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スローガン 「広域な根釧の企業家が力を結集し、更なる飛躍へ」

１．根釧地域の企業づくりを、会員の知恵の交流で意欲的に進めよう

①2017年度は会員報告率10％を目指して積極的に報告を進め、約80名の会員が話題提供しました。釧路地区会では委員会、部会が

担当して札幌支部会員を招くなど毎月例会を開催しました。根室地区会は新会員の報告例会や、魚食文化をテーマとした水産セミ

ナーを開催しました。別海地区会は発会10周年を迎え、記念事業を催行。持続可能な地域づくりをテーマとした基調講演も行い、

地域と共に歩む同友会として力強く歩を進めました。また、毎月の例会の他に人口減対策を主なテーマにした地域課題プロジェク

トを８回開催し、町への提言書をまとめています。南しれとこ地区会は求人や社員教育など会員が抱える課題について率直に語り

合う例会や、経営指針、事業承継をテーマにするなど多彩な活動を行いました。厚岸地区会では地域の観光資源を探る例会や、シ

ニア世代の活躍、労務管理をテーマとした例会が行われました。摩周地区会は、例会の他、弟子屈高校の面接指導や職種説明会な

どを開きました。標茶地区会はまちづくり例会の他、初の高校生のバスツアーを行うなど地元就職促進に取り組みました。ルパン

浜中地区会は霧多布湿原の魅力を再発見する例会を開催した他、初めて高校教員との懇談会を開き、次年度の企業説明会開催につ

ながるなど有意義な交流ができました。

②釧路地区会では「第４期くすり塾」（５名参加）、南しれとこ地区会では「経営指針づくり勉強会」（４名参加）、別海地区会では「経

営指針成文化研究会」（５名参加）を開催し、経営理念、10年ビジョン、方針、計画等を練り上げました。くしろ支部経営指針委員

会では、各地の取り組みの成果や課題を共有し、経営指針づくりの普及に向けて取り組みました。

③８月10日の合同企業説明会では40社が参加し高校生、大学生、中途求職者など151名が来場しました。また、同日実施している

UIJターン就職個別相談会（釧路市からの委託事業）を通して、介護事業所や、サービス業、食品製造業などへ10名の就職につな

がりました。

④人材をどのように定着させるかが大きな課題になる中、共育委員会では新入社員研修会（釧路会場、別海会場）、マナー＆コミュニ

ケーション研修会、入社３年未満講座に加えて、先輩〝共育"講座を初開催。若手社員の就業意欲向上を図るとともに、受け入れ

る先輩社員の意識改革にも取組みました。同友会くしろ幹部大学では、11社11名が受講し無事全員が修了しました。また同友会く

しろ幹部大学同窓会では20周年記念講演会を開きました。

２．地域資源の再発見、新しい視点での企業連携で活性化を目指そう

観光をテーマに、北海道、道東のもつ魅力を外からの目線で学ぶ８月例会を別海で開き、地域の観光資源を再発見しました。また、

３月に厚岸で開催された釧根経営セミナーでは厚岸のウイスキーとカキなど「食」の連携による地域ブランドづくりの可能性を議論

する機会となりました。

３．中小企業振興基本条例は地域の経営指針、制定の支援と実践を深めよう

①釧路では、隔月で中小企業円卓会議を開きました。釧路公立大学の協力を得ながら、域内循環の促進や、観光の経済的波及効果を

高めるための課題を学びました。また、釧路・根室管内自治体職員との条例懇談会を初開催し、２市４町から参加した職員と、条

例制定の意義や、各市町村の中小企業振興施策の事例について学び、交流しました。

②根室市、中標津町、別海町では、中小企業振興審議会や、部会・検討会議に同友会会員が参画し、中心的役割を果たしています。

人材育成支援や設備投資を促す補助制度等の中小企業施策について、経営の現場の声を行政に届け、実際の施策展開に寄与しまし

た。

４．同友会の持続的な発展と地域の活性化を両輪として活動を展開

組織委員会では、2014年度に発足した一歩の会（小集団グループ）を３グループで行い、企業訪問の他、新会員や同友会歴の長い

「ベテラン会員」の報告を中心に毎月例会を開催しました。企業経営における悩み、将来展望等が率直に語られ、同友会らしい「互い

を知りあう学び」が展開されました。また、会員増強イベント「Doyu交流会」を開催し、非会員（ゲスト）17名が参加。次年度以降

も開催したいという声が会員からも出され、会員拡大への機運が高まりました。

総会・幹事会

2017年

4月17日 くしろ支部会計監査 4名

4月19日 第７回幹事会 11名

4月25日 第２回定時総会 62名

4月25日 第１回幹事会 25名

6月27日 第２回幹事会 22名

8月24日 第３回幹事会 15名

11月 7日 第４回幹事会 13名

12月20日 ３役会 3名

2018年

1月15日 第５回幹事会 17名

3月 6日 ３役会 6名

3月15日 第６回幹事会 15名

専門委員会

［組織委員会］

2017年

6月26日 第１回委員会 5名

8月24日 第２回委員会 5名



一歩の会>

2017年

4月 4日 第２グループ「温故創新」３月例会 10名

テーマ：同友会とあそび、雑談

報告者：㈱前田美粧 代表取締役 前田 昭夫 氏

5月16日 2017年度オリエンテーション 21名

6月 9日 第３グループ「企業探検」６月例会 7名

見学先：㈲茶路めん羊牧場・ファームレストラン「Cuore」

報告者：㈲茶路めん羊牧場

代表取締役 武藤 浩史 氏

6月14日 第２グループ「昼食会」６月例会 12名

テーマ：お客様に満足と安心を、地域に貢献を

報告者：サンエス電気通信㈱

執行役員部長 太田 勉 氏

6月20日 第１グループ「ホタルの光」６月例会 19名

テーマ：意外と知らない太陽光発電のハナシ

報告者：東興電気工業㈱

代表取締役社長 東堂 光春 氏

7月 8日 とかち支部「拓の会」との合同例会（第１グルー

プ「ホタルの光」７月例会） 19名

見学先：釧路スチレン㈱

7月12日 第２グループ「昼食会」７月例会 8名

テーマ：釧路にない新ジャンルを開拓

～赤ちょうちん横丁からのスタート～

報告者：串あげ処のどか 代表 木田 有哉 氏

7月13日 第３グループ「企業探検」７月例会 10名

見学先：㈱釧路製作所

報告者：㈱釧路製作所 取締役 羽刕 洋 氏

8月 8日 第１グループ「ホタルの光」夏の交流会 6名

釧路プリンスホテル「サマービアフェスタ」に参加

8月23日 第２グループ「昼食会」８月例会 5名

テーマ：ここだけの灯油販売

報告者：㈲すきっぷ 代表 畠中 茂 氏

8月24日 第３グループ「企業探検」８月例会 6名

見学先：ファームレストラン ハートンツリー

報告者：㈱丘の上のわくわくカンパニー

代表取締役 服部佐知子 氏

8月29日 第１グループ「ホタルの光」８月例会 8名

テーマ：80年の歴史を紡ぐ

～〝地元にしかできない店"を目指して～

報告者：㈱山一佐藤紙店

代表取締役社長 佐藤公一郎 氏

9月20日 第２グループ「昼食会」９月例会 5名

テーマ：社内の声に向き合えば、環境改善につながる

報告者：㈱WORLD-D一級建築士事務所

代表取締役 橋川 昌弘 氏

9月22日 第３グループ「企業探検」９月例会 9名

見学先：㈲釧路フィッシュ

報告者：㈲釧路フィッシュ

代表取締役 平野 勝幸 氏

9月27日 第１グループ「ホタルの光」９月例会 8名

テーマ：仕事を今よりもっと楽しくする

報告者：㈱アシスト 代表取締役 浅野 葉子 氏

9月30日～10月 1日

とかち支部「拓の会」とのゴルフ交流会・懇親会

7名

10月17日 第２グループ「昼食会」10月例会 8名

テーマ：私のしくじりエピソード

報告者：三和薬品㈱ 代表取締役 齊藤 義人 氏

10月27日 第３グループ「企業探検」10月例会 7名

見学先：釧路空港ビル㈱

報告者：釧路空港ビル㈱

代表取締役社長 小林 強 氏

総務部長 山口 康尚 氏

10月28日 第１グループ「ホタルの光」11月例会 15名

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

10月29日 第２グループ「昼食会」11月例会 9名

テーマ：同友会の〝共育"について考える

報告者：サンエス電気通信㈱

上席執行役員 太田 勉 氏

12月19日 一歩の会合同望年会 13名

2018年

1月30日 リーダー・サブリーダー会議 5名

テーマ：次年度の一歩の会について

2月 6日 第１グループ「ホタルの光」２月例会 9名

テーマ：私の始末書

2月27日 第２グループ「昼食会」２月例会（釧路地区会２

月例会） 3名

テーマ：家業から企業へ 二代目の志

～「よい会社」とはどんな会社だろうか～

報告者：㈱共同電設 代表取締役 原田 健太 氏

（とかち支部 経営指針副委員長)

［経営指針委員会］

2017年

9月 5日 第１回委員会 3名

2018年

3月13日 第２回委員会 3名

［求人委員会］

2017年

5月18日 くしろ支部＆釧路地区会第１回合同委員会 12名

6月 7日 くしろ支部＆釧路地区会第２回合同委員会

14名

7月 4日 くしろ支部＆釧路地区会第３回合同委員会 14名

8月 1日 くしろ支部＆釧路地区会第４回合同委員会 12名

9月11日 くしろ支部＆釧路地区会第５回合同委員会 9名

10月23日 くしろ支部＆釧路地区会第６回合同委員会 7名

11月21日 くしろ支部＆釧路地区会第７回合同委員会 7名

12月13日 くしろ支部＆釧路地区会第８回合同委員会 7名

2018年

2月19日 くしろ支部＆釧路地区会第９回合同委員会 10名

3月12日 くしろ支部＆釧路地区会第10回合同委員会 7名

［共育委員会］

2017年

5月15日 くしろ支部＆釧路地区会第１回合同委員会 5名

6月16日 くしろ支部＆釧路地区会第２回合同委員会 5名

7月 5日 くしろ支部＆釧路地区会第３回合同委員会 9名

8月22日 くしろ支部＆釧路地区会第４回合同委員会 8名

9月12日 くしろ支部＆釧路地区会第５回合同委員会 5名

10月11日 くしろ支部＆釧路地区会第６回合同委員会 4名

11月 8日 くしろ支部＆釧路地区会第７回合同委員会 4名

2018年

1月16日 くしろ支部＆釧路地区会第８回合同委員会 5名

2月14日 くしろ支部＆釧路地区会第９回合同委員会 5名

3月20日 くしろ支部＆釧路地区会第10回合同委員会 6名



［政策委員会］

2017年

5月22日 第１回委員会 7名

例会・特別企画

2017年

6月27日 高校との就職懇談会 47名

7月27日 ７月例会（釧根農業経営部会公開例会） 100名

テーマ：地域にこだわる セコマの経営戦略

講 師：㈱セコマ 代表取締役社長 丸谷 智保 氏

8月24日 石戸谷事務局長送別会 16名

8月28日 ８月例会（別海地区会８月オープン例会） 93名

テーマ：観光を地域戦略に 根釧から観光立国を目指

す ～地方創生で北海道を元気に～

講 師：公益財団法人大阪観光局

理事長 溝畑 宏 氏

（元観光庁長官)

9月 6日 岡山同友会との交流会 8名

見学先：北泉開発㈱、浜中町農業協同組合酪農技術セン

ター

支部役員との懇談会

9月25日 代表理事との役員懇談会 19名

基調報告１：北海道同友会 代表理事 守 和彦 氏

（㈱ダテハキ 取締役会長)

基調報告２：北海道同友会 代表理事 藤井 幸一 氏

（サンマルコ食品㈱ 代表取締役社長)

10月24日 Doyu交流会 36名

テーマ：夢追い続け、思いを形に。

～家業飲食店の借金返済、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～

報告者：㈲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)

10月26日 釧路・根室管内自治体職員との条例懇談会 17名

テーマ：中小企業振興による地域経済の活性化を目指して

～制定が広がる中小企業振興基本条例とその活用～

講 師：北海学園大学 経済学部地域経済学科

准教授 大貝 健二 氏

11月21日 11月例会（別海地区会設立10周年記念事業）

62名

テーマ：森林版６次産業で地域の持続的発展をめざす

講 師：下川町 町長 谷 一之 氏

11月24日 「働き方を考える」セミナー 11名

テーマ：求人難に対応でき、社員が働きやすい魅力ある会

社を目指すために

講 師：HRS-オフィス（明光義塾）

代表・社会保険労務士 三木 克敏 氏

2018年

1月15日 新春講演会＆新年交礼会 123名

テーマ：フラノマルシェの奇跡

～それは『まちづくり熱血おじさん』の一言から

始まった～

講 師：ふらのまちづくり㈱

代表取締役 西本 伸顕 氏

（㈱北印 代表取締役社長・道北あさひかわ支部 会員)

2月 7日 「外国人雇用」セミナー 23名

テーマ：外国人の採用手続きと事例から

講 師：㈱ジェイセカンド

代表取締役 東城 敬貴 氏

（東城会計事務所代表・とかち支部 会員)

報告者：㈱イチマル 代表取締役 石森 將敬 氏

2月26日 新会員オリエンテーション 19名

テーマ：成長を加速させる 同友会活用法

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

（釧路地区会 組織委員長)

3月15日 第５回釧根経営セミナーin厚岸 61名

テーマ：厚岸蒸溜所の１年目の挑戦

～夢は厚岸オールスターでのウイスキー造り～

講 師：堅展実業㈱厚岸蒸溜所 所長 立崎 勝幸 氏

地区会

［釧路地区会］

2017年

4月 5日 第12回組織委員会 10名

4月10日 第11回経営指針委員会 7名

4月11日 第４回四役会議 8名

4月25日 第２回定時総会 59名

4月27日 第１回政策委員会 5名

4月27日 第１回中小企業円卓会議 12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

5月 1日 第１回経営指針委員会 6名

5月 9日 第１回幹事会 23名

5月10日 第１回組織委員会 9名

5月22日 ５月例会 35名

テーマ：北海道の経済状況と中小企業の経営課題

～現状打破の次の一手をどう打ち出すか～

講 師：北海学園大学 経済学部地域経済学科

准教授 大貝 健二 氏

6月 6日 第２回経営指針委員会 5名

6月 7日 第２回組織委員会 9名

6月 7日 第２回政策委員会 8名

6月 7日 第１回地域経済を考える懇談会 8名

テーマ：域外からの交流人口の拡大を目指す

～観光立国ショーケースと地域連携 DMOの取り

組み～

報告者：(一社)釧路市観光コンベンション協会

専務理事 田中 正 氏

6月 8日 第１回四役会議 5名

6月23日 ６月（求人対策）例会 17名

テーマ：人材難で会社が危ない？

～労働人口減少時代の成長戦略～

報告者：㈱ティーピーパック

代表取締役 池川 和人 氏

（北海道同友会 共同求人委員長)

7月 9日 第３回組織委員会 9名

7月 5日 第３回経営指針委員会 5名

7月 6日 第２回幹事会 12名

7月13日 第３回政策委員会 8名

7月13日 第２回中小企業円卓会議 8名

テーマ：域内循環の釧路市の取り組み

報告者：釧路市産業振興部 次長 江縁 和秀 氏

8月 3日 第２回 四役会議 5名

8月 8日 第４回組織委員会 8名



8月 9日 第４回経営指針委員会 6名

8月 9日 ８月例会 32名

テーマ：着物屋３代目社長が語る 「衰退市場で再成長 」

～社員と共に企業再構築を進める～

報告者：㈱和光 代表取締役社長 田中伸一良 氏

（札幌支部 会員)

㈱和光 KIMONO HANAパセオ店

店長 鷲田 祐子 氏

㈱和光 開発事業部HANA商品課

課長 鶴谷 信之 氏

8月23日 第４回政策委員会 6名

8月23日 第２回地域経済を考える懇談会 7名

テーマ：長期滞在北海道１位の釧路における官民一体の取

り組み

報告者：くしろ長期滞在ビジネス研究会

代表 木村 豊年 氏

くしろ長期滞在ビジネス研究会

事務局 清水 秀人 氏

（釧路市総合政策部市民協働推進課)

8月31日 第５回経営指針委員会 4名

9月 6日 第３回幹事会 15名

9月12日 ９月例会（青年部みけた会９月公開例会） 32名

テーマ：社員が輝く企業づくり

～パン屋業界の異端児、二代目社長の挑戦～

報告者：㈱どんぐり 代表取締役社長 野尻 雅之 氏

（札幌支部 会員)

9月13日 第５回組織委員会 8名

9月21日 第５回政策委員会 8名

9月21日 第３回中小企業円卓会議 14名

テーマ：くしろでの観光消費の域内波及効果を高めるために

報告者：奈良県立大学 地域創造学部

准教授 下山 朗 氏

9月22日 第６回経営指針委員会 4名

10月 2日 第３回四役会議 5名

10月 3日 10月例会～経営支援セミナー2017～ 120名

テーマ：人とダイヤは、磨けば光る

講 師：ダイヤ精機㈱

代表取締役社長 諏訪 貴子 氏

10月11日 第６回組織委員会 10名

10月17日 奈良県同友会との条例懇談会 23名

テーマ：釧路市における中小企業振興条例制定のプロセス

と具体的な施策展開について

報告者：釧路市産業振興部 次長 江縁 和秀 氏

釧路市教育委員会

学校教育部長 高木 享 氏

10月19日 第６回政策委員会 5名

11月 2日 第７回経営指針委員会 5名

11月 9日 第４回幹事会 19名

11月14日 11月例会（幹部大学同窓会20周年記念講演）

109名

テーマ：人間成長とやる気を引き出す現場教育を考える

～若者のやる気スイッチはどこにあるのか～

講 師：神戸大学 名誉教授 二宮 厚美 氏

11月16日 第７回組織委員会 6名

11月29日 第８回経営指針委員会 4名

12月 6日 第４回四役会議 6名

12月12日 第８回組織委員会 8名

12月26日 第９回経営指針委員会 4名

2018年

1月 9日 第５回幹事会 17名

1月12日 第９回組織委員会 8名

1月17日 第７回政策委員会 11名

1月17日 第３回地域経済を考える懇談会 11名

テーマ：空と水辺から観る釧路の観光資源と新ビジネスの

可能性

報告者：㈱オイコス 代表取締役 森川 浩一 氏

㈱藤プリント 代表取締役 水口 吉朗 氏

1月29日 第10回経営指針委員会 7名

2月 5日 第５回四役会・委員長会議 11名

2月19日 第10回組織委員会 8名

2月26日 第６回四役会・委員長会議 10名

2月27日 ２月例会 15名

テーマ：家業から企業へ 二代目の志

～「よい会社」とはどんな会社だろうか～

報告者：㈱共同電設 代表取締役 原田 健太 氏

（とかち支部 経営指針副委員長)

3月 1日 第11回経営指針委員会 7名

3月 5日 第６回幹事会 21名

3月 9日 第８回政策委員会 5名

3月14日 第11回組織委員会 4名

3月22日 第４回地域経済を考える懇談会 14名

テーマ：観光振興と根釧経済の可能性

報告者：奈良県立大学 地域創造学部

准教授 下山 朗 氏

第４期くすり塾>

2017年

5月 1日 くすり塾サポーター養成講座 11名

テーマ：くすり塾サポーターとして、「経営指針成文化と実

践の手引き」を学ぶ

報告者：リブラス㈱ 代表取締役社長 櫻井 英裕 氏

（釧路地区会 経営指針委員)

5月17日 経営指針づくり研究セミナー（第１講） 13名

テーマ：わが社の未来を切り拓く‼

～同友会の経営指針づくりとくすり塾の取組みに

ついて～

報告者：㈱山一佐藤紙店

代表取締役社長 佐藤公一郎 氏

（第一期くすり塾卒業)

㈱悠愛 代表取締役 加藤 真人 氏

（第二期くすり塾卒業)

㈱松立鋼機 代表取締役社長 小野 徹 氏

（第三期くすり塾卒業)

6月22日 第２講 11名

テーマ：導入編 第１章 同友会の経営指針の成文化、全

社的実践、同友会の歴史、理念。労使見解を学ぶ。

7月26日 第３講 12名

テーマ：自社を知る 第２章 「人を生かす経営」強靱な経

営体質に向けて

～経営者自身と自社の歴史と現状を知る～

8月21日 補講１（第２・３・４講分） 5名

8月22日 第４講 8名

テーマ：経営理念 第３章 経営理念

～経営理念とは、経営理念の役割、作成～

9月13日 第５講 8名

テーマ：10年ビジョン 第４章 10年ビジョン

～10年ビジョンとは、策定、未来創造～

11月15日 第７講 9名



テーマ：経営方針１ 第５章 経営方針

～経営方針とは、経営方針検討の視点、情勢認識、

自社の現状～

11月27日 補講２（第５・７講分） 3名

12月12日 第８講 9名

テーマ：経営方針２ 第５章 経営方針

～経営方針をたてる～

2018年

1月23日 第９講 11名

テーマ：これまでの振返り、想い・課題の出し合い＆財務

講座

講 師：鈴木圭介税理士・行政書士事務所

所長 鈴木 圭介 氏

2月20日 第10講 9名

テーマ：経営計画 第６章 経営計画の策定

～経営計画とは、中期経営計画の策定、短期経営

計画の策定～

3月13日 第11講 7名

テーマ：経営指針の実践 第７章 経営指針の実践

～経営指針の実践に向けて社内への浸透と行動～

［厚岸地区会］

2017年

4月13日 第15回定時総会 16名

テーマ：80年の歴史を紡ぐ

～〝地元にしかできない店"を目指して～

報告者：㈱山一佐藤紙店

代表取締役社長 佐藤公一郎 氏

（釧路地区会 副幹事長)

4月21日 第１回幹事会 4名

5月14日 ５月例会 12名

テーマ：見つめ直そう、我がまちの観光資源

～あっけし桜・牡蠣まつり～

8月18日 第２回幹事会 6名

9月15日 ９月例会 15名

テーマ：あなたの会社は健康ですか？

～労務管理からみる健康な会社～

講 師：柴崎社会保険労務士事務所

所長 柴崎 主税 氏

11月13日 第３回幹事会 5名

11月13日 11月例会 7名

テーマ：シニア社員はあなたの会社の〝ホープ"です

～年金、助成金の上手な活用法～

講 師：柴崎社会保険労務士事務所

所長 柴崎 主税 氏

2018年

1月11日 新年例会 15名

テーマ：新「カキえもん」物語

報告者：カキキン㈲ 代表取締役 中嶋 均 氏

2月20日 第４回幹事会 6名

［摩周地区会］

2017年

4月14日 第13回定時総会 20名

テーマ：オリエンタルランド「弟子屈イチゴ農園」への挑戦

講 師：㈱オリエンタルランド フード企画室フード事業

開発グループ マネージャー 矢島 俊明 氏

弟子屈農園農園長 加藤 富久 氏

5月 8日 第１回幹事会 7名

7月20日 ７月例会 8名

テーマ：こんな田舎に色んな酒、色々。

～まちの小さな酒屋の今後を考える～

講 師：㈱西沢商店 店主 金子 高志 氏

8月24日 弟子屈高校 面接指導 29名

10月12日 10月例会（弟子屈高校との懇談会） 19名

テーマ：弟子屈高校の進路・就職状況等の報告（弟子屈高

校）、会社紹介、若手社員の定着等の報告（参加企

業）

11月 1日 弟子屈高校 コース別進路講演会 23名

11月20日 第２回幹事会 5名

12月18日 望年例会 11名

テーマ：自社の歩みと今後の展望

～地域に根差した企業として～

報告者：㈱協和建設 代表取締役 延藤 政則 氏

2018年

2月 6日 ２月例会（企業見学） 8名

テーマ：温泉熱の可能性

報告者：野村北海道菜園㈱

代表取締役社長 十川 洋 氏

2月 6日 第３回幹事会 7名

2月15日 弟子屈高校 職種説明会 41名

3月 6日 第４回幹事会 6名

3月 6日 労務セミナー 11名

テーマ：シニア社員はあなたの会社の〝ホープ"です

～年金、助成金の上手な活用法～

講 師：柴崎社会保険労務士事務所

所長 柴崎 主税 氏

［標茶地区会］

2017年

4月10日 第６回定時総会 28名

テーマ：道東しべちゃの酪農を支える乳製品工場の取組み

講 師：雪印メグミルク㈱

磯分内工場工場長 北川 俊幸 氏

6月15日 第１回幹事会 7名

7月26日 地元企業訪問バスツアー・昼食交流会（標茶地区

会７月例会） 22名

9月20日 ９月まちづくりオープン例会 25名

テーマ：「人口の増える町」東川町から学ぶ、東川スタイル

のまちづくり

講 師：東川町 副町長 長原 淳 氏

東川町 産業振興課 課長 佐藤 文泰 氏

東川町 企画総務課 主事 柳澤奨一郎 氏

11月18日 11月例会 14名

テーマ：公共牧場がもたらす酪農の明るい未来

講 師：標茶町育成牧場 場長 類瀬 光信 氏

2018年

2月21日 ２月例会 17名

テーマ：意外と知らない「サトケン」の仕事

報告者：㈱サトケン 代表取締役 佐藤 紀寿 氏

3月12日 第２回幹事会 5名

［ルパン浜中地区会］

2017年

4月20日 第５回定時総会 20名

テーマ：トンタス浜中の現状と展望

報告者：トンタス浜中㈱ 取締役 志賀 功 氏

6月21日 ６月例会 9名

テーマ：湿原の価値を高めていくまちづくり

～霧多布湿原は自然の教材～

講 師：認定NPO法人 霧多布湿原ナショナルトラスト

理事長 三膳 時子 氏



7月 4日 第１回幹事会 4名

7月20日 高校と地元企業の就職情報懇談会 16名

10月11日 10月例会 8名

テーマ：事業承継と企業変革

～最悪の事業承継から、新しい会社づくりへ～

報告者：㈱宇佐美商会

代表取締役社長 宇佐美 隆 氏

（札幌支部 支部長)

11月28日 第２回幹事会 3名

12月20日 望年例会 13名

テーマ：ようこそ、【Venire Venire】へ

～夫婦二人三脚で歩む、故郷(ふるさと)への思い～

報告者：Venire Venire 代表 藤澤 秀樹 氏

2018年

2月 5日 第３回幹事会 4名

［南しれとこ地区会］

2017年

4月10日 第12回幹事会 10名

4月17日 第２回定時総会 23名

テーマ：いま、改めて問われる〝経営者の責任"

～社員と共に企業づくり～

報告者：㈱エムリンクホールディングス

代表取締役社長 本見 研介 氏

（オホーツク支部 幹事）

5月 9日 第１回幹事会 12名

5月23日 ゴルフコンぺ＆会員親睦懇親会 15名

6月 5日 ６月オープン例会（南しれとこ地区会＆釧根農業

経営部会） 52名

テーマ：地域の価値をあげるなりわい

～世界が求める本質的なモノやコト～

講 師：NPO法人 Earth Cube Japan

代表理事 中村 功芳 氏

6月 9日 第２回幹事会 9名

7月 7日 第３回幹事会 9名

7月24日 ７月例会 24名

テーマ：話し合い例会

①私が今一番気になっている事

『死ぬくらいなら会社辞めれば（書籍）』

話題提供：小針土建㈱ 経理部長 齊藤 貢 氏

②私が今一番気になっている事

『社員との接し方について』

話題提供：菱中産業㈱中標津営業所

所長 武山 千明 氏

コーディネーター：中標津こどもクリニック

院長 栗山 智之 氏

8月 7日 第４回幹事会 8名

8月25日 ８月羅臼移動例会 14名

テーマ：羅臼町の新しいまちづくり戦略

報告者：羅臼町 町長 湊屋 稔 氏

8月26日 ８月羅臼移動例会 6名

知床ネイチャークルーズ（ホエールウォッチング）

9月 4日 第５回幹事会 10名

9月15日 ９月例会 13名

テーマ：『ルールって何だろう』～その目的は何か～

講 師：中標津警察署 交通課長 松浦 大史 氏

10月10日 第６回幹事会 8名

10月23日 10月例会 14名

テーマ：求人難は本当か？～選ばれる企業になるために～

話題提供：根室公共職業安定所

上席職業指導官 菊地 清彦 氏

中標津分室主任 大城 有弘 氏

㈲カードックＳ＆Ｐ

代表取締役 松平 正信 氏

11月 6日 第７回幹事会 9名

11月27日 11月例会 13名

テーマ：事業承継について～今後につなげる熱い想い～

講 師：㈱北海道銀行 中標津支店長 高島 信之 氏

12月11日 第８回幹事会 11名

12月 6日 望年例会 24名

2018年

1月17日 第９回幹事会

1月24日 新年交礼会 50名

テーマ：企業を繫いでいくということ

～私らしさ、私たちらしさ、我が社らしさを大切

にする～

報告者：岩見沢液化ガス㈱

代表取締役 渡辺美智留 氏

（北海道同友会 副代表理事)

2月 5日 第10回幹事会 9名

2月21日 ２月例会 17名

テーマ：経営指針づくりのためのワークショップ

～BCP（事業継続計画）は必要不可欠 ～

講 師：東京海上日動火災保険㈱ 釧路支社

支社長代理 門田 康志 氏

3月 5日 第11回幹事会 9名

3月12日 ３月例会 17名

テーマ：話し合い例会 ～みんなが今、気になっている事～

①経営課題アンケート結果から見えた事は

話題提供：小針土建㈱ 経理部長 齊藤 貢 氏

②給与のルール、おもしろ手当、まだある神対応

話題提供：菱中産業㈱ 中標津営業所

所長 武山 千明 氏

経営指針づくり勉強会>

2017年

6月14日 オリエンテーション 3名

7月27日 第２講 3名

8月30日 第３講 3名

9月13日 第４講 4名

10月11日 第５講 4名

11月15日 第６講 4名

12月13日 第７講 4名

2018年

1月10日 第８講 4名

2月15日 第９講 4名

3月19日 第10講 4名

［中標津町中小企業振興審議会部会］

2017年

6月 8日 第１回部会 12名

9月20日 第２回部会 12名

2018年

2月13日 第３回部会（中標津町経済分析発表会） 45名

テーマ：町内事業者へのアンケート調査から見えた中標津

町経済のこれから

講 師：奈良県立大学 地域創造学部

准教授 下山 朗 氏

3月22日 中標津町地域経済分析報告書（企業経営実態調査）

手交式 10名



［別海地区会］

2017年

4月12日 第12回幹事会 10名

4月21日 第11回定時総会 32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 高原 淳 氏

（とかち支部 副支部長)

5月10日 第１回幹事会 9名

5月25日 ５月例会

～地域課題プロジェクトをスタート ～ 13名

テーマ：別海町の人口減対策について考える

～親になる世代の確保、需要創出（域内循環と外

貨獲得）のために我々ができることとは～

ファシリテーター：NPOファシリテーションきたのわ

東田 秀美 氏

6月 7日 第２回幹事会 7名

6月15日 第２回地域課題プロジェクト 12名

テーマ：別海町の人口減対策について考える２

～親になる世代の確保、需要創出（域内循環と外

貨獲得）のために我々ができることとは～

ファシリテーター：NPOファシリテーションきたのわ

東田 秀美 氏

6月27日 ６月例会 12名

テーマ：４代目宿主が挑む老舗温泉の差別化戦略

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

（摩周地区会 幹事)

7月 7日 第３回幹事会 5名

7月 7日 別海高校生との懇談会 8名

7月19日 ７月例会 10名

テーマ：「知床チェプ饅」をウトロの地域ブランドに

～鮭（チェプ）は神様からの贈り物～

報告者：㈲マルミヤ大宮商店

代表取締役 藤田 裕司 氏

（オホーツク支部 会員)

7月26日 第３回地域課題プロジェクト 11名

テーマ：別海町の人口減対策について考える３

～親になる世代の確保、需要創出（域内循環と外

貨獲得）のために我々ができることとは～

ファシリテーター：NPOファシリテーションきたのわ

東田 秀美 氏

8月 7日 第４回幹事会 9名

8月28日 ８月オープン例会（くしろ支部８月例会） 93名

テーマ：観光を地域戦略に 根釧から観光立国を目指す

～地方創生で北海道を元気に～

講 師：公益財団法人大阪観光局

理事長 溝畑 宏 氏

（元観光庁長官)

8月29日 北海学園大学大貝ゼミとの交流会 26名

8月31日 第４回地域課題プロジェクト 21名

テーマ：別海町の人口減対策について考える４

～親になる世代の確保、需要創出（域内循環と外

貨獲得）のために我々ができることとは～

ファシリテーター：NPOファシリテーションきたのわ

東田 秀美 氏

9月 4日 第５回幹事会 6名

9月29日 ９月例会 14名

テーマ：別海町の小・中学校におけるキャリア教育につい

て

報告者：別海町教育委員会 指導参事 根本 渉 氏

10月 3日 第６回幹事会 9名

10月13日 10月例会～地域課題プロジェクトから提言書作

成に向けて～ 9名

テーマ：別海町の人口減対策には何が必要か

～親になる世代の確保、需要創出（域内循環と外

貨獲得）のための提言書作成に向けて～

10月16日 奈良県同友会との条例懇談会 23名

テーマ：別海町における中小企業振興条例制定のプロセス

と実践について

報告者：町立別海病院 事務長 大槻 祐二 氏

別海町 産業振興部 商工観光課

課長 伊藤 輝幸 氏

主査 堀込 美穂 氏

11月 6日 第７回幹事会 9名

11月21日 設立10周年記念事業（記念式典・記念講演・懇親

会）～地域と共に歩む、さらなる10年へ～（くし

ろ支部11月例会） 62名

テーマ：森林版６次産業で地域の持続的発展をめざす

講 師：下川町 町長 谷 一之 氏

12月 5日 第８回幹事会 6名

12月 5日 第６回地域課題プロジェクト 11名

テーマ：別海町の人口減対策を地域が連携して考えるため

に～みんなが担い手、当事者として取組む、町づ

くりへ～

12月26日 望年例会 20名

2018年

1月12日 新春講演会＆新年交礼会 38名

テーマ：産業連関表から別海町の地域経済を読み解く

講 師：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

1月23日 第９回幹事会 10名

2月16日 ２月例会（第７回地域課題プロジェクト） 9名

テーマ：別海町の人口減対策を地域が連携して考えるため

に～みんなが担い手、当事者として取組む、持続

可能な町づくりへ～

2月19日 第10回幹事会 7名

3月17日 第11回幹事会 7名

3月17日 ３月例会～根室地区会との交流会～ 17名

見学先：国指定史跡 旧奥行臼駅逓所

3月20日 第８回地域課題プロジェクト 5名

テーマ：別海町の人口減対策を地域が連携して考えるため

の仕組みとは～みんなが担い手、当事者として取

組む、持続可能な町づくりへ～

［経営指針成文化研究会］

2017年

4月27日 2017年度オリエンテーション（第１回研究会)

6名

5月17日 第２回研究会 5名

6月14日 第３回研究会 4名

7月20日 第４回研究会 5名

9月27日 第５回研究会 5名

2018年

1月16日 第６回研究会 4名

2月13日 第７回研究会 4名

3月22日 第８回研究会 4名



医良同友>

2017年

5月16日 役員会 14名

7月21日 活動報告会・医療講演会 62名

テーマ：素晴らしい人生を送るためのメンタルスキルの向

上

報告者：オフィスＫ 代表 小松 明広 氏

（北海道メンタルトレーナー協会顧問・専任講師)

10月23日 医療講演会 37名

テーマ：超高齢社会での介護と終末期医療

～地域で描く看取り社会の構築に向けて～

講 師：社会福祉法人幸清会

理事長 大久保幸積 氏

［根室地区会］

2017年

4月13日 第２回定時総会 26名

テーマ：お客様と〝二人三脚で歩む（Walk）"Malk（モー

ク）の挑戦

～情報発信の新たな可能性提案～

報告者：合同会社Malk 代表社員 濵屋 雄太 氏

5月11日 第１回幹事会 4名

5月24日 根室地区会５月例会（公開シンポジウム） 82名

テーマ：ユルリ島はどうあるべきか

～自然保護、地域振興の視点から～

報告者：写真家 岡田 敦 氏

根室市歴史と自然の資料館

学芸員 外山 雅大 氏

根室市 商工観光課長 干野 満広 氏

落石漁業組合 専務理事 浄土 昭雄 氏

落石漁業組合 組合員 庄林 泰三 氏

ねむろ花しのぶ会 会長 吉澤 善子 氏

6月15日 第２回幹事会 10名

7月 6日 ７月例会 18名

テーマ：80年の歴史を紡ぐ

～〝地元にしかできない店"を目指した事業展開～

報告者：㈱山一佐藤紙店

代表取締役社長 佐藤公一郎 氏

（釧路地区会 副会長)

7月13日 第３回幹事会 7名

7月18日 高校と地元企業の就職情報懇談会 10名

8月17日 ８月オープン例会 14名

テーマ：魚と日本人

～魚食文化の変化と水産業のこれから～

講 師：北海学園大学 経済学部

教授 濱田 武士 氏

９月16日

～17日

根室さんま祭り（炭火焼き部会）ボランティア

10名

9月26日 第４回幹事会 6名

10月12日 10月例会 12名

テーマ：事業承継と企業変革

～最悪の事業承継から、新しい会社づくりへ～

報告者：㈱宇佐美商会

代表取締役社長 宇佐美 隆 氏

（札幌支部 支部長)

10月17日 第５回幹事会 4名

11月16日 11月例会 17名

テーマ：明日の根室を語りましょう

～あなたが描く未来予想図～

11月30日 第６回幹事会 6名

12月14日 根室地区会＆山高会合同望年例会 16名

2018年

1月16日 第８回幹事会 7名

1月30日 新春講演会＆新年交礼会 26名

テーマ：時代の変化に対応する企業づくり、人づくり

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・企画委員長)

2月 8日 第９回幹事会 6名

2月22日 ２月例会 9名

テーマ：新会員報告会～わたしの歩みと会社の話～

報告者：メーコー商事㈱ 常務取締役 石川 尚人 氏

㈱前田中央薬局

代表取締役 前田久未子 氏

3月 8日 第10回幹事会 7名

3月17日 ３月例会～別海地区会との交流会～ 17名

見学先：国指定史跡 旧奥行臼駅逓所

部会・研究会

［くしろ支部青年部］

2017年

4月 6日 第２回定時総会 23名

7月 8日 青年部７月合同例会 11名

テーマ：わが社の強みと魅力を語る

2018年

2月15日 ２月合同例会 9名

テーマ：全道青年部・後継者部会交流会 inくしろを成功さ

せよう

［青年部みけた会］

2017年

4月 6日 第22回定時総会 19名

5月11日 第１回世話人会 9名

5月18日 ５月例会 12名

テーマ：私の経営実践

～経営者としての地域貢献とは～

報告者：㈱プライムネス 代表取締役 八幡 好洋 氏

5月14日 第２回世話人会 8名

6月23日

～24日

６月例会 8名

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

7月 5日 第３回世話人会 6名

8月23日 第４回世話人会 6名

8月27日 ８月例会 25名

家族バーベキュー交流会

9月12日 ９月公開例会（釧路地区会９月例会） 32名

テーマ：社員が輝く企業づくり

～パン屋業界の異端児、二代目社長の挑戦～

報告者：㈱どんぐり 代表取締役社長 野尻 雅之 氏

（札幌支部 会員)

9月20日 第５回世話人会 6名

10月25日 第６回世話人会 5名

10月25日 10月オープン例会 14名

テーマ：集客倍増 実例で解説するホームページ・ブロ

グ活用術

報告者：㈱ note 代表取締役 橋本雄太郎 氏

代表取締役 後藤 正嘉 氏

11月15日 第７回世話人会 7名

11月15日 11月例会 10名

テーマ：「道青交 in函館」の報告



テーマ：事故被害から保険業の道へ

～同友会の青年部活動と会社づくり～

報告者：㈱ジャパン・プランニング

常務取締役 安田 浩佑 氏

12月 7日 第８回世話人会 14名

12月 7日 新会員歓迎会＆望年会 13名

2018年

1月17日 第９回世話人会 7名

1月22日 １月例会 16名

テーマ：２代目の経営のあり方を模索して

～青年部活動で得たこと～

報告者：㈱くしろ紅庄

代表取締役社長 相田美樹雄 氏

2月15日 第10回世話人会 4名

3月20日 ３月例会 12名

テーマ：釧路の歴史を学ぶ

講 師：釧路短期大学 教授 佐藤 宥紹 氏

［青年部獏の会］

2017年

4月 3日 2017年度定時総会 6名

5月15日 ５月例会 6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 7名

テーマ：バーチャル株式投資と株主優待について

報告者：小針土建㈱ 経理部長 齊藤 貢 氏

8月23日 ８月例会 6名

テーマ：差額原価収益分析

報告者：㈱オーレンス総合経営

公認会計士 枝 大樹 氏

10月 4日 ９月例会 5名

テーマ：裁判員に選ばれた場合の心構え

報告者：弁護士法人荒井・久保田総合法律事務所 中標津

支店 弁護士 鍛冶 孝亮 氏

10月30日 10月例会 5名

テーマ：ビジネスでも活かせる SNS

報告者：小柳電機㈱ ３代目 小柳 佑樹 氏

12月 8日 望年会 8名

2018年

1月31日 １月例会 6名

テーマ：ユニバーサルデザイン

報告者：雨宮印刷㈱ 常務取締役 佐藤 学 氏

2月23日 ２月例会 7名

テーマ：空き家対策について

報告者：第一宅建設計㈱ 青山 新吾 氏

3月16日 ３月例会 7名

テーマ：世間で注目されてきた仮想通貨

～そもそも仮想通貨ってなに？～

報告者：㈲今野電工 専務取締役 今野 朋弥 氏

［青年部山高会］

2017年

4月11日 第26回総会 7名

5月17日 ５月例会 7名

テーマ：砂をつかんで立ち上がれ

アラキマサヒトのしくじり人生学

報告者：荒木塗装店 代表 荒木 正人 氏

6月19日 ６月例会 5名

テーマ：性的少数者の現状と課題

報告者：根室法律事務所 弁護士 保坂いづみ 氏

12月14日 根室地区会＆山高会合同望年例会 16名

2018年

2月20日 ２月例会 5名

テーマ：根室NO.1ユーチューバーが送る販促の極意

「俺に学べ」

報告者：荒木塗装店 代表 荒木 正人 氏

3月15日 ３月例会 4名

テーマ：2018年度のテーマと例会案について

［あゆみの会］

2017年

4月 7日 第30回定時総会 7名

5月19日 ５月例会 9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

8月24日 ８月例会 7名

テーマ：数字で読み解く釧路経済

講 師：釧路短期大学

生活科学科長・教授 杉本 龍紀 氏

9月 8日 ９月例会 10名

ソメスサドルものづくり体験会

講 師：ソメスサドル㈱

営業部部長 加藤幸治郎 氏

営業部 川崎 晋範 氏

12月 6日 望年例会 12名

12月15日 12月例会 6名

テーマ：「試される時代の北海道」で考える、地域の存在感

講 師：釧路短期大学 教授 佐藤 宥紹 氏

2018年

3月26日 第31回定時総会 9名

［マルチメディア研究会］

2017年

4月11日 第22回定時総会 10名

9月21日 ９月例会 7名

テーマ：fringe Hokkaido 2017の舞台裏

報告者：㈱MACHA 代表取締役 川村 修司 氏

2018年

1月23日 新年会 7名

2月24日

～25日

オープン一泊研修会 6名

テーマ：スマートスピーカー（AIスピーカー）をノンプラ

ミングで遊ぶ

報告者：丸中 釧路中央青果㈱

総務部長 斉藤 和芳 氏

［釧根農業経営部会］

2017年

4月11日 第５回定時総会 46名

テーマ：サンエイ牧場の挑戦

～メガファーム、バイオガスプラント、そして…～

報告者：農業組合法人サンエイ牧場

代表理事組合長 辻本 正雄 氏

（とかち支部会員)

5月25日 ５月例会 29名

テーマ：丘の上に20年

～私たちは、酪農家の応援団でありたい～

報告者：㈱丘の上のわくわくカンパニー

代表取締役 服部佐知子 氏

テーマ：新しい酪農のカタチ

～法人化経営から酪農を考える～

報告者：㈲仁成ファーム 代表取締役 菊地 利治 氏



6月 5日 ６月オープン例会（南しれとこ地区会＆釧根農業

経営部会） 52名

テーマ：地域の価値をあげるなりわい

～世界が求める本質的なモノやコト～

講 師：NPO法人 Earth Cube Japan

代表理事 中村 功芳 氏

6月 6日 第１回幹事会 9名

7月27日 第２回幹事会・㈱セコマ・丸谷社長との懇談会

7名

7月27日 釧根農業経営部会公開例会（くしろ支部７月例会）

100名

テーマ：地域にこだわる セコマの経営戦略

講 師：㈱セコマ 代表取締役社長 丸谷 智保 氏

9月 6日 第３回幹事会 4名

10月 3日 第４回幹事会 7名

10月26日

～28日

高知県「道の駅四万十とおわ」・「四万十ドラマ」

視察 8名

コーディネーター：㈱四万十ドラマ

代表取締役 畦地 履正 氏

11月27日 第５回幹事会 6名

11月27日 11月オープン例会 22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

報告者：㈲藤井牧場

代表取締役社長 藤井雄一郎 氏

（富良野地区会 幹事長)

12月 8日 第６回幹事会 6名

12月12日 望年例会 30名

テーマ：酪農・企業経営者のための電気契約のハナシ

講 師：北海道電力㈱ 釧路支店

営業部長 寺岡 肇 氏

2018年

2月15日 第７回幹事会 9名

2月15日 ２月例会 18名

テーマ：タカナシ乳業北海道工場35年の歩み

～乳業メーカーからみた根釧酪農の可能性～

講 師：タカナシ乳業㈱ 顧問 作田 昌彦 氏

3月 3日 第８回幹事会 7名

［幹部大学同窓会］

2017年

4月12日 第21回定時総会 24名

テーマ：自信過剰な私たち～自分を知るための哲学～

講 師：釧路公立大学 准教授 中村 隆文 氏

4月18日 第１回幹事会 8名

5月24日 第２回幹事会 8名

6月11日 ６月例会 8名

テーマ：『挽歌』を通じてロマンティックな釧路に触れる

ナビゲーター：釧路工業高等専門学校

副校長 小田島本有 氏

6月21日 第３回幹事会 6名

7月12日 ７月例会 14名

テーマ：幹部大学で学んだこと

報告者：土井木材㈱ 石原 達也 氏

㈱伊藤建業 常務取締役 伊藤 圭二 氏

8月 2日 ８月例会 16名

テーマ：幹部大学で学んだこと

報告者：㈱マルエイ六峰社

第二営業部次長 菅谷 剛 氏

㈱釧路新聞社

広告局広告部副部長 馬場 英樹 氏

釧路農業協同組合連合会

総務課係長 佐藤 歩 氏

8月 8日 第４回幹事会 4名

9月13日 ９月例会 8名

テーマ：図書館の在り方と本が変える人生

講 師：市立釧路図書館 館長 富澤 泰 氏

9月21日 第５回幹事会 8名

10月 6日 10月例会 14名

テーマ：子どものためにできること

報告者：北海道釧路明輝高等学校

教諭 山澤 諒 氏

テーマ：挑戦～人と違う道を行く～

報告者：㈱オイコス 代表取締役 森川 浩一 氏

10月17日 第６回幹事会 9名

11月14日 20周年記念講演（釧路地区会11月例会） 109名

テーマ：人間成長とやる気を引き出す現場教育を考える

～若者のやる気スイッチはどこにあるのか～

講 師：神戸大学 名誉教授 二宮 厚美 氏

11月24日 第７回幹事会 3名

12月12日 12月例会 37名

テーマ：大学生とのディスカッションから考える

(釧路公立大学中村ゼミ生との交流会）

2018年

1月18日 １月例会（映画鑑賞会＆新年会） 10名

映 画：チョコレート・ファイター

(プラッチャヤー・ピンゲーオ監督 2008年タイ）

講 師：釧路公立大学 学長 髙野 敏行 氏

1月22日 第８回幹事会 6名

2月15日 第９回幹事会 7名

3月 9日 ３月例会（幹部大学第８講） 19名

3月16日 第10回幹事会 5名

自主ゼミナール・同好会

［ノイズ倶楽部］

2017年

4月 5日 第11回総会 10名

5月17日 ビアパーティー第１回実行委員会 7名

6月16日 ビアパーティー第２回実行委員会 8名

7月18日 ビアパーティー第３回実行委員会 10名

8月 3日 ビアパーティー第４回実行委員会 12名

8月19日 ビアパーティー2017 242名

12月14日 ビアパーティー2017反省会＆望年会 12名

［ゴルフ同好会］

2017年

5月26日 ５月例会 15名

7月 1日 ７月例会 16名

8月19日 ８月例会 16名

10月21日 10月例会 14名

10月21日 納会 11名

2018年

3月14日 打合せ会議 3名

［ツーリングクラブ］

2017年

6月18日 ６月例会 11名

目的地：北見方面

7月30日 ７月例会 12名

目的地：裏摩周・斜里方面



9月24日 ９月例会 6名

目的地：足寄方面

11月11日 納会 7名

2018年

2月17日 新年交礼会 10名

共育・求人活動

［社員研修会］

2017年

7月19日 マナー＆コミュニケーション研修会 19名

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14日 先輩共育講座第１講 13名

テーマ：若者の意識の変化と教育の基本を考える

～なぜ、若手社員はやめるのか～

講 師：㈱三ツ輪商会

代表取締役相談役 岡本 憲明 氏

㈱マルエイ六峰社

代表取締役 廣中 孝宏 氏

㈲スズヤ書店

代表取締役社長 岸本真希人 氏

9月26日 先輩共育講座第２講 10名

テーマ：後輩から慕われる先輩になるには？

～後輩への接し方から学ぶ～

講 師：㈱コム 専務取締役 小川 睦子 氏

10月 2日 先輩共育講座第３講 7名

テーマ：若手社員のやる気を引き出す教育をどう進めるか

講 師：㈱トップオブ釧路

代表取締役社長 藤井 芳和 氏

10月12日 先輩共育講座第４講 9名

テーマ：どのような社員に育ってほしいのか

～同友会における社員教育の考え方～

講 師：北泉開発㈱ 常務取締役 曽我部元親 氏

2018年

2月 7日 入社３年未満講座第１講 10名

テーマ：自己紹介＆コミュニケーション力

講 師：釧路工業高等専門学校 教授 三島 利紀 氏

2月21日 入社３年未満講座第２講 10名

テーマ：伝統店の経営実践～地元だからこそ出来ること～

講 師：㈱山一佐藤紙店

代表取締役 佐藤公一郎 氏

3月 7日 入社３年未満講座第３講 10名

テーマ：SNSとの付き合い方

講 師：㈱サンエス・マネジメント・システムス

次長 斉藤 芳則 氏

3月14日 入社３年未満講座第４講 19名

テーマ：自社プレゼン大会 会社の強み、弱み

話題提供：北海道同友会くしろ支部釧路地区会共育委員

3月28日 入社３年未満講座第５講 11名

テーマ：チームを組んでの他社社長取材報告・修了式

［幹部大学］

2018年

1月19日 第１講（人間関係） 11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26日 第２講（釧路の歴史） 10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） 10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 9日 第４講（文学） 10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16日 第５講（環境学） 11名

テーマ：釧路を取り巻く自然環境

～私たちの住む街の自然～

講 師：猛禽類医学研究所 代表 齊藤 慶輔 氏

2月23日 第６講（キャリア論） 10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

3月 2日 第７講（経営分析） 11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 9日 第８講（総括） 11名

テーマ：中小企業の未来と私たちの課題

講 師：幹部大学同窓生幹事

3月23日 修了式 25名

［合同入社式］

2018年

3月27日 2018年合同入社式＆新入社員研修会（釧路会場）

19名

基調講演テーマ：会社が新入社員の皆さんに期待するもの

講 師：㈱プライムネス 代表取締役 八幡 好洋 氏

3月29日 2018年合同入社式＆若手社員研修会（別海会場）

8名

基調講演テーマ：会社が新入社員の皆さんに期待するもの

講 師：㈲ケイ・クリーンサービス

代表取締役 木嶋 悦寛 氏

［合同企業説明会］

2017年

5月18日 くしろ合同会社説明会（共催：釧路商工会議所）

275名

8月10日 釧路合同企業説明会（第３部） 36名

対象：中途求職者及び、UIターン希望者

8月24日 中標津合同企業説明会（共催：中標津町・中標津

町商工会・根室公共職業安定所・北海道同友会く

しろ支部南しれとこ地区会） 97名

［人材確保・定着促進事業］

2017年

8月10日 夏のUIJ ターン就職個別相談会 11名

8月10日 釧路合同企業説明会（第１部） 82名

対象：大学院、大学、短大、高専、専門学校、高校の来春

卒業予定者

12月15日

～16日

企業見学バスツアー＆大学生との懇談会 15名

企業見学先：北泉開発㈱、道の駅阿寒たんちょうの里、

鶴雅リゾート㈱

2018年

1月 2日 お正月のUIJ ターン就職個別相談会 7名

［女性スキルアップ再就職支援事業］

2017年

8月10日 釧路合同企業説明会（第２部） 33名

対象：女性求職者

8月28日 女性スキルアップ再就職支援講座 6名



(販売・営業スキル編）第１講

テーマ：オリエンテーション・ラッピングの実技指導

～自己紹介、性格診断～

講 師：北海道同友会くしろ事務所

事務局長 石戸谷和政

8月29日 女性スキルアップ再就職支援講座 6名

(販売・営業スキル編）第２講

テーマ：女性がいきいきと働くために

～３人の子育てと企業を両立させて～

講 師：㈱うつくしろ 代表取締役 相座 聖美 氏

8月30日 女性スキルアップ再就職支援講座 5名

(販売・営業スキル編）第３講

テーマ：お客様への好感度を高めるための身だしなみとカ

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

8月31日 女性スキルアップ再就職支援講座 6名

(販売・営業スキル編）第４講

テーマ：楽しく学ぶ販売デザイン力

～POP、キャッチコピー、販促物作成の基礎を学

ぶ～

講 師：濱野販促研究所 代表 濱野 綾香 氏

9月 1日 女性スキルアップ再就職支援講座 5名

(販売・営業スキル編）第５講

テーマ：「できる女性」と言われるマナー講座（基礎編）

講 師：㈱コム 専務取締役 小川 睦子 氏

9月 4日 女性スキルアップ再就職支援講座 4名

(販売・営業スキル編）第６講

テーマ：「できる女性」と言われるマナー講座（電話編）

講 師：㈱コム 専務取締役 小川 睦子 氏

9月 5日 女性スキルアップ再就職支援講座 4名

(販売・営業スキル編）第７講

テーマ：「できる女性」と言われるマナー講座（応用編）

講 師：㈱コム 専務取締役 小川 睦子 氏

9月 6日 女性スキルアップ再就職支援講座 4名

(販売・営業スキル編）第８講

テーマ：企業が期待する女性のちから～求める人材像～

講 師：㈲カーショップ・オモテ

代表取締役 表 共良 氏

㈱そよかぜ 代表取締役 宮﨑 結華 氏

㈱ジャパン・プランニング

常務取締役 安田 浩佑 氏

9月 7日 女性スキルアップ再就職支援講座 5名

(販売・営業スキル編）第９講

テーマ：再就職ガイダンス

講 師：北海道同友会くしろ事務所

事務局員 滝口 由美

講師派遣

2017年

6月13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

幹事 魚谷 直世 氏

（㈱ナオエー石油 代表取締役）

6月15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 荒木 正人 氏

（荒木塗装店 代表)


