ち合わせ会 6名

テーマ：第９回地区会交流会を成功させよう

9月 5日 新得地区会９月例会 13名

テーマ：遊べる本屋〝ヴィレッジヴァンガード"の店づく

り・ファンづくり・人づくり

話題提供：㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

代表取締役会長 菊地 敬一 氏

10月16日 新得地区会10月例会（サホロ大学） 9名

テーマ：職員教育と町民対話による我がマチづくり

報告者：新得町 副町長 金田 將 氏

11月28日 新得地区会・拓の会第１グループ合同11月例会

15名

テーマ：人材の確保と育成・コミュニケーション

～みなさん、どうしていますか～

話題提供：㈱共同電設 代表取締役 原田 健太 氏

12月 8日 新得地区会・清水地区会合同『望』年会 in清水

15名

テーマ：2018年を大いに展望しよう‼

～新得・清水地区会合同『望』年会で、知り合い・

学びあい・援けあい～

12月10日 親子ふれあいもちつき大会 4名

2018年

1月17日 新得地区会１月例会

(とかち支部2018新年交礼会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

1月24日 新得地区会・清水地区会合同１月例会 5名

テーマ：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：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

2月27日 新得地区会２月例会 13名

テーマ：組織の力で酪農を魅力ある産業に

～北広牧場の挑戦～

話題提供：㈲北広牧場 取締役 若杉 真吾 氏

3月19日 新得地区会３月例会 6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］

2017年

4月 3日 清水地区会４月例会 13名

テーマ：災害ボランティア〝やんじー"が語る台風10号の

被害と

復旧復興を支援する災害ボランティアの取り組み

について

講 師：災害救援ネットワーク北海道

代表 山口 幸雄 氏

6月 4日 清水地区会・環境部会合同６月例会 18名

テーマ：身近な水環境の全国一斉調査 in清水

～清水町内５地点（河川）の水質調査を行います～

7月 7日 清水地区会７月例会 21名

テーマ：復興。そして着実に次の清水へ

報告者：清水町 町長 阿部 一男 氏

8月17日 清水地区会８月例会（ペケレ大学第14講） 16名

テーマ：YOUは何しに清水へ？

～地域を変える力 清水町地域おこし協力隊の活

動を通して感じたこと～

話題提供：清水町地域おこし協力隊員 河村 謙吾 氏

9月 5日 清水地区会９月例会 4名

テーマ：遊べる本屋〝ヴィレッジヴァンガード"の店づく

り・ファンづくり・人づくり

講 師：㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

代表取締役会長 菊地 敬一 氏

10月28日 清水地区会10月例会 12名

テーマ：日勝峠 通行再開記念セレモニー

12月 8日 清水地区会・新得地区会合同『望』年会 in清水

15名

テーマ：2018年を大いに展望しよう‼

～清水・新得地区会合同『望』年会で、知り合い・

学びあい・援けあい～

2018年

1月17日 清水地区会１月例会（とかち支部2018新年交礼

会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～
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報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

1月24日 清水地区会・新得地区会合同１月例会 5名

テーマ：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：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

2月28日 清水地区会２月例会 34名

テーマ：台風等自然災害に係る災害等に関する影響調査報

告会

報告者：北海学園大学 経済学部

准教授 大貝 健二 氏

3月 8日 清水地区会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

［足寄地区会］

2017年

5月23日 足寄地区会５月例会 15名

テーマ：地元生産者との関わり、地域に根付いた給食作り

～感謝の気持ちで、出場2004校の頂点に立つ～

報告者：足寄町学校給食センター

栄養教諭 小森 美優 氏

7月 7日 足寄地区会７月例会 13名

テーマ：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：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

8月30日 足寄・池田・本別地区会合同８月例会 43名

テーマ：人・食・農・観を繫ぐ〝地域ビジネス"のこれから

講 師：㈱パストラル 代表取締役 市原 幸夫 氏

9月26日 足寄地区会９月例会 17名

テーマ：地域に愛される行列の出来るパン屋の誕生秘話

話題提供：㈲髙橋菓子店 常務取締役 髙橋 広信 氏

10月30日 足寄地区会10月例会 7名

テーマ：人口の減少と高齢化社会の到来の現在、地域医療

を考える

話題提供：しんどう医院 院長 進藤 正二 氏

11月27日 足寄地区会11月例会 14名

テーマ：事業承継と今後の展開～北海道型伝統構法住宅へ

の取り組み～

話題提供：㈱木村建設 代表取締役 木村 祥悟 氏

12月 7日 足寄地区会幹事会 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

12月14日 足寄地区会・本別地区会・池田地区会合同『望』

年会 in本別 23名

テーマ：2018年を大いに展望しましょう

2018年

1月17日 足寄地区会１月例会（とかち支部2018新年交礼

会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

2月10日 足寄地区会２月例会 7名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について

3月15日 足寄地区会３月例会 12名

テーマ：ホテルヌプカの願いは、地元の人たちとも共に十

勝を楽しみ

人・モノ・コトの交ざりあう場となること

話題提供：ホテルヌプカ 総支配人 坂口 琴美 氏

［大樹地区会］

2017年

6月13日 大樹地区会・広尾地区会６月合同例会 22名

テーマ：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：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

6月28日 大樹地区会幹事会 6名

8月22日 大樹地区会８月例会 8名

テーマ：大樹高校の目指す教育

～校長就任２年目で描く大樹高校の未来像～

報告者：北海道大樹高等学校 校長 金田 英司 氏

10月24日 大樹地区会・広尾地区会10月合同例会 42名

テーマ：ハーゲンダッツのミルクの産地の秘密

異端の農協組合長が挑んだ改革

報告者：浜中町農業協同組合

代表理事会長 石橋 榮紀 氏

12月 7日 地元企業説明会（大樹地区会12月例会） 10名

テーマ：学生に地元企業を知ってもらうキャリア教育例会

～就職希望の大樹高校１年生・２年生～

12月 9日 大樹地区会・広尾地区会合同『望』年会 in大樹（大

樹地区会12月例会） 12名

テーマ：地サイダーの現状と広尾しおサイダーの今後

報告者：㈱石山商店 代表取締役 石山 拓 氏

2018年

1月17日 大樹地区会１月例会（とかち支部2018新年交礼

会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

3月15日 大樹地区会３月例会 6名

テーマ：新年度の地区会活動計画・役員体制について

［池田地区会］

2017年

5月25日 池田地区会５月例会 7名

テーマ：世界、日本、十勝地域の景気動向と日本銀行の役割

～帯広事務所着任２年を経て当地について感じた

こと～

講 師：日本銀行帯広事務所 所長 加藤 健吾 氏

6月26日 池田地区会６月例会 14名

テーマ：いつも挑戦し 世界最強の家族経営農業を目指す

話題提供：㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

7月12日 池田地区会７月例会 6名

テーマ：とかち支部 地域政策委員との地域活性化に向け

た懇談会

～夢を語り、十勝の将来像を共有する～

8月30日 池田・本別・足寄地区会合同８月例会 43名

テーマ：人・食・農・観を繫ぐ〝地域ビジネス"のこれから

講 師：㈱パストラル 代表取締役 市原 幸夫 氏

10月25日 池田地区会10月例会

テーマ：組織・人を活かす 空気のつくり方

～成功のために必要なことは常識を超えること～

講 師：㈱横浜DeNAベイスターズ 前代表取締役社長

㈲プラスＪオーナー

㈱大戸屋ホールディングス 社外取締役



明治大学 学長特任補佐兼スポーツアドミニスト

レーター

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 特任理事

池田 純 氏

11月 8日 池田地区会・拓の会第８グループ 合同11月例会

12名

テーマ：人手不足をどう乗り切る⁉

～海外・母子・高齢者・障がい者の雇用の実践か

ら学ぶ～

講 師：㈱十勝大福本舗

総務部人事課 磯部 享 氏

㈱つながり 代表取締役 北村 直也 氏

一般社団法人ちっぷす

代表理事 及川 抄織 氏

㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

12月14日 池田地区会・足寄地区会・本別地区会合同『望』

年会 in本別 23名

テーマ：2018年を大いに展望しましょう

2018年

1月17日 池田地区会１月例会（とかち支部2018新年交礼

会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

1月23日 池田地区会１月例会 14名

テーマ：創業社長の波風体験 ～十勝と私と同友会～

話題提供：㈱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)

2月19日 池田地区会２月例会 11名

テーマ：建築業からの異業種参入、ワインづくりへの挑

戦

話題提供：㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

（農業生産法人 Far夢楽縁 代表取締役)

3月13日 池田地区会３月例会 4名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について

［本別地区会］

2017年

6月 1日 本別地区会６月例会 11名

テーマ：私のわが社の2017年度の目標発表します

～キーワードは〝本別を元気に "～

参加者同士で目標・夢・ビジョンを発表、大いに

語りあおう

7月18日 本別地区会７月例会 13名

テーマ：とかち支部地域政策委員との懇談会

～十勝の将来像を共有する～

8月20日 本別地区会８月例会①

テーマ：第５回ほんべつ肉まつりに参加・協力しましょ

う

8月27日 本別地区会８月例会②

テーマ：とかち支部農業経営部会 第28回収穫感謝祭に

参加しましょう

8月30日 本別・池田・足寄地区会合同８月例会 43名

テーマ：人・食・農・観を繫ぐ〝地域ビジネス"のこれから

講 師：㈱パストラル 代表取締役 市原 幸夫 氏

9月 5日 本別地区会９月例会（第９回地区会交流会 設

営：新得地区会）

テーマ：業界の常識に捉われない

遊べる本屋〝ヴィレッジヴァンガード"の店づく

り・ファンづくり・人づくり

講 師：㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

代表取締役会長 菊地 敬一 氏

（新得町出身)

10月20日 本別地区会10月例会 6名

テーマ：ボクの二地域居住 本別－札幌

報告者：㈱旅くま北海道 代表取締役 梅村 智秀 氏

11月17日 本別地区会11月例会 4名

テーマ：廃校でボルダリング⁉

～地域活性化の原石はすぐそこにある～

報告者：仙美里プロジェクト 代表 朝日 基光 氏

12月14日 本別地区会・足寄地区会・池田地区会合同『望』

年会 in本別 23名

テーマ：2018年を大いに展望しましょう

2018年

1月17日 本別地区会１月例会（とかち支部2018新年交礼

会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

2月16日 本別地区会２月例会 12名

テーマ：サラリーマンから農家へ。３代目の挑戦

報告者：井出農場 代表 井出 泰晴 氏

3月26日 本別地区会３月例会 7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

［女性部会］

2017年

4月18日 第27回定時総会 12名

5月24日 ５月例会 7名

テーマ：春の親睦会 フリートーク‼

6月12日 第１回幹事会 7名

6月23日 ６月例会 8名

テーマ：元気な会社づくりには、まず〝健康づくり"から

～健康体操教室 Curves（カーブス）を体験しよ

う ～

7月20日 ７月例会 11名

テーマ：これからの介護 ～将来を見据え考える～

話題提供：グループホームのどか

代表理事 関 久子 氏

㈲ケアサポートふる郷

取締役 松山奈美子 氏

8月27日 ８月例会 7名

テーマ：第28回収穫感謝祭に参加しましょう

9月20日 第２回幹事会 8名

10月 6日 10月例会 3名

第34回全道経営者〝共育"研究集会 in NISEKOに参加し

よう

11月 7日 11月例会（支部Doyu交流会） 8名

テーマ：夢追い続け、思いを形に。

～家業の飲食店借金返済、そしてアパレル店員か

ら起業

YOSAKOIの衣装を手掛ける売れっ子デザイ

ナーの挑戦‼

テレワークを活用した人材確保・店舗運営・在庫

ゼロへの戦略～



話題提供：㈲良栄・PLAN

代表取締役 小山 良榮 氏

（道北あさひかわ支部 副支部長 女性部野花の会顧問)

12月 7日 12月例会（望年会） 16名

2018年

1月17日 １月例会（支部2018新年交礼会）

テーマ：朝の来ない夜はない

～負債40億円から始まった経営者人生～

報告者：㈱湯佐和 代表取締役 湯澤 剛 氏

（神奈川同友会)

1月25日 第３回幹事会 8名

2月13日 二役会

2月22日 ２月例会 7名

テーマ：地域薬局としてのこれから～将来を見据え考える

㈲すずか 代表取締役 永松 昭子 氏

3月 2日 ３月例会（人生大学３月例会） 3名

テーマ：笑顔あふれる家づくり、お届けします

話題提供：㈱ヨシダホーム

取締役副社長 上野 美幸 氏

3月 6日 第４回幹事会 6名

［十勝農商工連携部会］

2017年

4月 5日 ４月例会 34名

テーマ：〝宝の島北海道"を観光地域づくりで輝かせたい

講 師：北海道宝島旅行社

代表取締役 鈴木宏一郎 氏

4月10日 2017年度定時総会 34名

テーマ：フランスの和菓子文化と農産物輸出の可能性につ

いて

報告者：㈱A-Netファーム十勝

代表取締役 森田 哲也 氏

4月19日 幹事会 11名

5月12日 農業経営部会 合同５月例会 28名

テーマ：麹の力 ～麹が生み出す数々のちから～

報告者：㈱源麹研究所

代表取締役会長兼社長 山元 正博 氏

5月16日 幹事会 11名

5月22日 十勝うどん研究会 第11回例会 7名

収穫感謝祭に向けた提供メニューの準備

6月 5日 第１回 畜大活用研究会 17名

テーマ：地域連携推進センターとの交流を図る

話題提供①：帯広畜産大学 地域連携推進センター

食品安全マネジメントシステム推進室長

特任教授 渡辺 信吾 氏

話題提供②：帯広畜産大学 地域連携推進センター

人材育成マネージャー 藤倉 雄司 氏

6月 8日 ６月例会 17名

テーマ：ヒットの予感

～魅力ある商品づくりを目指して～

話題提供：㈱ティーピーパック

代表取締役 池川 和人 氏

6月22日 幹事会 11名

7月27日 幹事会 7名

8月 8日 宇宙日本食開発スタートアップセミナー 61名

テーマ：宇宙食の概要

宇宙食開発の事例

災害備蓄品としての宇宙食

講 師：国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

（JAXA）

有人宇宙技術部門 宇宙飛行士・運用管制ユニット

宇宙飛行士健康管理グループ 野上 和真 氏

8月17日 十勝うどん研究会第12回例会 9名

テーマ：第28回収穫感謝祭の出展に向けて

8月22日 富良野・空知ワイナリー視察研修 16名

テーマ：貸切バスで行く 先進地視察 富良野・空知

ワイナリー視察研修

9月 1日 幹事会 8名

10月19日 幹事会 9名

11月 7日 十勝うどん研究会第13回例会 7名

テーマ：収穫感謝祭出店試食の反省会および、当日の手応

えに関しての報告

11月20日 幹事会 11名

11月27日 ワインぶどう研究会 7名

12月13日 ワイン・ぶどう研究会 5名

長野・千曲川ワインバレー視察研修

12月20日 とかち宇宙日本食開発研究会（仮称） 20名

テーマ：「宇宙日本食」開発最前線

～JAXA（宇宙航空研究開発機構）からの情報共有

と、十勝での商品開発の可能性について～

話題提供：帯広信用金庫 地域経済振興部

副部長 佐藤 憲 氏

帯広地域雇用創出促進協議会 クリサポとかち

プロジェクトリーダー 丹治 幹男 氏

12月21日 十勝うどん研究会第14回〝望"年例会 20名

テーマ：うどんカレー、ビーフシチューうどんを試食しな

がら、十勝うどんの未来を語ろう

2018年

1月26日 幹事会 12名

1月26日 １月例会（新年交礼会） 19名

テーマ：2018年を大いに展望しよう

～宇宙日本食、モンゴル、うどん、ワイン、畜大

連携、観光～

［とかち地サイダー研究会］

2017年

4月28日 新商品発表会 11名

芽室地区：芽室コーンサイダー

中札内地区：中札内チーズホエイサイダー

5月29日 第１回 研究会 12名

テーマ：販売先・イベント出展・ホームページほか

6月26日 第２回 研究会 10名

テーマ：新規取り扱い先、ホームページ作成、イベント出

展ほか

8月 3日 第３回 研究会 11名

テーマ：新規取り扱い先、イベント出展ほか

9月19日 第４回 研究会 8名

テーマ：管外での取り扱い、新規取り扱い先、イベント出

展ほか

10月16日 第５回 研究会 10名

11月15日 第６回 研究会 16名

2018年

1月23日 第７回 研究会 9名

テーマ①：とかち地サイダー原材料、食品添加物等の見直

し学習会

テーマ②：新規取扱先、ラベルデザイン、今後の活動につ

いて

話題提供①：とかち財団

ものづくり支援課長 川原 美香 氏

（北海道立十勝圏食品加工研究センター)



［農業経営部会］

2017年

4月 4日 第29回定時総会 70名

テーマ：北海道農業の夢を語る

講 師：㈱農林中金総合研究所

理事長 皆川 芳嗣 氏

4月18日 第１回幹事会 15名

5月10日 三役会 5名

5月12日 十勝農商工連携部会合同５月例会 28名

テーマ：麹の力 ～麹が生み出す数々のちから～

講 師：㈱源麹研究所

代表取締役会長兼社長 山元 正博 氏

5月22日 第２回幹事会 17名

5月26日 第３回会員大交流会 87名

6月14日 三役会 4名

6月19日 ６月例会（農業経営・法人化グループ） 27名

テーマ：農業の法人化を考える

～なぜ法人化なのか？ 何のための法人化なの

か？～

講 師：北海道農業会議

農地・担い手担当部長 佐藤 匡紀 氏

6月21日 第３回幹事会 13名

7月 4日 北海道農政事務所との意見交換会 14名

7月 5日 三役会 2名

7月11日 ７月オープン例会（農業新技術グループ） 21名

テーマ①：SmartHRではじめる「働き方改革」はじめの一歩

話題提供：㈱ SmartHR

代表取締役・CEO 宮田 昇始 氏

テーマ②：売り手市場だからこそ mitsucariを使い

フィットした人材を見極め定着率を高める

話題提供：㈱ミライセルフ

代表取締役社長 表 孝憲 氏

7月13日 アグリビジネス研究会 inとかち（日本食農連携機

構・農業経営部会共催） 65名

テーマ①：最近の農政について

講 師：農林水産省 経営局長 大澤 誠 氏

テーマ②：とかち農業の現状と展望

講 師：十勝総合振興局 局長 梶田 敏博 氏

7月14日 ７月例会（GAP・HACCPグループ） 30名

テーマ：現場で学ぼう 農場の整理整頓術

講 師：㈱鎌田農園 代表取締役 鎌田 和志 氏

7月21日 第４回幹事会 12名

8月21日 第５回幹事会 15名

8月27日 第28回収穫感謝祭

9月21日 第６回幹事会 13名

10月31日 第７回幹事会 16名

11月13日 11月例会（農業環境グループ） 26名

テーマ：微生物を活用した農業・畜産における環境対策

講 師：㈱バイオバランス

代表取締役 内藤 善夫 氏

11月14日 11月例会（農業経営・法人化グループ） 25名

テーマ：一流の農業経営者のための３つの条件

講 師：㈱ FOOD VOICE

代表取締役 今野 徹 氏

11月27日 第８回幹事会 15名

11月28日 11月例会（農業新技術グループ） 21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

～日本版マシーネンリングの構築と未来～

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

11月30日 11月例会（アグリフードネットワーク in帯広）

125名

テーマ：安倍農政５年と北海道農業

講 師：NHK解説委員室

解説副委員長 合瀬 宏毅 氏

12月 5日 三役会 5名

12月12日 12月望年例会 87名

テーマ：十勝の観光客を２倍にした地域連携方法と

20年間かけて確立した人材育成とは？

講 師：㈱北海道ホテル 取締役社長 林 克彦 氏

12月18日 12月例会（農業政策グループ） 36名

テーマ：農業の収入保険制度って何だ？

報告者：十勝農業共済組合

総務部部長 餌取 浩毅 氏

2018年

1月23日 第９回幹事会 14名

1月30日 １月例会（農業環境グループ） 22名

テーマ：人にやさしく地球にやさしい食育で

講 師：えこりん村 村長 庄司 開作 氏

2月 2日 ２月例会（６次化・販路開拓グループ） 24名

テーマ：わかりやすい財務の話～MQ会計入門編～

講 師：PMC㈱

戦略経営事業本部長・チーフコンサルタント

森本 智実 氏

2月13日 第10回幹事会 15名

2月27日 ２月例会（農業経営・法人化グループ） 43名

テーマ：大野ファームの理念と農業者から経営者への道のり

～健康な人づくり、土づくり、牛づくりを目指し

て～

報告者：㈱大野ファーム．代表取締役 大野 泰裕 氏

3月 1日 ３月例会（農業政策グループ） 3名

テーマ：その時、どう対応する？韓国×米国の FTAから

学ぶ～生々しい二国間貿易の行く末～

講 師：酪農学園大学 教授 柳 京熙 氏

3月 9日 十勝食材・料理フェア in銀座 十勝屋（商談・交

流会） 47名

3月 9日 ３月例会（農業新技術グループ） 178名

例会全体テーマ：十勝型のオーガニック（有機農業）を進

めるためには

～リスクの少ないオーガニックをどうイ

メージするか？～

特別講演 講 師：木村 秋則 氏

パネリスト：帯広畜産大学 特任教授 保坂 和良 氏

農研機構 北海道農業研究センター

上級研究員 池田 成志 氏

㈱折笠農場 代表取締役 折笠 健 氏

コーディネーター：㈱北海道ホテル

取締役社長 林 克彦 氏

3月16日 ３月例会（GAP・HACCPグループ） 27名

テーマ①：GAPの情勢と今後

講 師：NPO法人アジア GAP総合研究所

普及・研修部長 佐久間輝仁 氏

テーマ②：フィールドノートによる生産管理工程と必要資

料の作成に向けて

講 師：㈱日の丸産業社 農業ソフト推進室

室長 川島 浩二 氏

㈱日の丸産業社 営業部

◀
字
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り
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J-GAP指導員 皆川 慎也 氏

3月22日 第11回幹事会 13名

3月26日 ３月例会（６次化・販路開拓グループ） 19名

～27日 MQ戦略ゲーム（MG）

講 師：西研究所

MGインストラクター 今川 幸満 氏

［IT総合研究会］

2017年

4月13日 第16回定時総会 23名

4月19日 第１回幹事会 9名

5月26日 ５月オープン例会 27名

テーマ：通信業者の現場から格安 SIM 時代を語る

講 師：㈱ GO-ING 札幌支社長 佐藤 正樹 氏

7月14日 ７月例会 10名

テーマ：ドローン（マルチコプター）実際に触れてみよう

講 師：㈱AIRSTAGE 帯広支店

店長 沼田 貴志 氏

8月28日 ８月例会 20名

テーマ：企業向けセキュリティ集中管理セミナー

講 師：㈲ワン・エックス

代表取締役 辻田 茂生 氏

10月30日 10月例会 15名

テーマ：生産性を向上させる テレワーク（在宅勤務）

の説明と実例

講 師：㈱ワールドソフト・イーエス 白川 忠司 氏

11月21日 11月オープン例会 33名

テーマ：ビジネスに役立つ Word・Excel活用術

講 師：㈲ワン・エックス

代表取締役 辻田 茂生 氏

㈱ワールドソフト・イーエス

システム開発部 白川 忠司 氏

12月20日 12月例会＆望年会 23名

テーマ：わが社の IT活用術

話題提供：㈱近藤商会 常務取締役 近藤 真治 氏

2018年

1月15日 １月例会 16名

テーマ：VR（バーチャルリアリティ）体験会

説明・ガイド役：㈱もりの

代表取締役専務 森野 直樹 氏

3月 6日 第２回幹事会 8名

［あすなる会］

2017年

4月 7日 第19回定時総会 32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

～2017年度グループ活動説明会～

4月17日 第１回運営委員会 15名

5月15日 共に学ぼう経営指針グループ５月例会 14名

テーマ：なぜ、思いを伝える必要があるのか？

講 師：紺野建設㈱ 代表取締役 紺野 宏 氏

㈱ヤマジョウ 専務取締役 太田 雄基 氏

5月15日 コミュ力向上グループ５月例会 12名

テーマ：〝自己説明"

5月25日 事業承継団グループ５月例会 9名

テーマ：自社の事業承継の分析

6月 5日 第２回運営委員会 12名

6月13日 第３回運営委員会 11名

6月14日 コミュ力向上グループ６月例会 14名

テーマ：人から信用を得るために

～それでも僕はやってない～

6月20日 共に学ぼう経営指針グループ６月例会 15名

テーマ：後継者のための経営指針成文化

～16年前の事業継承体験を振り返って～

講 師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

6月30日 事業承継団グループ６月例会 14名

テーマ：事業承継に必要な知識

講 師：税理士法人竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

7月 5日 第４回運営委員会 17名

7月12日 事業承継団グループ７月例会 10名

テーマ：事業承継に必要な知識

講 師：フロンティアパートナーグループ

代表 井上 理 氏

7月13日 コミュ力向上グループ７月例会 10名

テーマ：信用を得るために②～僕はもちろん市民です～

7月20日 共に学ぼう経営指針グループ７月例会 15名

テーマ：自社を知る

8月 2日 第５回運営委員会 15名

8月10日 ８月オープン例会 53名

テーマ：「夢、出会い、感謝」

～求められる逆境に立ち向かう力～

講 師：京谷 和幸 氏

9月 6日 第６回運営委員会 14名

9月12日 事業承継団グループ９月例会 9名

テーマ：自社の事業承継の分析～パート

～OB講師例会に向けて

9月13日 共に学ぼう経営指針グループ９月例会 8名

テーマ：「経営理念」～何のために経営しているのか～

9月15日 コミュ力向上グループ９月例会 6名

テーマ：論理的な理論の組立と説得力を養うために①

9月22日 あすなる会・青年経営者の会合同交流会 53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 4日 第７回運営委員会 12名

10月12日 事業承継団グループ10月例会 8名

テーマ：先輩社長が歩んだ、事業承継の軌跡

講 師：㈲ヤマトおしぼり

代表取締役 田中 守 氏

10月19日 コミュ力向上グループ10月例会 9名

テーマ：論理的な理論の組立と説得力を養うために①

10月24日 共に学ぼう経営指針グループ10月例会 10名

テーマ：「経営理念」～何のために経営しているのか～

11月 1日 第８回運営委員会 13名

11月10日 11月例会（全道青年部・後継者部会交流会 in函

館） 14名

11月22日 第９回運営委員会 13名

12月 8日 臨時総会・12月全体例会 29名

テーマ：あすなるビジネスゲーム

～ペーパータワーforビジネス～

2018年

1月12日 第10回運営委員会 10名

1月15日 2018年度第１回運営委員会 17名

1月19日 コミュ力向上グループ１月例会 8名

テーマ：論理的な理論の組立と説得力を養うために②

1月24日 共に学ぼう経営指針グループ１月例会 11名

テーマ：「10年ビジョン」～夢を語ろう～

1月26日 事業承継団グループ１月例会 8名

テーマ：先輩社長が歩んだ、事業承継の軌跡



講 師：㈱池田塗装工事 代表取締役 池田 欣央 氏

2月 1日 第11回新旧合同運営委員会 17名

2月19日 共に学ぼう経営指針グループ２月例会 12名

テーマ：１年間のまとめ

2月23日 コミュ力向上グループ２月例会 10名

テーマ：１年間のまとめ

2月26日 事業承継団グループ２月例会 8名

テーマ：１年間のまとめ

2月28日 第12回新旧合同運営委員会 15名

3月 9日 ３月全体例会 28名

テーマ①：2017年度 あすなる会 総まとめ

テーマ②：経営者のためのビジネス常識クイズ

3月20日 第13回 新旧合同運営委員会 19名

［青年経営者の会］

2017年

4月21日 第５回（2017年度）定時総会 30名

6月 7日 第１回世話人会 8名

6月21日 第２回例会 24名

テーマ：場所文化づくりを通じて地域へ貢献する方法を学ぶ

～これからの地域で企業経営者としてやるべきこ

と～

講 師：地域活性化仕掛け人 後藤 健市 氏

7月 4日 第２回世話人会 9名

7月10日 第３回例会 28名

テーマ：日本を世界一の農業大国にする

～宿命を軸に、運命を切り拓き、天命を問いただ

す～

講 師：㈱松橋農場 代表取締役 松橋 泰尋 氏

8月 1日 第３回世話人会 8名

8月29日 臨時総会・第４回例会 18名

テーマ：人材育成・組織活性化のための新卒採用について

講 師：十勝教育局

教育支援課高等学校教育指導班 進路相談員

八幡裕樹子 氏

9月11日 第４回世話人会 11名

9月22日 あすなる会・青年経営者の会 合同交流会 53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10日 第５回世話人会 9名

10月26日 第６回例会 26名

テーマ：食づくりから始める地域活性化

講 師：㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

11月10日 第７回例会（全道青年部・後継者部会交流会 in函

館） 4名

11月13日 第６回世話人会 5名

12月13日 第７回世話人会 9名

12月18日 臨時総会・望年会 21名

2018年

1月29日 第８回（新旧合同）世話人会 8名

2月19日 第９回（新旧合同）世話人会 8名

2月21日 第８回例会 18名

テーマ：新人社員の育成について

講 師：帯広信用金庫 総務部推進役 田中 美香 氏

3月12日 第11回（新旧合同）世話人会 8名

3月16日 臨時総会・第９回例会 17名

テーマ：チーム報告会＋卒業する皆さんの卓話

話題提供：㈱タム 代表取締役 松原 雅人 氏

㈱平和園 代表取締役 新田 隆教 氏

［環境部会］

2017年

4月15日 第14回定時総会 20名

テーマ：原子力 負の遺産 その後

講 師：北海道新聞社

報道センター記者 関口 裕士 氏

4月25日 第１回世話人会 8名

5月18日 ５月例会 18名

テーマ：近年の気象状況と災害について

講 師：気象庁帯広測候所 予報官 山田 修 氏

5月29日 第２回世話人会 7名

6月 4日 清水地区会 合同６月例会 18名

テーマ：身近な水環境の全国一斉調査 in清水

～清水町内５地点（河川）の水質調査を行います～

6月 9日 第３回世話人会 9名

7月21日 第４回世話人会 6名

7月30日 ７月例会 6名

テーマ：下川町視察研修会

8月18日 第５回世話人会 7名

9月 4日 第６回世話人会 9名

9月25日 第７回世話人会 8名

10月 1日 10月例会

テーマ：十勝オーガニックヴィレッジ2017大収穫祭に参

加しよう

11月24日 第８回世話人会 7名

11月25日 11月望年例会（一泊） 13名

テーマ：SDGs（エス・ディー・ジーズ）を知り、豊かな暮

らしを考える

話題提供：北海道新聞社

報道センター記者 関口 裕士 氏

12月12日 第９回世話人会 8名

2018年

1月22日 １月例会 18名

テーマ：近年の気象状況と地球温暖化について

話題提供：気象庁帯広測候所 予報官 山田 修 氏

1月26日 第10回世話人会 7名

2月 2日 広尾地区会 合同２月例会 19名

テーマ：不漁になんて負けない ３代目漁師の挑戦

～100年先も地域や漁業を残していくために～

話題提供：保志漁業 副代表 保志 弘一 氏

2月26日 第11回世話人会 9名

3月22日 第12回世話人会 9名

3月22日 ３月例会 18名

テーマ：シシャモをとおし、「水の流れ、河川の汚染。そし

て海洋環境の状況」

話題提供：豊頃町役場

産業課水産係長 清重 悟 氏

［人生大学］

2017年

5月 2日 ５月例会 20名

テーマ：若い力で十勝の農業を元気にしたい

～畑の見える農業、つながる農業の実践～

話題提供：㈱K’s FARM

代表取締役 梶 宗徳 氏

6月 2日 ６月例会 17名

テーマ：会社のあゆみと女性経営者として

話題提供者：㈱竹中配管 代表取締役 山田 幸恵 氏

6月 8日 第１回運営委員会 7名

7月 3日 ７月例会 20名



テーマ：警視庁での11年、そして十勝で経営者の道へ…

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

8月 2日 ８月例会 22名

テーマ：十勝しんむら牧場が大切にしていること

話題提供：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

9月 4日 ９月例会 16名

テーマ：長原さん、わたしも生まれ変わります

実体験でつかんだ迷路からの脱却

話題提供：㈱長原配送 代表取締役 長原 和宣 氏

10月 2日 10月例会 9名

テーマ：お客様第一主義 をモットーに商売の道を歩ん

で創立50年

話題提供：㈲遠藤損害保険事務所

代表取締役 遠藤 総一 氏

11月 2日 11月例会 20名

テーマ：ユニバーサル社会を考える

～同友会の共育で学んだこととわが社の働き方改

革～

話題提供：一般社団法人ちっぷす 代表理事

㈱ ChipS 代表取締役 及川 抄織 氏

12月 4日 12月例会 18名

テーマ：人生というストーリに最高の思い出づくり

話題提供：旅の便利屋 代表取締役 半谷 力 氏

2018年

2月 2日 ２月例会 12名

テーマ：ワン・エックスは10年間でどうなった？

～前回、人生大学でお話してから約10年、同友会

との関りと会社の変遷をお話しします～

話題提供：㈲ワン・エックス

代表取締役 辻田 茂生 氏

2月28日 第２回運営委員会 9名

3月 3日 ３月例会 18名

テーマ：笑顔あふれる家づくり、お届けします

話題提供：㈱ヨシダホーム

取締役副社長 上野 美幸 氏

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2017年

4月 4日 2017年度総会 18名

4月18日 肩慣らしオープニング例会 10名

5月 9日 第１回例会 16名

7月 4日 第３回例会 13名

8月 3日 第４回例会 11名

8月22日 ８月遠征例会 6名

9月 5日 第５回例会 10名

9月30日 くしろ支部一歩の会合同コンペ 3名

10月 1日 くしろ支部一歩の会合同コンペ 4名

10月 5日 10月特別例会 8名

10月19日 第６回例会 9名

10月23日 納会 13名

共育・求人活動

［共同求人活動］

2017年

7月27日 社会人になるための就職セミナー 108名

8月 2日 高校生のための合同企業説明会 46社205名

8月 2日 キャリアクエスト2017（企業） 36名

8月23日 高校生セミナー「キャリアクエスト」2017 54名

10月22日 合同企業説明会 41社55名

帯広雇用創出促進協議会主催

2018年

3月10日 UIJ ターン就職・転職相談フェア（東京）

8社40名

3月13日 合同企業説明会 37社56名

帯広雇用創出促進協議会主催

3月30日 2018年 合同入社式＆新入社員研修会 84名

［社員教育活動］

2017年

4月14日 2017年 新入社員研修会 35名

テーマ①：基調講演『新入社員のみなさんに期待すること』

テーマ②：ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の

基本（講義と実技）

話題提供：㈲十勝リサイクル

代表取締役 時安 徹 氏

講 師：コーチングオフィス RISEおびひろ

代表 丸山久美子 氏

7月 5日 新入社員フォローアップ研修会 54名

テーマ：私が新入社員だった頃

話題提供者：㈱アイ建築工房 松川 萌子 氏

2018年

1月23日 ３年目社員フォローアップ研修会（午後） 16名

「３年目の壁を乗りこえよう」

仕事に慣れてきた３年目、仕事の目的や意義を再確認する

ことで見方を変え、モチベーションアップに繫げます

案内役：沖田泰範（楽しいオフィス 代表）・他共育委員

1月23日 ３年目社員フォローアップ研修会（夜間） 14名

2月 7日 第７期社員ステップアップセミナー① 20名

テーマ①：話の聴き方、議論の仕方

講 師：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

テーマ②：自己肯定は大切

講 師：オフィスひびき 代表 首藤ひろえ 氏

テーマ③：会社の将来を担う社員像

講 師：オムニス林産協同組合

代表理事 瀨上 晃彦 氏

2月14日 第７期社員ステップアップセミナー② 21名

テーマ④：コーチングの基礎

講 師：アクトドリームサポート合同会社

代表 中村 博 氏

テーマ⑤：あなたに成長して欲しい

講 師：前田農産食品㈱

代表取締役社長 前田 茂雄 氏

テーマ⑥：グループ討論

テーマ⑦：茶話会・交流会

2月22日 新入社員フォローアップ研修会 33名

ワーク：これまでを振り返り、達成できたこと、

出来なかったことを確認して、次年度の目標を

確認する

案内役：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

3月27日 2018年 新入社員研修会 11名

テーマ①：基調講演『新入社員のみなさんに期待すること』

話題提供：一般社団法人ちっぷす

代表理事 及川 抄織 氏

テーマ②：ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の

基本（講義と実技）

講 師：コーチングオフィス RISEおびひろ



代表 丸山久美子 氏

［第１期十勝経営者大学 法律論コース］

2017年

10月25日 第１回運営会議 4名

議 題：カリキュラムの検討

11月15日 第２回運営会議 5名

議 題：カリキュラムの検討

2018年

1月20日 第１講 17名

テーマ：日本国憲法と立憲主義

講 師：弁護士法人 岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

1月27日 第２講 12名

テーマ：120年ぶりの民法改正で何が変わるのか

講 師：あおば法律事務所 弁護士 千々和博志 氏

2月 3日 第３講 19名

テーマ：中小企業と租税法

講 師：旭川大学 教授 小関 健三 氏

2月10日 第４講 20名

テーマ：取締役の法的責任

講 師：弁護士法人 野村弘法律事務所

弁護士 野村 弘 氏

2月17日 第５講 16名

テーマ：同友会の労使見解と今日の労働問題

講 師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

荒木法律事務所 弁護士 荒木 樹 氏

2月24日 第６講 14名

テーマ：東南アジアの法制度

講 師：帯広畜産大学 岡崎まゆみ 氏

3月 3日 第７講 19名

テーマ：倒産と債権の回収

講 師：むらやま法律事務所 弁護士 村山 敬樹 氏

3月10日 第８講 16名

テーマ：不動産をめぐる法律問題

講 師：岩﨑優子法律事務所 弁護士 岩﨑 優子 氏

3月17日 第９講 17名

テーマ：法人登記手続きのポイント

講 師：神津荘平司法書士・土地家屋調査士事務所

司法書士 神津 荘平 氏

3月24日 第10講 18名

テーマ：裁判例からみる労働紛争の原因と予防策

～長時間労働とメンタルヘルス～

講 師：倉本・平井法律事務所

弁護士 倉本 和宜 氏

講師派遣

［講師派遣］

2017年

7月 1日 帯広大谷短期大学

帯広大谷短期大学就職ガイダンス

面接官：オムニス林産協同組合

代表理事 瀨上 晃彦 氏

松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

8月25日 上士幌高等学校

模擬面接

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 及川 抄織 氏

㈱マリエッタ 代表取締役 成田 孔一 氏

㈱柳月 相談役 深瀬 光正 氏

北海道同友会とかち支部

事務局員 今野 勉

10月10日 清水高等学校

平成29年度１年次「産業社会と人間」「企業説明会」

・サンテクノ㈱

・㈱平和園

・紺野建設㈱

・㈲コスモス

2018年

2月 7日 上士幌高等学校

平成29年面接指導（２学年）

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 及川 抄織 氏

㈱マリエッタ 代表取締役 成田 孔一 氏

北海道同友会とかち支部

事務局員 今野 勉

その他

［絆の会］

2017年

5月24日 ５月例会 14名

テーマ：石原正光氏 戦争体験を語る

話題提供：東北海道ヤナセ㈱

代表取締役会長 石原 正光 氏

7月10日 世話人会 4名

10月 9日 平成29年度箱根・伊豆観光旅行 23名

2018年

1月30日 2018新年例会 16名


