
函 館 支 部

一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部 2013年度活動のまとめ（案）

2013年度

活動方針

１．知り合い、学び合い、援け合う活動を充実させよう

①全ての活動で参加者が「元気」になるテーマ設定・内容づくりを行います

②身近なテーマを取り上げ、気軽に何でも語れる学びの場づくりに取り組みます

③支部幹事会が地区会、委員会、部会の活性化に責任を持ち、連携した取り組みを行います

④新会員が馴染める場づくりに取り組みます

⑤より細やかな学び合い活動を推進するために、小グループ活動を実施します

経営課題をテーマに取り上げた例会、研究会を開催、会合数は335回になりました。同友会活動の柱である「経営指針」「社員教育」

をはじめ、「新エネルギー」や「食のブランド化」など地域のこれからを考えるテーマも取り上げました。

多様化する会員企業のニーズを受け、新たな学びの場となる６つの「小グループ活動」が立ち上がりました。よい会社・よい経営

者・よい経営環境の同友会の３つの目的を目指して、きめ細かく自主的な学び合い活動を展開しました。しかし、活動の周知が弱い、

新会員の積極的な参加に繫がっていない、という課題も見られました。新年度は、全ての会員が積極的に参加できる活動を推進する

ことが求められます。

2013年度

活動方針

２．地域活性化に向けた取り組みを展開しよう

①条例の意義の確認と発信の機会を積極的につくります

②農商工連携の取り組みを推進します

③新幹線開業に絡む地域活性化に向けた学習会を開催し、具体的な行動を模索します

2013年２月、函館支部は国から農商工連携支援機関の認定を受け、国内外の農商工連携の先進事例などを伺うセミナーや公設支援

機関の視察に取り組みました。その活動がきっかけとなり、函館支部会員が連携し新商品開発等に取り組む事業が、国の認定を受け

ることが出来ました。

マルメロの会が主催した北海道新幹線総合車両基地と（仮称）新函館駅の建設現場視察をはじめとして、北海道新幹線開業に絡む

様々な取り組みを学ぶ機会を設けてきました。しかし、具体的な行動を模索するという点は弱かったように感じられます。

「中小企業振興基本条例」を活かした地域振興の取り組みは、意義の再確認や発信する機会をあまり設けることが出来ませんでした。

2013年度

活動方針

３．道南に同友会運動の輪を広げよう

①支部設立45周年（2016年）までに会員組織率10％を目指します。そのためにも新たな地区会を立ち上げます

②自主的な活動を推進するためにも、「役員研修会」を開催します

③同友会理念、歴史を学ぶ学習会（仮称「同友会アカデミー」）を開催します

会員増強は８年連続の増加となり、会員組織率10％へ向けて着々と歩みを進めています。また、今年度は八雲地域での入会が増え、

地域からあてにされる同友会への期待がより一層高まっている実感を得ていますが、当初計画していた新たな地区会の立ち上げには

至りませんでした。

中小企業家同友会全国協議会の幹事長として全国の同友会運動を牽引する広浜泰久氏を招き、支部例会と連動した役員研修会を開

催。今後も役員のみならず会員、新会員の方々に同友会の理念・歴史・精神を学んでいただく機会をつくって参ります。

2013年度

活動方針

４．会員・地域からの期待に応える組織をつくろう

①事務局、役員が会員の声を聞き取る訪問活動を実施します

②組織のあり方の検討を行い、より活性化するための改革・組織づくりに取り組みます

③支部幹事会で活動方針のPDCAサイクル※を確認します

支部幹事会を中心に、組織のあり方の検討、より活性化するための改革・組織づくりへ向けた話し合いを進めました。あわせて活

動方針を PDCAサイクルで確認することで、役員・事務局が連携を密にし、会員・地域からの期待に応える組織づくりを推進するこ

とが出来ました。

※PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act cycle)は、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ

Plan（計画）：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する

Do（実施・実行）：計画に沿って業務を行う

Check（点検・評価）：業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する

Act（処置・改善）：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする



総会・幹事会

2013年

4月25日 第42回定時総会 134名

［四役会］

2013年

5月 2日 第１回四役会 9名

6月 3日 第２回四役会 6名

7月 2日 第３回四役会 7名

8月 6日 第４回四役会 5名

9月 3日 第５回四役会 7名

10月 1日 第６回四役会 5名

11月 6日 第７回四役会 6名

12月 2日 第８回四役会 5名

2014年

1月 6日 第９回四役会 5名

2月 3日 第10回四役会 8名

3月 4日 第11回四役会 4名

［幹事会］

2013年

4月16日 第13回幹事会 23名

4月25日 第１回幹事会 29名

5月 8日 第２回幹事会 20名

6月 5日 第３回幹事会 20名

6月28日 2013役員研修会 16名

問題提起テーマ：同友会運動の変遷と今日における同友

会・役員の役割

提起者：中小企業家同友会全国協議会

幹事長 広浜 泰久 氏

7月 3日 第４回幹事会 16名

8月 7日 第５回幹事会 17名

9月 4日 第６回幹事会 18名

10月 2日 第７回幹事会 17名

11月 7日 第８回幹事会 15名

12月 4日 第９回幹事会 16名

2014年

1月 8日 第10回幹事会 22名

2月 6日 第11回幹事会 19名

3月 6日 第12回幹事会 17名

専門委員会

［政策委員会］

2013年

6月12日 第１回委員会 9名

第４回業界懇談会（建設関連業）

ゲスト：戸沼岩崎建設㈱

会長 戸沼 平八 氏

青函電気㈱

社長 山下 堅一 氏

7月 4日 第２回委員会 6名

第５回業界懇談会（医療・福祉）

ゲスト： 道南勤労者医療協会

専務理事 沢田 敏幸 氏

7月25日 第３回委員会 9名

第６回業界懇談会（流通・商業）

ゲスト：キョーツー㈱

社長 藤山 幸伸 氏

ヒカリ通信機システム㈱

社長 久保 一夫 氏

8月29日 第４回委員会 7名

9月12日 第５回委員会 5名

10月23日 第６回委員会 4名

11月29日 第７回委員会 7名

学習会：函館市の現状 ～包括外部監査を通じて見えたも

の～

ゲスト：函館市包括外部監査人

公認会計士 鎌田 直善 氏

2014年

1月 7日 第８回委員会 6名

2月10日 「地方財政」勉強会 23名

学習会：函館市の現状 ～包括外部監査を通じて見えたも

の～

ゲスト：函館市包括外部監査人

公認会計士 鎌田 直善 氏

2月17日 第９回政策委員会 3名

3月18日 第10回政策委員会 4名

［共同求人・社員共育委員会］

2013年

5月 9日 第１回委員会 14名

6月11日 第２回委員会 10名

7月11日 第３回委員会 9名

8月 8日 第４回委員会 11名

9月12日 第５回委員会 7名

10月11日 第６回委員会 8名

11月12日 第７回委員会 10名

12月12日 第８回委員会 11名

2014年

1月16日 第９回委員会 11名

2月12日 第10回委員会 6名

3月13日 第11回委員会 8名

4月17日 第12回委員会 10名

［経営指針委員会］

2013年

7月10日 第１回委員会 3名

9月17日 第２回委員会 10名

10月18日 第３回委員会 6名

［組織・企画委員会］

2013年

4月 1日 第13回委員会 9名

4月15日 第14回委員会 10名

4月24日 第15回委員会 6名

5月13日 第１回委員会 9名

5月24日 2013新会員歓迎会 54名

6月12日 第２回委員会 10名

7月 5日 第３回委員会 10名

7月24日 第１回同友会に誘い隊 6名

8月 8日 第４回委員会 12名

9月 9日 第５回委員会 10名

9月11日 2013DOYU交流会第１回打合せ 8名

9月18日 第２回同友会に誘い隊（会員訪問活動） 6名

9月19日 第３回同友会に誘い隊（会員訪問活動） 4名

10月 3日 2013DOYU交流会第２回打合せ 4名

10月 9日 第６回委員会 7名

10月23日 第７回委員会 7名

11月 5日 第８回委員会 9名

11月19日 第９回委員会 13名

12月12日 第10回委員会＆望年会 11名



2014年

1月 8日 正副委員長打合せ 5名

1月22日 第11回委員会 14名

2月 4日 第12回委員会 11名

2月10日 第13回委員会 11名

2月18日 第14回委員会 7名

2月27日 第15回委員会 6名

3月14日 第16回委員会 5名

3月19日 第17回委員会 9名

3月27日 第18回委員会 5名

［DOYUパワーランチ］

2013年

7月18日 第13回DOYUパワーランチ 23名

テーマ：北海道新幹線開業に向けた現状と課題

話題提供：北海道新幹線新函館開業対策推進機構

幹事・事務局長 永澤 大樹 氏

（函館商工会議所地域振興課長）

9月26日 第14回DOYUパワーランチ 19名

テーマ：想いを伝えるためのボイストレーニング

話題提供：声と呼吸のレッスンスタジオ LOVE LIFE
 

LABO

代表 大貫万里子 氏

（ボイストレーナー）

2014年

3月 7日 第15回DOYUパワーランチ 15名

テーマ：2014年度税制改正のポイントについて

話題提供：函館税務署 第一部門ご担当者

［新しい仲間の会］

2013年

6月19日 第25回新しい仲間の会経営発表会 27名

発表者：兼平法律事務所

弁護士 兼平 誠也 氏

2013年入会>（弁護士業務）

報告者：㈱ポラリス

常務 織田 国男 氏

2013年入会>（温泉施設の経営及びコンサルタント業務）

8月27日 新しい仲間の会 第26回経営発表会 28名

発表者：Jonnyの手羽先

代表 内藤 望 氏

2012年入会>（惣菜販売）

㈱順工務店

専務 髙見 慎 氏

2011年入会>（建築一式工事及び大工工事、不動産業）

［道南みらい創造委員会］

2013年

4月22日 第６回ワールドカフェ in函館 24名

テーマ：いま、道南・函館に住んでいて一番心配なこと

5月13日 第１回委員会 9名

5月30日 第７回ワールドカフェ in函館 12名

テーマ：もし、百兆円あったら道南・函館でどう使う？

6月 7日 第２回委員会 7名

7月19日 第８回ワールドカフェ in函館 19名

テーマ：函館観光の未来を考えよう

8月27日 第９回ワールドカフェ in函館 24名

テーマ：函館（地元）の人が観光地を楽しむために何が出

来るか⁉

9月28日 シェアカフェ ～ワタシの函館地元飯～ 20名

テーマ：好きな、お薦めな食べ物を街に出て買ってみよう

2014年

2月21日 第３回委員会 5名

例会・特別企画

2013年

5月29日 ５月例会 30名

テーマ：誇りと情熱をもって会社地域を元気にしよう

～市場の変化と我社の対応。同友会で学び、企業

づくりの実践へ‼～

パネリスト：㈲鳥海

副社長 恩田 泰久 氏

戸沼岩崎建設㈱

相談役 戸沼 平八 氏

㈱にしざき事務所

社長 西﨑 康博 氏

㈲北海道・函館moomoo-taxi

社長 小川 司 氏

コーディネーター：㈱南北海道社中

社長 國分 晋吾 氏

6月20日 本多先生を囲む学習会 13名

テーマ：地場産食材の活用と新商品開発方法論 ～高付加

価値化で地域・企業を盛り上げる～

講師：酪農学園大学 食品流通学科（食品企画開発研究室）

教授 本多 芳彦 氏

（中小機構 北海道 経営支援アドバイザー）

6月28日 2013役員研修会 16名

テーマ：同友会運動の変遷と今日における同友会・役員の

役割

問題提起者：中小企業家同友会全国協議会

幹事長 広浜 泰久 氏

6月28日 ６月例会 92名

テーマ：「経営者の責任」から始まった「人を生かす経営」

～成熟業界でシェアを伸ばし、業界ナンバーワン

に～

報告者：㈱ヒロハマ

会長 広浜 泰久 氏

（中小企業家同友会全国協議会 幹事長）

7月26日 ７月例会（第６期経営指針研究会報告会） 48名

テーマ：損得よりも大切な物差しがある…心に正直な働き

方で仕事を創る ～お客様のために、私たち自身

のために、もう一歩前に上に～

講師：岩見沢液化ガス㈱

社長 渡辺美智留 氏

（南空知支部 幹事長）

第６期経営指針研究会修了生からの報告>

㈲サンキュウコンサルティング

社長 大橋 敏 氏

㈱吉田食品

社長 吉田 貴之 氏

㈱順工務店

専務 髙見 慎 氏

星組渡辺土建㈱

専務 渡辺 洋司 氏

8月23日 ８月例会（企業力向上セミナー） 77名

テーマ：チーム力でつかんだ全国549店の頂点 ～人は

チームで磨かれる～

報告者：㈲ルシル

社長 神崎 光枝 氏

9月25日 ９月例会 50名



テーマ：地域の可能性と中小企業の新しい仕事

域内経済循環を実現させる自然エネルギーの活用

講師：㈱NERC

センター長 大友 詔雄 氏

事例報告：道南圏での企業の取り組み、可能性と課題

１．㈱ハルキ（木質バイオマス・太陽光パネル）

課長 鈴木 正樹 氏

２．㈱佐々木総業（木質ペレット）

社長 佐々木俊司 氏

10月22日 10月例会 85名

テーマ：千年に一度の災禍を乗り越える、「共に生きる」企

業づくり、地域づくり ～地域・企業・雇用・暮

らしを守る為に問い続ける「何のための経営か」

～

講師：㈱高田自動車学校

社長 田村 滿 氏

（岩手同友会代表理事、気仙支部長）

11月26日 11月例会（DOYU交流会） 141名

［基調講演］

テーマ：同友会での学びと実践のサイクルが、社員と共に

つくる強い企業への歩みとなる

報告者：サンマルコ食品㈱

社長 藤井 幸一 氏

（北海道同友会副代表理事、札幌支部支部長）

［パネルディスカッション］

パネリスト：サンマルコ食品㈱

社長 藤井 幸一 氏

㈱アイズ

社長 高橋 泰助 氏

キョーツー㈱

社長 藤山 幸伸 氏

コーディネーター：㈲石川青果

社長 石川 千尋 氏

12月11日 12月例会 84名

テーマ：障がい者に「生きた証」をつくってあげたい ～障

がい者雇用で、「企業」・「人」が元気になる～

報告者：㈱リビングサプライ

社長 奈須野 益 氏

（札幌支部障害者問題委員会 副委員長）

2014年

1月28日 2014年新年交礼会 202名

テーマ：社員が主役の全社一丸経営で、人・車・地球を元

気にするメーカーへ ～科学性・社会性・人間性

を追及し、地域になくてはならない企業を目指す

～

㈱ヴィ・クルー

社長 佐藤 全 氏

（宮城同友会 副代表理事）

2月 4日 後継者育成セミナー 23名

テーマ：円滑に事業を承継し、会社をさらに発展させてい

くために後継者として取り組むべき事項や心構え

小川経営企画

代表 小川 孝二 氏

（中小企業診断士）

2月26日 ２月例会（2014地域活性化セミナー） 250名

テーマ：里山資本主義―日本経済は「安心の原理」で動く

㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員

㈱日本政策投資銀行 特任顧問

藻谷 浩介 氏

3月24日 ３月例会（道南食材ブランド化セミナー） 47名

テーマ：事例１：噴火湾パノラマパークに隣接『丘の駅』

は地元産品のブランド化を目指す

［報告者］八雲観光物産協会

会長 平野百合子 氏

テーマ：事例２：『みなみ北海道』の地域産品を 地域の

風土や生産者のこだわりを 届ける

［報告者］㈱ノーステック

社長 橋本 真一 氏

［道南 食・農 繁盛塾］

2013年

11月11日 道南 食・農 繁盛塾（前期）第１講 18名

テーマ：広がる農業と企業の連携 ～先進事例から学ぶ

講師：㈱GB産業化設計

社長 岩井 宏文 氏

11月21日 道南 食・農 繁盛塾（前期）第２講 16名

テーマ：地元食材を活用したお土産菓子の開発

講師：昭和製菓㈱

社長 田口 修 氏

12月 3日 道南 食・農 繁盛塾（前期）第３講 32名

テーマ：ご当地グルメのブランド化と地域活性化ビジネス

モデルの構築

講師：富士宮やきそば学会

会長 渡辺 英彦 氏

12月16日 道南 食・農 繁盛塾（前期）第４講 23名

テーマ：持続可能な農業と土づくりから生まれる「日本一

のかぼちゃ」

講師：㈱みよい

社長 明井 清治 氏

2014年

1月20日 道南 食・農 繁盛塾（前期）第５講 38名

テーマ：売れる商品・サービスを創る

講師：㈱オフィス内田

会長 内田 勝規 氏

2月 3日 道南 食・農 繁盛塾（後期）第１講 15名

テーマ：首都圏へ道南食材の魅力を届ける

講師：㈱ヨコハマトレーディング

会長 大沼 史明 氏

2月14日 道南 食・農 繁盛塾（後期）第２講 10名

テーマ：連携による高付加価値農業モデルを構築

講師：農業生産法人㈲西神楽夢民村・㈱北海道夢民村

社長 島 秀久 氏

3月 4日 道南 食・農 繁盛塾（後期）第３講 22名

テーマ：農家の５代目が仕掛けるダイレクトマーケティン

グ戦略

講師：寺坂農園㈱

社長 寺坂 祐一 氏

地区会

［檜山地区会］

2013年

6月26日 第18回定時総会 21名

テーマ：中小企業の現状と地域金融機関の役割

講師：江差信用金庫

理事長 藤谷 直久 氏

7月 9日 第１回幹事会 3名

11月15日 第２回幹事会 3名

12月18日 望年例会 11名

ゲスト：函館支部長 高橋 泰助 氏



2014年

2月20日 ２月例会「檜山会議」 19名

テーマ：北海道新幹線開業を見据えた地域の活性化

講師：檜山振興局

局長 立花 謙二 氏

［駒ケ岳・大沼地区会］

2013年

4月17日 ４月例会 12名

テーマ：新年度の予算と執行について ～私が目指すマチ

づくり～

報告者：森町長 梶谷 惠造 氏

6月18日 ６月例会 6名

テーマ：真心一筋 食への追求 ～私の履歴書～

報告者：㈲マルイチ上平水産

社長 上平 久 氏

7月23日 ７月例会 10名

テーマ：『アベノミクス』の検証と道南経済の展望

報告者：日本銀行函館支店

支店長 中川 忍 氏

11月25日 11月例会 10名

テーマ：森町の魅力と安らぎの発信基地として

報告者：㈲丸に武蔵商店

常務 武蔵 和正 氏

12月20日 望年例会 10名

話題提供：㈱岩島商店

社長 岩島 隆幸 氏

2014年

2月20日 ２月例会 10名

テーマ：安心・安全な食肉の安定供給を目指して

報告者：名北ミート㈱

製造部長 石川 隆二 氏

［松前地区会準備会］

2013年

10月29日 松前地区 講演会 32名

テーマ：北海道新幹線と成長戦略

報告者：日本銀行函館支店

支店長 中川 忍 氏

部会・研究会

［青経未来塾］

［塾頭会・総会］

2013年

4月 2日 第11回塾頭会 19名

4月 9日 第９回定時総会 57名

4月30日 二役会 5名

5月14日 第１回塾頭会 13名

6月11日 第２回塾頭会 14名

7月 9日 第３回塾頭会 11名

8月 9日 第４回塾頭会 9名

9月10日 第５回塾頭会 9名

10月 8日 第６回塾頭会 12名

11月12日 第７回塾頭会 11名

12月 5日 二役会 4名

12月10日 第８回塾頭会 11名

2014年

1月14日 第９回塾頭会 12名

2月10日 第10回塾頭会 11名

2月25日 二役会 3名

3月11日 第11回塾頭会 7名

［例会］

2013年

7月25日 ７月例会 29名

テーマ：同友会をよく知り、活用しよう ～Part2～

同友会活動の人育ての原点、共同求人・社員共育

活動について

話題提供：㈱大竹商店

社長 大竹 昌尚 氏

（共同求人・社員共育委員会 委員長）

函館蔦屋書店㈱

國分 晋吾 氏

（共同求人・社員共育委員会 委員）

幹部大学卒業生の発表

㈱アイズ 大友 礼子 氏

（第28期卒）

㈲ガーディアン美警 堀抜 享 氏

（第27期卒）

㈱大竹商店 上田 武央 氏

（第26期卒）

10月15日 10月例会（地域活性化に向けた青年団体交流ディ

スカッション） 80名

テーマ：アニメ・ゲーム音楽業界 シェアNo.1企業の経

営戦略から経営・町おこしのヒントを探る

講師：㈱ランティス

取締役 櫻井 優香 氏

経営企画・海外担当 野村心之介 氏

11月15日 全道青年部・後継者部会交流会 in小樽 15名

12月17日 『望』年例会（12月例会） 45名

第１部：2013年に新しく社長に就任された塾生の方のス

ピーチ

スピーチ：㈲北村自工

社長 北村 雄治 氏

㈱中電設工事

社長 中野 英 氏

㈲フォトスタジオさとう

社長 佐藤 喬 氏

㈱ミュートネット

社長 市村 淳一 氏

第２部：クリスマス・チャリティーオークション

2014年

3月 7日 ３月例会 21名

テーマ：組織の活性化とは ～函館蔦屋書店の組織論から

学ぶ実践術～

話題提供：函館蔦屋書店㈱

社長 梅谷 知宏 氏

［グループ学習会］

［Ａグループ］

2013年

5月21日 Ａグループ第１回学習会 7名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

6月18日 Ａグループ第２回学習会 6名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

7月16日 Ａグループ第３回学習会 7名

テーマ：函館の魅力を知り、函館の未来を創造する

話題提供：㈱道南工業 七飯工場

常務 小川 聡 氏

（道南みらい創造委員会 委員）

8月20日 Ａグループ第４回学習会 7名

テーマ：雇用に係る助成金について ～㈲ガーディアン美



警の事例～

話題提供：㈲ガーディアン美警

マネージャー 堀抜 享 氏

9月17日 Ａグループ第５回学習会 4名

テーマ：SWOT分析について

10月28日 Ａグループ第６回学習会 4名

テーマ：「LED照明」の導入効果等について ～導入によ

る「コスト削減」と「正しい選び方」～

話題提供：㈱ジョイワン

社長 加藤 省吾 氏

（照明学会認定 照明コンサルタント）

11月20日 Ａグループ第７回学習会 10名

テーマ：「函館蔦屋書店」とは ～地域とともに「人と人、

人と文化をつなぐ場」がコンセプト～

話題提供：函館蔦屋書店㈱

社長 梅谷 知宏 氏

國分 晋吾 氏

12月26日 Ａグループ第８回学習会 3名

テーマ：チームの生産性をアップさせよう

2014年

1月30日 Ａグループ第９回学習会 6名

テーマ：チーム（組織）づくりとコミュニケーションにつ

いて

話題提供：㈱Flair Consulting

社長 橋口 奈央 氏

3月26日 Ａグループ第10回学習会 4名

テーマ：一人ひとりのやりがいを見出す強いチームの作り

方

話題提供：㈲ルシル

社長 神崎 光枝 氏

［Ｂグループ］

2013年

5月20日 Ｂグループ第１回学習会 7名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

6月17日 Ｂグループ第２回学習会 5名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

7月23日 Ｂグループ第３回学習会 8名

テーマ：中小企業が知っておくべき情報セキュリティ対策

話題提供：㈱ミュートネット

社長 市村 淳一 氏

8月19日 Ｂグループ第４回学習会 5名

テーマ：高齢化と食事 介護食品・治療食品を知る

講師：キッセイ薬品工業㈱

参事 斎藤 良 氏

9月17日 Ｂグループ第５回学習会 4名

テーマ：人事労務の現場でのトラブル事例等について

講師：ささき社労士事務所

特定社会保険労務士 佐々木 崇浩 氏

10月21日 Ｂグループ第６回学習会 7名

テーマ：経営者とは？ 経営者になるとは？

11月18日 Ｂグループ第７回学習会 8名

テーマ：給与明細を見れば会社が分かる

講師：とのさき社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 外崎 晋也 氏

12月 9日 Ｂグループ第８回学習会 9名

テーマ：2013年を振り返り、2014年を明るく展望する

～各社の近況報告を語り合い、2014年に向けた英

気を養おう ～

2014年

1月21日 Ｂグループ第９回学習会 5名

テーマ：保険のイロハについて ～生命（損害）保険の基

礎を学び、各社の経営に役立てよう～

講師：㈱ハートフル

社長 木村 勇人 氏

2月24日 Ｂグループ第10回学習会 7名

テーマ：会社を支える社員の教育について

話題提供者：ファムファタール

マネージャー 中濱 昭二 氏

㈱サンズコーポレーション

部長 矢田 項一 氏

3月10日 Ｂグループ第11回学習会 5名

テーマ：モバイル端末のビジネスシーンでの活用術

話題提供：ブロードコミュニケーション㈲

久保 純 氏

［Ｃグループ］

2013年

5月16日 Ｃグループ第１回学習会 9名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

6月13日 Ｃグループ第２回学習会 6名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

7月18日 Ｃグループ第３回学習会 11名

テーマ：コミュニケーションの現場の悩みとツールの紹介

話題提供：㈱アルティスタ

社長 進藤 学 氏

成田さゆり 氏

8月 8日 Ｃグループ第４回学習会 8名

テーマ：なぜ、資金繰りが必要なのか？

話題提供：㈱ハンダ

相談役 山村 憲司 氏

9月13日 Ｃグループ第５回学習会 11名

テーマ：各社のコミュニケーションの現場での課題と悩み

を話し合おう。

10月 4日 Ｃグループ第６回学習会 8名

テーマ：人事労務の現場でのトラブル事例等について

講師：ささき社労士事務所

特定社会保険労務士 佐々木 崇浩 氏

11月13日 Ｃグループ第７回学習会 6名

テーマ：最近、私の会社ではこんなことしてます 座談

会 ～社員共育、助成金、事業承継、節税対策な

ど各社の取り組み等～

12月 4日 Ｃグループ第８回学習会 10名

テーマ：催事販売と新商品開発について ～商談から販売

まで営業活動のポイントや商品開発の苦労話など

～

話題提供：昭和製菓㈱

常務 田口 輝 氏

2014年

1月24日 Ｃグループ第９回学習会 6名

テーマ：「声」のコミュニケーショントレーニング術

講師：声と呼吸のレッスンスタジオ LOVE LIFE LABO

代表 大貫 万里子 氏

2月17日 Ｃグループ第10回学習会 9名

テーマ：中国人バイヤーから学ぶ、日本と中国のビジネス

事情 ～中国から見た日本、そして、道南・函館

とは～

3月15日

～16日

Ｃグループ第11回一泊学習会 10名



テーマ：商売とは何が大切か～2013年度学習会の総括～

［Ｄグループ］

2013年

5月 9日 Ｄグループ第１回学習会 9名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

6月13日 Ｄグループ第２回学習会 5名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

7月11日 Ｄグループ第３回学習会 7名

テーマ：企業内での節税対策について

話題提供：㈲建築設計セリオ

取締役 若山 正人 氏

8月 8日 Ｄグループ第４回学習会 8名

テーマ：相続と事業継承について

講師：㈱ハートフル

社長 木村 勇人 氏．

9月12日 Ｄグループ第５回学習会 8名

テーマ：SWOT分析について学ぶ

10月10日 Ｄグループ第６回学習会 9名

テーマ：コーチングについて学ぶ

11月21日 Ｄグループ第７回学習会 9名

テーマ：雇用のミスマッチはなぜ起こってしまうのか

～学生（就職希望者）と企業の間にある価値観の

違いについて～

12月 5日 Ｄグループ第８回学習会 11名

テーマ：2013年を振り返り、2014年を明るく展望する

発表者：㈲山矢自動車用品

山矢 譲 氏

㈲五光

部長 堀 哲也 氏

2014年

1月 9日 Ｄグループ第９回学習会 6名

テーマ：コミュニケーションについて学ぶ

2月13日 Ｄグループ第10回学習会 6名

テーマ：経営戦略を考える

3月26日 Ｄグループ第11回学習会 11名

テーマ：今年度の総括

［Ｅグループ］

2013年

5月20日 Ｅグループ第１回学習会 11名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

6月17日 Ｅグループ第２回学習会 10名

内容：互いを知り合う紹介シートの発表

7月16日 Ｅグループ第３回学習会 8名

テーマ：会社の会議を変える ～新入社員が発言しやす

い会議の進め方を学びましょう～

8月19日 Ｅグループ第４回学習会 7名

テーマ：様々な「保険」の内容と仕組みについて ～保険

に関する、疑問質問にズバリお答えいたします～

話題提供：㈱タカダ

社長 高田 真樹 氏

9月17日 Ｅグループ第５回学習会 6名

テーマ：顧客増加につなげるお客様とのグッドコミュニ

ケーション

話題提供：㈲フォトスタジオさとう

社長 佐藤 喬 氏

10月18日 Ｅグループ第６回学習会 8名

テーマ：SWOT分析について学ぶ

話題提供：㈱ミュートネット

社長 市村 淳一 氏

（ITコーディネーター・青経未来塾Ｂグループ）

11月18日 Ｅグループ第７回学習会 7名

テーマ：様々な「保険」の内容と仕組みについて Part2

～損害保険に関する、疑問質問にズバリお答えい

たします～

話題提供：㈱タカダ

社長 高田 真樹 氏

12月16日 Ｅグループ第８回学習会 8名

第１部学習会：知り合うシートの発表

第２部望年会：2013年の振り返りと新年への決意を語り

合おう

2014年

1月20日 Ｅグループ第９回学習会 10名

テーマ：今さら聞けないマナーチェック ～場面に適した

マナーを学び、スキルアップを目指そう ～

2月20日 Ｅグループ第10回学習会 5名

テーマ：「ポイント活用術」による経費削減について

話題提供：ブルーコンピュタ 代表 田中 勝也 氏

テーマ：消費増税による影響と企業内対応について

話題提供：㈱村上商店 常務 石垣 孝尚 氏

3月18日 Ｅグループ第11回学習会 5名

テーマ：2013年度のまとめ

［女性部会マルメロの会］

2013年

4月11日 第21回定時総会 22名

テーマ：私のまちづくり

発表者：七飯町

町長 中宮 安一 氏

5月 9日 ５月世話人会 9名

6月 2日 ６月例会（大間町視察・第２グループ担当）

9名

6月10日 ６月世話人会 9名

7月 2日 ７月例会 26名

北海道新幹線総合車両基地＆（仮称）新函館駅 建設現場

視察会

7月 9日 ７月世話人会 8名

8月21日 ８月世話人会 9名

9月17日 ９月世話人会 8名

9月30日 ９月例会（函館市長 工藤寿樹さんを囲む懇談会）

11名

10月16日 10月世話人会 7名

11月13日 11月例会 4名

開設120周年を迎えた日本銀行函館支店の見学と中川支店

長との懇談会

11月18日 11月世話人会 7名

12月 9日 12月世話人会 5名

2014年

2月 3日 ２月世話人会 9名

2月12日 ２月例会 8名

テーマ：地域とともに「生きる力を育む」食育活動 ～人

と人をつなぐ「食」への感動と感謝～

報告者：北海道函館盲学校

栄養教諭 門馬 則子 氏

（北海道学校栄養士協議会 副会長）

3月14日 函館盲学校バイキング給食 5名

3月14日 ３月世話人会 6名

［AP北海道］

2013年

4月10日 第24回例会 18名



6月11日 第25回例会 12名

7月 2日 第26回例会 10名

7月19日 農場見学会 11名

訪問先：くまさんファーム（熊倉さん）→さわやかふぁー

む（吉田さん）→みくるファーム今農園（今さん）

→谷観光農場（谷さん）→ついき農園（築城さん）

8月20日 第27回例会 11名

9月12日 第28回例会 11名

10月 1日 第29回例会 16名

10月17日 第30回例会 18名

10月27日 第２回AP北海道収穫祭 in同友会食べマルシェ

1000名

11月14日 第31回例会 12名

12月 7日 第２回AP北海道収穫祭打ち上げ＆望年会（第６

回地域交流研究会合同） 27名

2014年

1月 9日 三役会 4名

2月18日 第32回例会 15名

3月20日 第４回定時総会 14名

［共育倶楽部］

2013年

4月18日 第10回幹事会 9名

5月17日 第１回幹事会＆幹事交流会 11名

6月14日 第２回幹事会 10名

6月26日 ６月例会 31名

テーマ：わが社の人の育て方、磨き方

発表者：㈱アイズ ヌーボー店

ディレクター 渋谷 聡一 氏

（第16期）

㈱五島軒

本店営業課長 枡本 選司 氏

（第27期）

㈱タザキトーヨー住器

取締役工事課長 山崎 昭義 氏

（第23期）

函館電子㈱

課長 坂本 記康 氏

（第20期）

7月11日 第３回幹事会 8名

7月18日 ７月例会 22名

テーマ：幹部大学での学びを現場（企業）でどのように活

かすか ～私の挑戦と課題～

報告者：㈱函館酪農公社 デザート製造課

チーズ担当 加藤 久 氏

（第28期）

㈱魚長食品 はこだて海鮮市場

統括店長 青山 歩 氏

（第27期）

道南ドリンコ㈱奥田 函館支店

課長 祖濵 彰太 氏

（第26期）

8月19日 第４回幹事会 8名

9月10日 第５回幹事会 9名

9月20日 親睦ミニバレーボール（９月例会） 17名

10月 8日 第６回幹事会 8名

11月 5日 第７回幹事会 7名

11月30日 『望』年例会 13名

2014年

1月17日 第８回幹事会 9名

2月21日 第９回幹事会 6名

2月27日 ２月例会＆第29期幹部大学第８講 35名

テーマ：インタビューから学ぼう ～質問や傾聴のスキル

を身につける～

3月10日 第10回幹事会 7名

3月17日 ３月例会 13名

テーマ：新しい仲間（新入・中途社員）の受入体制と活躍

できる職場づくり

発表者：㈱魚長食品 事業開発部長 佐々 聖 氏

（第17期）

㈱タザキトーヨー住器 営業 宇美 誠 氏

（第28期）

㈲鳥海 班リーダー 内田 景子 氏

（第24期）

［幹部大学］

2013年

4月12日 第28期幹部大学卒業レポート発表会 25名

4月23日 第28期幹部大学卒業式＆第27回共育倶楽部定時

総会 57名

2014年

1月10日 第29期幹部大学入学式＆第１講 35名

テーマ：幹部大学基礎講座・チーム発表

講師：函館蔦屋書店㈱

國分 晋吾 氏

1月15日 第29期幹部大学第２講 24名

テーマ：科学的なものの見方と考え方 ～仮説と実験・実

践で未来を切り拓く～

講師：北海道教育大学函館校

教授 田中 邦明 氏

1月22日 第29期幹部大学第３講 28名

テーマ：函館学を学ぶ 函館の過去・現在・未来

講師：函館工業高等専門学校

准教授 奥平 理 氏

1月28日 第29期幹部大学第４講 26名

テーマ：学ぶを学ぶ

講師：公立はこだて未来大学

特任准教授 椿本 弥生 氏

2月 5日 第29期幹部大学第５講 29名

テーマ：職場のメンタルヘルス ～コミュニケーションと

自己表現～

講師：函館カウンセリングオフィス

代表・産業カウンセラー 川村 佳子 氏

2月12日 第29期幹部大学第６講「企業見学会」 7名

見学先：㈱魚長食品

2月13日 第29期幹部大学第６講「企業見学会」 11名

見学先：㈱函館酪農公社

2月14日 第29期幹部大学第６講「企業見学会」 6名

見学先：キョーツー㈱

2月19日 第29期幹部大学第７講 28名

テーマ：経営者から学ぶパネルディスカッション

パネリスト：㈱シンプルウェイ

社長 阪口あき子 氏

㈲鳥海

副社長 恩田 泰久 氏

㈱ミュートネット

社長 市村 淳一 氏

コーディネーター：函館蔦屋書店㈱

國分 晋吾 氏

3月 5日 第29期幹部大学第９講 32名



テーマ：話して越えよう自分の限界 殻を破るボイトレ

ワーク

講師：声と呼吸のレッスンスタジオ LOVE LIFE LABO

代表 大貫 万里子 氏

3月 8日 第29期幹部大学第10講一泊研修会 28名

テーマ：１．自己分析

２．チーム課題

講師：函館蔦屋書店㈱

國分 晋吾 氏

㈱たいせつ

社長 田村 隼人 氏

3月12日 第29期幹部大学第11講 25名

テーマ：チーム課題練習

講師：函館蔦屋書店㈱

國分 晋吾 氏

3月20日 第29期幹部大学第12講 50名

テーマ：チーム課題発表会

3月26日 第29期幹部大学第13講 25名

テーマ：まとめ

講師：函館蔦屋書店㈱

國分 晋吾 氏

［道南観光研究会］

2013年

4月18日 ４月例会 5名

5月15日 ５月例会 4名

6月17日 ６月例会 6名

7月19日 北斗市産業観光体験ツアー 29名

男爵資料館見学・太平洋セメント上磯工場＆峩朗鉱山

7月30日 ７月例会 9名

9月21日 函館市産業観光体験ツアー 15名

函館山要塞跡地・大門昭和ノスタルジックツアー

12月18日 望年例会 11名

2014年

2月23日 第16回カキVSニラまつりツアー 28名

［はこだてスローフード研究会］

2013年

4月 2日 下野先生感謝の集い 19名

7月 8日 第１回学習会 20名

テーマ：地域振興策としての「はこだて恋苺」

話題提起者：リュド・フレイズ㈱

常務 小堤 文郎 氏

9月14日 第２回学習会 24名

貸切バスで行く収穫の秋 「AP北海道」の取り組みを現

地視察

しみず農園（北斗市、特選米、ふっくりんこ）→みよい農

園（森町、かぼちゃ）→みやご果樹園（七飯町、果樹）

2014年

1月17日 第３回学習会 13名

テーマ：深谷シェフのお話と美味しい料理から渡島半島の

可能性と未来を考える夕べ

話題提供者：レストラン・バスク

オーナーシェフ 深谷 宏治 氏

3月12日 第４回学習会 10名

テーマ：宮川シェフのお話と美味しい料理から渡島半島の

可能性と未来を考える夕べ

話題提供者：㈱クレア

社長 宮川 朝広 氏

（中国料理＆彩風塘厚沢部・函館昭和 オーナーシェフ）

［経営指針研究会］

2013年

4月15日 第６期経営指針研究会第12講 3名

内容：「経営方針」「自社の経営分析」の発表

発表者：渡辺さん

4月22日 第６期経営指針研究会第13講 7名

内容：１．「経営戦略をつくる」

5月22日 第６期経営指針研究会第14講 5名

内容：２．「経営戦略をつくる」

5月27日 第６期経営指針研究会第15講 10名

テーマ：「金融円滑化法出口対策と経営計画」

講師：北海道銀行函館支店

副支店長 竹村 保彦 氏

6月20日 第６期経営指針研究会第16講 6名

内容：外部環境分析・自社事業分析・経営戦略を考える

発表者：大橋さん、髙見さん

2014年

1月14日 第７期経営指針研究会オリエンテーション・第１

講 11名

内容：１．自社の紹介＆自己紹介

２．講演「経営指針研究会に参加して」（第６期経営

指針研究会卒業生より報告）

報告者：㈲サンキュウコンサルティング

社長 大橋 敏 氏

2月 1日 第７期経営指針研究会第２講 10名

内容：中同協の『労使見解』に学ぶ

2月27日 第７期経営指針研究会第３講 7名

内容：「経営理念」とは⑴

3月11日 第７期経営指針研究会第４講 11名

内容：「経営理念」とは⑵

発表者：山田さん、葛西さん

３月21日

～22日

第７期経営指針研究会一泊研修会 13名

内容：「経営理念作成シート」、「わが社の略年史」を用いて

の経営理念の作成と討論

［よい会社研究会］

2013年

7月11日 第１回学習会 4名

話題提供：㈱青函設備工業

会長 斎藤 光子 氏

9月11日 第２回学習会 9名

話題提供：㈱函館酪農公社

相談役 金子 隆 氏

11月28日 第３回学習会 4名

テーマ：中小企業における労使関係の見解（略称；労使見

解）の読み合わせ、意見交換

2014年

1月23日 第４回学習会 4名

テーマ：中小企業における労使関係の見解（略称；労使見

解）の読み合わせ、意見交換

3月13日 第５回学習会 3名

内容：2013年度活動のまとめ

［経営いろは塾］

2013年

7月17日 第１講 11名

テーマ：失敗しない会社経営

報告者：㈱にしざき事務所

社長 西﨑 康博 氏

9月18日 第２講 9名



テーマ：私の経験をもとに語る「資金計画と資金計画のイ

ロハ」

報告者：㈱にしざき事務所

社長 西﨑 康博 氏

11月20日 第３講 8名

テーマ：会社経営で必要な数字の基礎

報告者：とのさき社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 外崎 晋也 氏

2014年

1月15日 第４講 7名

テーマ：職場トラブル解決の基礎

報告者：青函電気㈱

社長 山下 堅一 氏

3月19日 第５講 9名

テーマ：よりよい労使関係のあり方

問題提起者：函館インフォメーション・ネットワーク㈱

社長 木村由香里 氏

［地域交流研究会］

2013年

7月 1日 第１回研究会 4名

7月18日 函館ペリーボート競漕出展者説明会 8名

8月 4日 函館港まつり協賛 函館ペリーボート競漕 出展

イベント 15社

8月22日 第２回研究会 10名

9月18日 第３回研究会 7名

10月10日 第４回研究会 8名

10月17日 第５回研究会 5名

2014年

1月23日 第６回研究会 7名

2月28日 第７回研究会 7名

3月13日 第８回研究会 5名

［IT活用研究会］

2013年

7月19日 第１回研究会 4名

9月18日 第２回研究会 3名

10月 9日 第３回研究会 5名

11月13日 第４回研究会 3名

2014年

1月15日 第５回研究会 5名

3月19日 第６回研究会 3名

［連携研究会］

2013年

8月21日 産学官連携研究会HoPEと連携研究会の合同例

会 38名

テーマ１：メタボが気になる貴方へ ～産学官連携から

生まれた函館産アカモクを使った世界初のサプ

リメント～

報告者：㈱ノース技研

社長 布村 重樹 氏

テーマ２：学生＆企業から生まれた『萌＆函館商品開発プ

ロジェクト』 ～学生とのコラボビジネスの可

能性と課題～

報告者：㈱蝦夷貿易

社長 高橋 和将 氏

活動紹介：知的財産活用について ～日本弁理士会北海道

支部の活動紹介～

報告者：日本弁理士会北海道支部長

弁理士 佐川 慎悟 氏

北海道総合政策部科学技術振興課

課長 志田 篤俊 氏

7月22日 第１回研究会 7名

テーマ：道南から世界へ 小さなものづくり企業の挑

戦‼

報告者：㈲パテントワークス

社長 笠井 文雄 氏

2014年

2月 4日 北海道立工業技術センター見学会 21名

［障がい者問題研究会］

2013年

8月28日 第１回研究会 7名

10月10日 第２回研究会 10名

11月11日 第３回研究会 9名

12月16日 第４回研究会 8名

2014年

1月23日 第５回研究会 4名

2月26日 第６回研究会 3名

共育・求人活動

2013年

6月13日 函館地域合同企業説明会 160名

6月19日 新入社員３カ月目研修 27名

内容１：いま一度確認しよう ビジネスマナー（挨拶・

応対から文書作成まで）

講師：ネッツトヨタ函館㈱

課長 村上 隆一 氏

内容２：新入社員に求められる職場でのコミュニケーショ

ンスキル（忙しい上司や先輩からどのように仕事

を教わり、自己の成長につなげるか）

講師：㈱南北海道社中

社長 國分 晋吾 氏

7月23日 第１回採用に関する学習会 8名

ゲスト：㈱リクルートキャリア新卒事業本部

北海道グループマネージャー 平澤 義博 氏

9月 5日 学校と企業の就職情報懇談会 21名

昨今の就労実態等について

報告：ネッツトヨタ函館㈱

課長 村上 隆一 氏

進学・就職の状況について

報告：北海道大野農業高校

進路指導主事 高畑 浩二 氏

9月19日 中堅社員のためのフォローアップ研修会 14名

問題提起者：㈲鳥海

取締役 澤田 幸大 氏

10月16日 部下を持つ人のための研修会 15名

11月 6日 部下のやる気を引き出すコミュニケーション講座

第１講 26名

講師：㈲フェイスアップ

社長 飯野 智子 氏

（ホテルショコラ函館 総支配人）

11月13日 部下のやる気を引き出すコミュニケーション講座

第２講 25名

講師：㈲フェイスアップ

社長 飯野 智子 氏

（ホテルショコラ函館 総支配人）

11月22日 学校と企業の就職情報懇談会 22名

12月 7日 函館大学主催業界研究会

12月22日 北海道大学水産学部・水産科学院主催合同企業セ

ミナー



2014年

2月 6日 新入社員フォローアップ研修会 26名

テーマ：先輩が語る「理想と現実のギャップ」と自分の成

長

報告者：ホンダカーズ南北海道㈱

営業 青木 夕華 氏

（２年目）

昭和製菓㈱

事務 佐藤 真澄 氏

（５年目）

3月28日 2014年合同入社式＆新入社員研修会 18社 38名

テーマ：共に社会で働く皆さんへ―社会人の先輩として贈

る言葉

講師：㈱吉田食品

社長 吉田 貴之 氏

研修１：「報告」「連絡」「相談」は必ず実践しよう

ネッツトヨタ函館㈱

次長 村上 隆一 氏

研修２：社員マナー教室 ～執務姿勢とビジネス電話を学

ぼう～

㈳北海道中小企業家同友会

事務局員 佐合 恵 氏

講師派遣

2013年

4月10日 北海道函館水産高校平成25年度インターンシッ

プオリエンテーションにおける講話

一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部

事務局員 松田 竜二

5月10日 北海道檜山北高校「職業理解」講演会

一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部

事務局員 松田 竜二

8月10日 平成26年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補

者選考検査（第二次検査）に係る面接員

とのさき社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 外崎 晋也 氏

キャリアサポート函館

代表 宮腰 光男 氏

11月19日 キャリア教育授業「社会人との対話集会」

一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部

事務局員 松田 竜二

11月25日 函館大谷短期大学社会人特講

㈱M.FIND

社長 近藤 舞子 氏

木古内町役場

産業経済課 中山花乃子 氏

（Ｂ・Ｏ・Ｆ 若者による木古内町地域活性化団体 事務局）

11月30日 平成25年度青年研修事業 ミャンマー「地域にお

ける中小企業振興コース」

テーマ：誇りと情熱をもって会社・地域を元気にしよう

㈳北海道中小企業家同友会函館支部

事務局長 佐々木靖俊

2014年

1月21日 函館市障がい者雇用支援セミナー

テーマ：障がい者雇用のすすめ

㈱シンプルウェイ

社長 阪口あき子 氏

㈲マルトミ松前商店

社長 松前 富弥 氏

3月 7日 北海道立函館高等技術専門学院業界講話

テーマ：企業が望む人材

㈳北海道中小企業家同友会函館支部

事務局長 佐々木靖俊

その他

2013年

5月30日 ジョブカフェ・ジョブサロン函館連絡会議

佐々木靖俊事務局長

5月30日 平成25年度 北海道求職者就職支援センター函

館連絡会議

佐々木靖俊事務局長

7月 9日 平成26年３月新規高等学校卒業者に係る求人要

請

共同求人・社員共育委員会 大竹昌尚委員長、中島明副委

員長、佐々木靖俊事務局長

8月21日 はこだて男女共同参画フォーラム第１回運営会議

女性部会マルメロの会

世話人 阿部 節子 氏

9月26日 はこだて男女共同参画フォーラム第２回運営会議

女性部会マルメロの会

世話人 阿部 節子 氏

10月29日 障がい者フォーラム第１回実行委員会

障がい者問題研究会 恩田泰久会長、阪口あき子副会長、

松田竜二事務局員

11月 5日 渡島管内新規高卒者就職支援戦略会議

佐々木靖俊事務局長

11月28日 障がい者フォーラム第２回実行委員会

障がい者問題研究会 恩田泰久会長、阪口あき子副会長、

松前富弥副会長、松田竜二事務局員

11月29日 平成25年度第１回 函館市労働問題懇談会

松田竜二事務局員

12月 3日 平成26年３月新規高等学校卒業予定者の採用枠

拡大に係る求人要請

佐々木靖俊事務局長

12月19日 はこだて男女共同参画フォーラム第３回運営会議

女性部会マルメロの会

世話人 阿部 節子 氏

2014年

1月17日 障がい者フォーラム第３回実行委員会

障がい者問題研究会 恩田泰久会長、阪口あき子副会長、

松田竜二事務局員

2月 7日 平成26年３月新規高等学校卒業者予定者の雇用

促進に係る求人要請

高橋泰助支部長

2月12日 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運

営協議会函館職業能力開発促進センター部会 第

２回

佐々木靖俊事務局長

2月27日 平成25年度第２回 キャリア教育地域サポート

会議

佐々木靖俊事務局長

3月 3日 平成25年度 渡島地区少子化対策圏域協議会

佐々木靖俊事務局長

3月 7日 地域資源活用型ハンズオン支援事業に係る報告会

佐々木靖俊事務局長



一般社団法人北海道中小企業家同友会函館支部(’95年11月～
2013年１月) (2013年) (2014年)

開始時からの合計 ３月 ５月 ７月 ９月 11月 １月 累計

新聞 165,675 910 960 870 1,100 960 820 171,295

雑誌 132,830 1,670 970 740 550 540 950 138,250

コンピュータ用紙 21,815 0 0 0 0 0 0 21,815

上質紙込 115,410 850 240 1,460 1,100 620 400 120,080

段ボール 424,205 900 670 800 1,810 860 580 429,825

紙パック 211 0 0 0 0 0 0 211

合 計（kg） 860,146 4,330 2,840 3,870 4,560 2,980 2,750 881,476

売却益（円） 800,979 3,580 3,120 4,070 4,400 5,420 2,630 824,199

１社平均回収量（kg） 170 149 105 149 163 103 115 169

出荷企業数（社） 5,058 29 27 26 28 29 24 5,221

＊1999年１月より通常の回収は隔月に行なわれ、例外は随時回収で対応

オフィス古紙 回収実績表



一般社団法人 北海道中小企業家同友会函館支部
第29期幹部大学カリキュラム

回 日時 講 義 テ ー マ

１日目

①入学式

②講義１「先輩からのエール ～第28期幹部大学卒業生によるパネルディスカッション～」

㈱アイズ プリズム店 スタイリスト 大友 礼子 氏

㈱函館酪農公社 デザート製造課 加藤 久 氏

コーディネーター：函館蔦屋書店㈱ 國分 晋吾 氏

③講義２「アイスブレイク」

④懇親会1

1／10㈮

1／11㈯

入学式

２日目
①講義１「幹部大学基礎講座＆チームビルディング」

②講義２「チーム発表」

2 1／15㈬
テーマ：科学的なものの見方と考え方 ～仮説と実験・実践で未来を切り拓く～

講 師：北海道教育大学函館校 教授 田中 邦明 氏

3 1／22㈬
テーマ：函館学を学ぶ 函館の過去・現在・未来

講 師：函館工業高等専門学校 准教授 奥平 理 氏

4 1／28㈫
テーマ：〝学ぶ"を学ぶ

講 師：公立はこだて未来大学 特任准教授 椿本 弥生 氏

5 2／ 5㈬
テーマ：職場のメンタルヘルス ～コミュニケーションと自己表現～

講 師：函館カウンセリングオフィス 代表・産業カウンセラー 川村 佳子 氏

6

２月中旬

※３カ所の内

１カ所を選択

テーマ：企業見学会

会 場：㈱魚長食品（2／12)…………函館ベイエリアで観光施設を展開

キョーツー㈱（2／14)………輸送・倉庫・引越業務を主要業務にしている総合物流企業

㈱函館酪農公社（2／13)……「函館牛乳」でお馴染みの牛乳乳製品製造業

7 2／19㈬

テーマ：経営者から学ぶパネルディスカッション

パネリスト：㈱ミュートネット 代表取締役社長 市村 淳一 氏

㈱シンプルウェイ 代表取締役 阪口あき子 氏

㈲鳥海 取締役副社長 恩田 泰久 氏

8 2／27㈭ 幹部大学同窓会「共育倶楽部」との合同学習会

9 3／ 5㈬
テーマ：話して越えよう自分の限界 殻を破るボイトレワーク

講 師：声と呼吸のレッスンスタジオLOVE LIFE LABO 代表 大貫万里子 氏

１日目
①自己分析

②チーム課題発表10
3／ 8㈯

3／ 9㈰
２日目 ①チーム課題

11 3／12㈬
内 容：チーム課題をもとにグループワークを行います。

講 師：函館蔦屋書店㈱ 國分 晋吾 氏

12 3／20㈭ チーム課題発表会

13 3／26㈬ まとめ

14 4／11㈮ 卒業レポート発表会

15 4／23㈬ 卒業式＆幹部大学同窓会「共育倶楽部」総会
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