
帯 広 支 部

2010年度スローガン 「今、変革のとき、挑戦と確かな歩みが時代を創る～地域内連携で新事業の創出を～」

帯広支部設立35周年記念事業を開催。

７月20日（火)～25日（日）の日程でロシア極東視察研修を開催しました。17社21名が参加。今回の訪問企業の紹介・コーディ

ネートは北海道銀行にご協力いただきユジノサハリンクス、ハバロフスク、ウラジオストクの企業や農場などを視察訪問し、ロシア

極東でのビジネスの可能性を探りました。また、参加者の中からロシア進出を目指す企業が出てくるなど大きな成果を残すことがで

きました。

さらに、２月４日（金）、教育改革で注目される東京都品川区の若月秀夫教育長をお迎えして「地域を支える子どもたちの『力』を

どう育てるか」をテーマに支部設立35周年記念講演会を開催しました。若月教育長は、品川区の教育改革の経過や成果、教育で重視

すべき視点について、時には持論を交え、分かりやすく、大胆に報告・問題提起されました。

また、2010年２月に中小企業庁に設置された『中小企業憲章に関する研究会』委員の横浜国立大学・三井先生をお迎えして、支部

設立35周年記念事業の一環として帯広支部５月例会を開催しました。日本経済における中小企業の重要性と、中小企業立国としての

日本を内外に示す中小企業憲章制定の動向、憲章制定により日本の中小企業政策はどう変わっていくか等について学びあいました。

農商工連携の輪が広がる。

７月31日（土）に十勝農商工連携研究会が21社で発会しました。８月27日（金）に首都圏とのビシネスマッチング（首都圏バイ

ヤー５社、会員企業30社）を、さらに、11月25日（木）には帯広市に協力して中京圏とのビシネスマッチング（中京圏バイヤー４

社、会員企業18社）を開催しました。現在、十勝農商工連携部会と名称を変更し企業と農業者が新しい連携の輪を構築しビジネス機

会の拡大や新産業創出を目指して３グループで活発に活動しています。

2009年度に引き続き、全国中小企業団体中央会補助事業から事業を受託し、農商工連携人材育成セミナー（全15講義と３日間の実

地研修）を開催しました。セミナーでは、第一線で活躍する経営者や研究者、金融機関、専門家など講師に迎え、農商工連携を推進

するための実践的な知識・技術・熱意を学びあいました。

共同求人活動を帯広市等と連携し地域の人材確保を図る。

帯広支部は、帯広市、帯広商工会議所等と「帯広地域雇用創出促進協議会」を設立。厚生労働省から委託を受ける形で、帯広（４

回）・札幌（２回）・東京（１回）で合同企業説明会を開催し、帯広・十勝の中小企業が186社、求職者は1092名が参加・来場しまし

た。さらに、企業とのマッチングシステム（ジョブジョブとかち）をハローワーク帯広と運営し、2010年度は約200名の人材を会員

企業中心にマッチングすることができました。

帯広支部活動のさらなる活性化へ向け、同友会って何なんだろう諮問特別委員会の設置。

会員の同友会に対する期待やニーズを把握し、実現するためにふさわしい組織やその運営のあり方等、支部ビジョンの策定を目的

に支部長諮問機関として「同友会って何なんだ諮問特別委員会」を設置しました。2011年度も継続して議論・検討し提言を予定して

います。

総会・幹事会

2010年

4月 5日 新年度役員体制に係る打合せ会議 4名

4月 7日 第１回DOYU交流会 50名

テーマ：「不況に負けない元気企業の実践」 ～経営に活か

す 同友会徹底活用法～

話題提供者：㈱テキサス・㈱ウエスタングループ

代表取締役 落合 洋 氏

4月 8日 第４回>35周年記念事業実行委員会 6名

4月15日 第13回帯広支部三役会 10名

4月15日 第13回帯広支部役員会 28名

4月16日 サハリン・ユジノサハリンスク視察研修打合せ

14名

4月26日 帯広支部第36回定時総会 188名

テーマ：「社員と共に経営革新に挑戦する『正統派異端系』

経営」 ～酒蔵６代目の経営実践から学ぶ伝統企

業の経営革新～

講師：㈱宮﨑本店

代表取締役 宮﨑 由至 氏

5月 7日 事務局長、新事務局員〝歓送迎会" 64名

5月12日 第２回帯広支部三役会 12名

5月12日 第２回帯広支部役員会 26名

5月20日 第６回>35周年記念事業実行委員会 8名

5月24日 第５回事務所移転改築・移転検討会議 9名

5月31日 正副委員長・部会長会議 28名

6月 4日 「サハリン・ユジノサハリンスク視察研修」説明会

17名

6月 8日 第３回帯広支部役員会（常任） 16名

6月29日 第６回事務所改築移転検討会議 6名

7月13日 第８回>35周年記念事業実行委員会 10名

7月14日 第４回帯広支部四役会 13名

7月14日 第４回帯広支部役員会 25名

7月20日 ロシア極東研修視察 20名

8月28日 ロシア極東研修視察・安着式

8月18日 第５回帯広支部四役会 7名

8月18日 第５回帯広支部役員会 18名

8月24日 〝同友会を考える"研修会 36名

9月 5日 同友会旭川支部〝来帯"政策懇談会

9月16日 第６回帯広支部四役会 11名

9月16日 第６回帯広支部役員会 21名

9月16日 第９回>35周年記念事業実行委員会 11名
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10月18日 第７回帯広支部四役会 9名

10月18日 第７回帯広支部役員会 16名

10月25日 第７回事務所改築検討会議 6名

11月18日 第８回帯広支部四役会 10名

11月18日 第８回帯広支部役員会 23名

12月 9日 帯広支部設立35周年記念講演会打合せ 7名

12月20日 第10回>支部設立35周年記念事業実行委員会

11名

12月21日 第９回帯広支部四役会 12名

12月21日 第９回帯広支部役員会 38名

2011年

1月17日 第２回>支部設立35周年記念事業「拡大」実行

委員会 13名

1月19日 第10回帯広支部四役会 15名

1月19日 第10回帯広支部役員会 31名

1月26日 東京地区会（仮称）準備会 14名

1月27日 沖縄県中小企業家同友会との懇談会 12名

2月 1日 第３回>支部設立35周年記念事業「拡大」実行

委員会 9名

2月 4日 帯広支部設立35周年記念講演会 140名

テーマ：地域を支える子供たちの「力」をどう育てるか

東京都品川区

教育長 若月 秀夫 氏

2月 4日 第８回事務所改築検討会議 7名

2月14日 第11回帯広支部四役会 13名

2月14日 第11回帯広支部役員会 24名

2月25日 事務所改築工事説明会 11名

3月15日 帯広支部第12回四役会

3月15日 帯広支部第12回役員会

専門委員会

［総務企画委員会］

2010年

4月12日 第７回委員会 6名

5月19日 第１回委員会 8名

7月 2日 第２回委員会 5名

11月 9日 第３回委員会 5名

2011年

1月12日 第４回委員会 6名

1月19日 2011年新年交礼会 290名

テーマ：「ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略」

講師：富士宮やきそば学会

会長 渡辺 英彦 氏

2月16日 第10回企業対抗ボウリング大会 88名

3月 1日 第５回委員会 7名

［学び合い活動推進委員会］

2010年

4月28日 第１回委員会 8名

5月12日 第２回委員会 12名

7月13日 第３回＆拓の会グループ長会議 13名

11月26日 第４回委員会 9名

2011年

2月 7日 第５回委員会＆拓の会グループ長・副グループ長

会議 12名

3月 1日 第６回委員会 8名

3月23日 第７回委員会＆拓の会グループ長・副グループ長

会議

［求人委員会］

2010年

5月10日 第１回委員会 5名

11月 4日 第２回委員会 5名

2011年

3月 7日 第３回委員会 5名

［経営・労務委員会］

2010年

5月11日 第１回委員会 8名

5月13日 帯広支部５月例会打合せ 5名

6月10日 第２回委員会 5名

7月15日 第３回委員会 7名

8月17日 第４回委員会 6名

9月 6日 第５回委員会 6名

10月 4日 第６回委員会 6名

11月 4日 第７回委員会 5名

2011年

1月26日 経営・労務＆組織合同委員会 9名

12月 8日 第８回委員会 5名

2月 8日 経営・労務＆組織合同委員会 11名

3月 9日 経営・労務＆組織第３回合同委員会 9名

［地区会活性化委員会］

2010年

5月13日 第１回委員会 8名

9月 1日 地区会交流会第３回実行委員会 14名

9月29日 第２回委員会＆地区会長・幹事長会議 8名

10月 5日 地区会交流会第４回実行委員会 11名

11月 1日 地区会交流会 第５回実行委員会 11名

11月 6日 第３回地区会交流会 in広尾・大樹 55名

2011年

3月10日 第３回委員会 5名

［経営指針委員会］

2010年

5月14日 第１回委員会 10名

6月24日 第２回委員会 5名

2011年

3月12日 第４期経営指針講座【第１講】・【第２講】・【第３

講】・【第４講】 13名

講義「経営指針の必要性とその内容」

・経営者の責務 ・中小企業の実態

・失敗の事例から学ぶ成功の法則

・経営指針の体系

講義「経営者の思いと経営理念」

・経営理念とは ・経営理念の作り方

・経営理念の実例紹介

実習「経営理念の作成」

ディスカッション

講師：㈱北海道総合経営研究所 取締役

税理士法人池脇会計事務所 執行役員

工藤 秋一 氏

3月13日 第４期経営指針講座【第５講】・【第６講】 13名

【第５講】「経営方針の作り方」

・経営環境分析 ・自社の強み弱み分析

・経営戦略 ・経営方針の作り方

【第６講】実習「経営方針の作成」と発表

講師：㈱北海道総合経営研究所 取締役

税理士法人池脇会計事務所 執行役員

工藤 秋一 氏

3月14日 第３回委員会
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［組織委員会］

2010年

5月17日 第１回委員会 5名

6月15日 新会員ガイダンス 16名

6月18日 第２回委員会 11名

7月 3日 第３回委員会 8名

7月23日 「会員満足度アンケート」打ち合わせ 4名

7月26日 第４回委員会 8名

8月 3日 第２回新会員ガイダンス 11名

8月 6日 新会員歓迎会 24名

9月 3日 第３回新会員ガイダンス 6名

9月24日 第５回委員会 6名

10月 4日 第４回新会員ガイダンス 6名

10月19日 第６回委員会 5名

11月 4日 第５回新会員ガイダンス 13名

2011年

1月26日 経営・労務＆組織合同委員会 9名

12月 2日 第６回新会員ガイダンス 10名

2月 8日 経営・労務＆組織合同委員会 11名

2月17日 第７回新会員ガイダンス 15名

3月 9日 経営・労務＆組織第３回合同委員会 9名

3月19日 新会員歓迎会

［国際交流・ビジネス委員会］

2010年

5月18日 第１回委員会 6名

2011年

3月11日 第２回委員会 4名

［政策委員会］

2010年

5月24日 第１回委員会 7名

7月 8日 第２回委員会 6名

9月17日 第３回委員会 5名

11月17日 第４回委員会 4名

2011年

3月17日 第５回委員会

［〝共育"委員会］

2010年

5月24日 第１回委員会 7名

6月21日 第２回委員会 6名

7月 9日 第３回委員会 5名

9月30日 第４回委員会 7名

10月27日 第42期中堅幹部学校卒業認定会議 6名

2011年

3月 9日 第５回委員会 7名

［地域教育特別委員会］

2010年

5月26日 第１回委員会 7名

2011年

3月 2日 第２回委員会 6名

［「同友会って何なんだ」諮問特別委員会］

2010年

10月12日 第１回委員会 14名

10月26日 第２回委員会 9名

2011年

1月26日 第３回委員会 15名

2月21日 第４回委員会 11名

3月 8日 第５回委員会 9名

3月23日 第６回委員会

［拓の会］

2010年

5月12日 2010年度スタートオリエンテーション 82名

6月 8日 第６グループ６月例会 12名

テーマ：「今年度の活動について」～顔合わせと自己紹介～

6月 9日 第１グループ６月例会 18名

テーマ：「一人ではできない自己実現」

話題提供者：フォレスト矯正歯科クリニック

院長 大和 志郎 氏

6月10日 第２グループ６月例会 14名

テーマ：「おこづかい帳と会計帳簿」

アドバイザー：税理士法人井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

6月16日 第４グループ６月例会 17名

テーマ：「十勝の販路拡大について」

話題提供者：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

6月16日 第３グループ６月例会 11名

テーマ：「今年度の活動について」

6月17日 第５グループ６月例会 11名

テーマ：「難しくなる労使関係」

話題提供者：十勝川ゴールデン観光㈱

代表取締役 小林 照雄 氏

アドバイザー：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

6月22日 第７グループ６月例会 13名

テーマ①：「多様化する、これからの『住宅ニーズ』とは？」

～若年化と高齢化、求められるビルダーの姿～

テーマ②：「人材の高齢化対策と事業継承」

話題提供者：㈱アイ建築工房

代表取締役 太田 好啓 氏

6月23日 第８グループ６月例会 6名

テーマ：「訪問したい企業、目的について」

7月 8日 第６グループ７月例会 6名

テーマ：「自分の未来像」～近い未来のなりたい自分～

話題提供者：㈲川岸自動車

辻 昌伸 氏

7月14日 第１グループ７月例会 15名

テーマ：「とかち餃子に懸ける思いと戦略」

話題提供者：㈱ホクコー

代表取締役 岩橋 浩 氏

7月14日 第２グループ７月例会 22名

テーマ：「貸借対照表と会計財産」

アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

7月15日 第５グループ７月例会 8名

テーマ：「労働環境の改善・働きやすい職場づくり」

話題提供者：㈱第一ホテル

宿泊支配人 池田 亮 氏

アドバイザー：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

7月16日 第８グループ７月例会 7名

テーマ：「食に感動、人に歓働」 ～平和園のお店づくり、

人づくり～

話題提供者：㈱平和園

人事部長 伊藤 三夫 氏

7月21日 第４グループ７月例会 14名

テーマ：「当店のマーケティング事例」

話題提供者：夢の蔵
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代表 高橋 利幸 氏

7月27日 第７グループ７月例会 10名

テーマ：「子育て世代の雇用に対する中小企業のあり方」

話題提供者：㈱Chips

代表取締役 佐伯 抄織 氏

7月28日 第３グループ７月例会 10名

テーマ：「激動を良き友として」 ～創業経営者として若い

皆さんに伝えたいこと～

話題提供者：東北海道ヤナセ㈱

代表取締役会長 石原 正光 氏

8月 5日 第５グループ８月例会 4名

テーマ：「従業員の退職にまつわる事例検討」

話題提供者：三協物流荷役㈱

取締役経理部長 大平 俊一 氏

8月10日 第６グループ８月例会 3名

テーマ：「人のつながりについて考える」

話題提供者：合同保険事務所

梅津 好孝 氏

8月11日 第２グループ８月例会 14名

テーマ：「損益計算書と収支計算」

アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

8月18日 第１グループ８月例会 17名

テーマ：「労働者派遣のこれまで、現在、これから」 ～労

働力のあり方について～

話題提供者：㈱ネオプロセス

代表取締役 松田 英明 氏

8月18日 第３グループ８月例会 16名

テーマ：「乗り越えられない壁はない」 ～起業から現在ま

での経営体験～

話題提供者：㈱テキサス

代表取締役 落合 洋 氏

8月19日 第４グループ８月例会 12名

テーマ：「マーケティングとは？」 ～会社の強み、弱みを

分析してみましょう（SWOT分析)～

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

8月24日 第７グループ８月例会 16名

テーマ：「道産材と地産地消」

話題提供者：㈲瀬上製材所

代表取締役 瀬上 晃彦 氏

8月25日 第８グループ８月例会 5名

テーマ：「平和園見学で学んだこと」

9月 7日 第６グループ９月例会 12名

テーマ：「今後の書店戦略について」

話題提供者：㈱ザ・本屋さん

マネージャー 高橋 智信 氏

9月 8日 第１グループ９月例会 13名

テーマ：「アイ建築工房と私の営業生活で学んだこと」

話題提供者：㈱アイ建築工房

取締役営業部長 辻 俊裕 氏

9月 8日 第２グループ９月例会 16名

テーマ：「経営分析が示すもの」 ～定点観測と将来予測～

アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

9月 9日 第５グループ９月例会 9名

テーマ：「双方円満な退職方法」

話題提供者：託児所 百の樹

代表 青木枝美子 氏

アドバイザー：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

9月13日 第７グループ９月例会 13名

テーマ：「現代葬儀と未来葬儀（家族葬）・会社代表者の弔

問マナー」

話題提供者：㈱くまの葬祭

代表取締役 熊野 峰夫 氏

9月15日 第４グループ９月例会 11名

テーマ：「マーケティングとは？ ２回目」

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

9月15日 第３グループ９月例会 7名

テーマ：「落合社長の経営体験談から学んだこと」

9月16日 第８グループ９月例会 4名

テーマ：「工場革新運動における４Ｓ運動の内容と意義」

話題提供者：東洋農機㈱

代表取締役会長 渡辺 純夫 氏

10月 7日 第５グループ10月例会 5名

テーマ：「賃金支払いめぐるいくつかの問題」

話題提供者：帯広コア専門学校

教務部長 村川 貴康 氏

10月12日 第６グループ10月例会 8名

テーマ：「葬儀を通して人とのつながりを考える」

話題提供者：㈱のむら葬祭

課長 末吉 弘明 氏

10月13日 第２グループ10月例会 19名

テーマ：「決算書と借入金の返済の関係」

アドバイザー：税理士法人井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

10月13日 第１グループ10月例会 18名

テーマ：「職場のメンタルケア」 ～従事者の立場から～

話題提供者：㈲すずか

代表取締役 永松 昭子 氏

10月20日 第４グループ10月例会 11名

テーマ：「マーケティングとは ３回目」

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

10月26日 第７グループ10月例会 11名

テーマ：「荒波の旅行業界、その現状と生き残り作戦」

話題提供者：㈱ルワード（旅の便利屋）

代表取締役 半谷 力 氏

10月27日 第３グループ10月例会 6名

テーマ：「従業員、お客様、地域に必要とされる会社をどう

築くか」

話題提供者：十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役 鈴木 享 氏

10月28日 第８グループ10月例会 6名

テーマ：「東洋農機見学で学んだこと」

11月 9日 第６グループ11月例会 10名

テーマ：「繫がりを創る」

話題提供者：UDトラックス道東㈱

髙橋 佳奈 氏

11月10日 第１グループ11月例会 14名

テーマ：「廃棄物処理業界における労働安全衛生と倫理観

について」

話題提供者：㈲山本金属

代表取締役 山本 武尚 氏

11月10日 第２グループ11月例会 19名

テーマ：「貸借対照表各論」 ～調達と運用について～
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アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

11月16日 第７グループ11月例会 9名

テーマ：「医療保険を使った在宅マッサージについて」

話題提供者：レイス治療院 帯広

代表 阿部 雅彦 氏

11月17日 第４グループ11月例会 10名

テーマ：「プロモーションとは？」 ～事例をもとにプロ

モーションを考える～

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

11月18日 第８グループ11月例会 6名

テーマ：「はるこまベーカリー 朝礼見学会」

話題提供者：㈱はるこまベーカリー

代表取締役 栗原 民也 氏

11月24日 第３グループ11月例会 3名

テーマ：「鈴木社長の経営体験談から学んだこと」

11月24日 第５グループ11月例会 9名

テーマ：「労使双方が納得する評価の方法と基準」

話題提供者：㈲水野建設

代表取締役 水野 光義 氏

アドバイザー：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

12月 8日 第１グループ12月例会 9名

テーマ：「稼げない…技術士への挑戦と対策」

話題提供者：㈲アースプラン

代表取締役 市田 寛 氏

12月15日 第２グループ12月例会 14名

テーマ：「損益計算書各論」 ～損益構造の把握～

アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

12月15日 第４グループ12月例会（望年会） 8名

テーマ：「来年を展望し、大いに語り合いましょう 」

12月15日 第３グループ12月例会（望年会） 6名

テーマ：「来年を展望し、大いに語り合いましょう 」

12月16日 第６グループ12月例会 11名

テーマ：「帯広喜久屋書店／ザ・本屋さん見学会」

話題提供者：㈱ザ・本屋さん 喜久屋書店

副店長 高橋和太留 氏

12月16日 第５グループ12月例会 8名

テーマ：「パワーハラスメントの定義と現状について」

話題提供者：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

アドバイザー：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

12月18日 第７グループ12月例会 5名

テーマ：「㈱曽我はこうして経営を再建した 」

話題提供者：㈱曽我

代表取締役社長 曽我 彰夫 氏

12月18日 人生大学＆拓の会 合同一泊例会

テーマ：「㈱曽我はこうして経営を再建した 」

話題提供者：㈱曽我

代表取締役社長 曽我 彰夫 氏

12月20日 第８グループ12月例会 5名

テーマ：「はるこまベーカリー朝礼見学で学んだこと」

2011年

1月11日 第６グループ１月例会 10名

テーマ：「一億二千万の笑顔づくり」 ～地域の皆さんに喜

んで頂くために～

話題提供者：㈲サクライ

木野店店長 小河内健太 氏

㈲サクライ

エスタ店店長 井上 早智 氏

1月14日 第２グループ１月例会 10名

テーマ：「お金の流れと決算書の関係」 ～減価償却・引当

金など～

アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

1月14日 第８グループ１月例会 6名

テーマ：「C-TPM について」 ～十勝葉山電器㈱ 見学～

話題提供者：十勝葉山電器㈱

顧問 矢野 義則 氏

1月19日 第４グループ１月例会 12名

テーマ：「ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略」

講師：富士宮やきそば学会

会長 渡辺 英彦 氏

1月20日 第５グループ１月例会 6名

テーマ：「従業員のモチベーションアップには何が重要な

のか？」

話題提供者：西富産機㈱

代表取締役 西田 典功 氏

アドバイザー：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

1月25日 第７グループ１月例会 11名

テーマ：「私の起業体験とこれからの展望」

話題提供者：㈲ FLAVOR

代表取締役 長岡 淳一 氏

1月26日 第１グループ１月例会 15名

テーマ：「2011年を展望し、大いに語り合いましょう」

1月26日 第３グループ１月例会 13名

テーマ：「2011年を展望し、熱く語り合いましょう 」

2月 8日 第６グループ２月例会 13名

テーマ：「人と人との繫がりと絆」

話題提供者：㈱山本忠信商店

神谷 喜則 氏

2月 9日 第１グループ２月例会 9名

テーマ：「リブラスが伝えたいこと…保険の選び方・考え

方」

話題提供者：リブラス㈱ 帯広支店

帯広支店長 服部 直幸 氏

2月15日 第２グループ２月例会 9名

テーマ：「自社分析と競争他社分析」

アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

2月22日 第８グループ２月例会 6名

テーマ：「十勝葉山電器㈱見学で学んだこと」

2月22日 第７グループ２月例会 13名

テーマ：「『出来ない』から『出来る』に変える、コーチン

グとプロファイリングの３つの活用法」

話題提供者：アクトドリームサポート

代表 中村 博 氏

2月23日 第４グループ２月例会 11名

テーマ：「一年間のマーケティングの取り組みを振り返っ

て」

話題提供者：夢の蔵

代表 高橋 利幸 氏

2月24日 第５グループ２月例会 10名

テーマ：「人事評価と賃金について」
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話題提供者：㈱藤森商会

代表取締役 藤森 裕康 氏

アドバイザー：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

2月25日 第３グループ２月例会 8名

テーマ：「こだわりの鯛焼きを多くのお客様に‼」 ～私の

経営体験～

話題提供者：㈲サクライ

代表取締役 櫻井 孝吉 氏

3月 8日 第６グループ３月例会 8名

テーマ：「人生色々 」 ～人生に無駄なものは何もない～

話題提供者：㈲電器のアート

代表取締役 小田桐 勲 氏

3月 9日 第１グループ３月例会 11名

テーマ：「わが社の行方」

話題提供者：㈱花

代表取締役 久保 陽一 氏

3月16日 第２グループ３月例会 9名

テーマ：「一年の活動を振り返って」

3月16日 第４グループ３月例会 13名

テーマ：「笑顔広がるおもてなし」 ～成功途中のプロセス

～

話題提供者：㈱Ｊパワーズ

代表取締役 戸田 好浩 氏

3月17日 第５グループ３月例会 10名

テーマ：「一年間の活動のまとめ」

話題提供者：㈱ネクサス

工事部長 中村 昌彦 氏

3月22日 第７グループ３月例会 10名

テーマ：「環境ビジネスで儲けよう」

話題提供者：サンテクノ㈱

代表取締役 兼子 賢 氏

3月24日 第３グループ３月例会 7名

テーマ：「良い仕事は感動と発見から」

話題提供者：㈲吉市（はにうの宿）

取締役支配人 黒川 澄男 氏

3月30日 第８グループ３月例会 5名

テーマ：「一年の活動を振り返って」

例会・特別企画

2010年

5月17日 ５月例会 41名

テーマ：「日本経済の見通しと中小企業憲章制定」

報告者：横浜国立大学大学院環境情報研究院

教授 三井 逸友 氏

6月24日 接客営業スキルアップセミナー① 27名

テーマ：「接客の基本」

相手を知る自己分析観察力・好奇心傾聴力と話導力

講師：㈱ウェイ研究所

経営コンサルタント 井口 雅夫 氏

6月25日 接客営業スキルアップセミナー② 26名

テーマ：「対面販売の実践①」 聴くポイントと話すポイン

ト

講師：㈱ウェイ研究所

経営コンサルタント 井口 雅夫 氏

6月25日 接客営業スキルアップセミナー③ 26名

テーマ：「対面販売の実践②」 一人力からチーム力へ。足

し算ではなく掛算

講師：㈱ウェイ研究所

経営コンサルタント 井口 雅夫 氏

6月25日 接客営業スキルアップセミナー④ 25名

テーマ：「接客の応用」 相手から必用とされる自己分析か

ら相手理解へ

講師：㈱ウェイ研究所

経営コンサルタント 井口 雅夫 氏

6月26日 接客営業スキルアップセミナー⑤ 25名

テーマ：「自分スタイルの確立」 オンリーワン自己実現は

相手実現

講師：㈱ウェイ研究所

経営コンサルタント 井口 雅夫 氏

6月29日 ６月例会 98名

それは、社員の職場放棄から始まった…社員がその気に

なった時、会社が変わった ～㈲鳥海の「社員共育」、「地

域密着」経営とは～

報告者：㈲鳥海

社長 大石 清司 氏

他、幹部社員の方

7月29日 ７月例会 58名

テーマ：「ご存知ですか？ 十勝経済のあんなこと、こんな

こと」 ～口蹄疫の影響、高速道路無料化等 経

済・社会問題をどう分析し経営に役立てるか～

報告者：帯広信用金庫

執行役員・地域振興部長 秋元 和夫 氏

8月20日 ８月例会 51名

テーマ：「失敗を学びに。そして、更なる挑戦 」 主婦、

母、現場職人、段取り管理、一人何役？ 下請施

工店から専門工事会社へ

報告者：㈱アクアグレース

代表取締役 小仲美智子 氏

（同友会札幌支部副支部長、第28回さっぽろ道研歓迎部会

長）

9月13日 ９月例会 111名

テーマ：「フードバレーとかち」と中小企業

報告者：帯広市

市長 米沢 則寿 氏

10月21日 10月例会 87名

テーマ：「人は育つのか、育てるのか」

講師：㈱冨貴堂ユーザック

代表取締役社長 本田 和行 氏

11月19日 11月例会 47名

テーマ：「帯広のまちづくり」 ～第六期帯広市総合計画に

学ぶ～

報告者：帯広市政策推進部

企画調整監 中野 雅弘 氏

帯広市都市建設部

都市計画課長 中村 忠範 氏

帯広市都市建設部

都市計画課長補佐 佐藤 暢淑 氏

12月14日 12月例会＆「望」年会 78名

テーマ：「地域の生き残りをかけた浜中町農協の挑戦」

～新規就農相次ぐ酪農郷づくり～

報告者：浜中町農業協同組合

組合長 石橋 榮紀 氏

（釧路支部副支部長)

2011年

1月31日 １月例会 70名

テーマ：「四万十川方式 地元発着型産業つくり」 ～地域

プロデューサー・畦地社長が提唱する「地域を循
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環させる考え方」とは…～

講師：㈱四万十ドラマ

代表取締役 畦
あぜ
地
ち

履
り
正
しょう

氏

2月24日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー③

12名

実習：簡単な情報発信方法

(ブログ・ツイッター）を使ってみよう

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

3月 5日 ３月例会 35名

テーマ：「ゆっくりあきらめずに夢をかなえる方法」

講師：バンクーバー オリンピック 女子ボブスレー日本

代表

桧野真奈美 氏

地区会

［広尾地区会］

2010年

4月23日 ４月例会 9名

テーマ：「世界経済の動向が地域に与える影響とは」 ～あ

たりまえだったことが、あたりまえでなくなる日

が来る⁉～

話題提供者：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

5月11日 地区会交流会実行委員会（広尾） 11名

5月18日 ５月例会 9名

テーマ：「広尾町を元気にしたい 」 ～福夜花市・広尾お

いしい町づくりの会の実践から～

話題提供者：中華料理店『王府（ワンフー）』

店主 土谷 典男 氏

6月 8日 地区会交流会実行委員会・現地視察会 12名

タイムテーブル

12：50 柏林公園駐車場集合

13：00 雪印乳業大樹工場（１時間程度）

14：30 航空公園

15：30 たむらや大樹工場（１時間程度）

17：00 とかち飼料（広尾）周辺

17：30 中華料理店「王府」到着・実行委員会

19：00 実行委員会終了・解散

（柏林公園へ駐車の方は乗り合わせで移動）

6月15日 ６月例会 11名

テーマ：「農商工連携が生んだ〝とかち餃子"の挑戦」

話題提供者：㈱ホクコー

代表取締役 岩橋 浩 氏

7月20日 ７月例会 12名

テーマ：「シカを新得のブランドにしたい 」 ～安心・安

全な食の提供とシカとの共存共栄を目指して～

話題提供者：古川建設㈱

専務取締役 古川 雅信 氏

農業生産法人㈱ドリームヒル・トムラウシ

トムラウシ事業所

所長 高倉 豊 氏

12月 6日 広尾地区会＆大樹地区会合同望年会 20名

第３回 地区会交流会大成功

来年を展望し大いに語り合いましょう

2011年

1月19日 １月例会 0名

ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略

富士宮やきそば学会

会長 渡辺 英彦 氏

3月15日 ３月例会 10名

新年度の活動方針と役員体制について

［新得地区会］

2010年

4月 8日 ４月例会（サホロ大学） 16名

テーマ：『同友会はどうゆう会？』 ～あらためて見つめ直

す同友会徹底活用法～

話題提供者：㈱田村工業

取締役副社長 田村 公司 氏

4月 8日 新得町「新しく社会人になるみなさんを歓迎する

集い」 6名

テーマ：「新しく社会人になるみなさんへ贈る言葉」

講師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役 高原 淳 氏

5月14日 ５月例会 18名

テーマ：『新得から農商工連携で新たな発信を 』 ～農林

課＋商工観光課＝産業課・役場も農商工連携～

話題提供者：新得町産業課

課長 畑中 栄和 氏

6月18日 ６月例会（サホロ大学） 13名

テーマ：『新得のなんでも屋を目指して 』 ～Try &

Error とりあえずやらせてください～

話題提供者：伊藤産業㈱

代表取締役 伊藤 仁浩 氏

7月14日 ７月例会 15名

テーマ：「二つの会社は一蓮托生」 ～新得と歩む経営～

話題提供者：㈲新得運輸

代表取締役 秋山 英二 氏

㈲友夢牧場

代表取締役社長 湯浅 佳春 氏

8月10日 ８月例会（サホロ大学） 13名

テーマ：「人とのつながりの中で」 ～新規事業への挑戦と

今後の展望～

話題提供者：㈱カンキョウ

取締役副社長 根本 健史 氏

9月17日 ９月例会 15名

テーマ：「新得がもっと元気になるために‼」 ～中心市街

地活性化・地域経済振興にどう向き合うか～

話題提供者：帯広信用金庫

執行役員地域経済振興部長 秋元 和夫 氏

（新得町観光大使)

10月25日 10月例会（サホロ大学） 16名

テーマ：「美味しい地鶏を十勝から 」 ～新得地鶏とは、

入り口から出口まで～

話題提供者：㈱新得モータースクール

代表取締役 武田 直幸 氏

11月 6日 11月例会

12月12日 親子ふれあいもちつき体験会 12名

12月16日 新得地区会・清水地区会『合同』望年会 27名

今年を振り返り、2011年を展望しよう ～2010年度 新

得・清水地区会合同望年会 in新得～

2011年

1月28日 新年例会 14名

意気高く、新年を展望しましょう ～地区会員の抱負を伺

い新年をスタートさせよう～

2月25日 ２月例会（サホロ大学） 9名

テーマ：「この10年の経験から学んだこと…」

話題提供者：若原農場
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代表 若原 拓弘 氏

3月22日 ３月例会 13名

新年度の活動方針と役員体制について

［清水地区会］

2010年

4月14日 ４月例会 5名

テーマ：「安全」を追求して良い会社づくりを ～意外と

知らない「安全」のイロハ～

話題提供者：㈲労災防止センター

代表取締役 佐々木賢一 氏

4月30日 清水フラワーライン

5月26日 ５月例会 14名

テーマ：「新ご当地グルメで清水町を元気にしたい‼」

～十勝清水牛玉ステーキ丼試食会～

話題提供者：十勝清水牛玉ステーキ丼地域活性化協議会

会長 野崎 勝敏 氏

（㈱山下観光・代表取締役、北海道同友会清水地区会副会長)

5月29日 清水フラワーライン 8名

6月21日 ６月例会 11名

テーマ：「尾藤農産の今だから聞ける〝美味しい"話」 ～楽

しくてやめられない農業と新事業への挑戦～

話題提供者：㈲尾藤農産

代表取締役 尾藤 光一 氏

7月 5日 清水フラワーライン 8名

フラワーライン・草取り

7月26日 ７月例会 11名

テーマ：「進化を続ける総合学科高校」の現状とこれから

話題提供者：北海道清水高等学校

校長 藤本 勝芳 氏

8月25日 ８月例会 15名

テーマ：「道東道無料・全線開通で地域はどうなる？」

～地域経済活性化に向けての「オール十勝」とし

ての取組み～

話題提供者：北海道十勝総合振興局 地域政策部 とかち

魅力発信推進室

主幹 加藤 浩 氏

9月22日 ９月例会 12名

テーマ：「㈱ネクサスの挑戦 「ひと」「くらし」「地域」

を柱に」 ～同友会運動と企業経営～

話題提供者：㈱ネクサス

代表取締役社長 曽根 一 氏

10月29日 10月例会 18名

テーマ：「地域プロデューサー・近江氏が語る 私達の住

む十勝はこんなに素晴らしい‼」 ～ネット

ショップ、NPO日本のうらほろ、民泊体験受入れ

の実践から学ぶ～

話題提供者：㈱ノースプロダクション

代表取締役 近江 正隆 氏

（地域プロデューサー)

11月 6日 11月例会

12月16日 清水地区会・新得地区会『合同』望年会

2011年

1月24日 新年例会 16名

テーマ：「地域・地区会の今後を展望しましょう」

話題提供者：小林牧場

代表 小林 靖夫 氏

3月 1日 ２月例会 11名

テーマ：「生産者との連携で生まれた付加価値商品」 ～食

品加工技術センターの取組みと商品化事例～

話題提供者：財団法人十勝圏振興機構

事業部長 大庭 潔 氏

3月14日 ３月例会 8名

テーマ：「新年度の活動方針と役員体制について」

［足寄地区会］

2010年

5月19日 足寄・本別地区会５月合同例会

テーマ：「道東自動車道無料化＆全線開通 地域はどう

なる？」

話題提供者：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

6月30日 ６月例会 11名

テーマ：「地域循環農業で〝短角和牛"をお客様へ届けたい」

話題提供者：北十勝ファーム㈲

ファームマネージャ 上田 金穂 氏

7月21日 ７月例会 8名

テーマ：「主婦パワーで乗り越えてきた新事業への挑戦」

～井戸端会議から生まれた、託児・託老・グルー

プホーム経営～

話題提供者：特定非営利活動法人 ママサポートえぷろん

理事長 帯谷 昭子 氏

8月27日 ８月例会 12名

テーマ：「健康・希望・そして…愛

健康で元気な地域づくりを応援して」

話題提供者：医療法人社団三意会 我妻病院

院長 池田 千鶴 氏

9月27日 ９月例会 13名

テーマ：「住みやすい〝まちづくり"」 ～医療・介護を考え

る～

話題提供者：足寄町

町長 安久津勝彦 氏

11月 2日 10月例会 12名

テーマ：「笑いあり、涙あり これが私の前向き経営学」

話題提供者：㈱Ｊパワーズ

代表取締役 戸田 好浩 氏

12月28日 「望」年会 5名

テーマ：「曽根支部長を囲み、大いに来年を展望しましょ

う 」

話題提供者：㈳北海道中小企業家同友会帯広支部

支部長 曽根 一 氏

（㈱ネクサス 代表取締役社長）

2011年

1月12日 2011年新年例会 8名

テーマ：「2011年の夢や目標を大いに語りあって参りま

しょう」

2月28日 ２月例会 8名

テーマ：「㈲ムトウ自動車さんの見学と2011年度の足寄地

区会活動について」

3月 8日 ３月例会 19名

テーマ：「十勝経済のこれから」

話題提供者：帯広信用金庫

執行役員・地域経済振興部長 秋元 和夫 氏

［大樹地区会］

2010年

5月11日 地区会交流会実行委員会（大樹）

⑴ 地区会交流会の全体イメージについて

⑵ メイン会場（懇親会・宿泊）について

⑶ 視察先等について

⑷ 今後のスケジュールについて
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⑸ その他

6月 8日 地区会交流会実行委員会・現地視察会

タイムテーブル

12：50 柏林公園駐車場集合

13：00 雪印乳業大樹工場（１時間程度）

14：30 航空公園

15：30 たむらや大樹工場（１時間程度）

17：00 とかち飼料（広尾）周辺

17：30 中華料理店「王府」到着・実行委員会

19：00 実行委員会終了・解散

（柏林公園へ駐車の方は乗り合わせで移動）

7月27日 大樹地区会７月例会 12名

テーマ：「我が人生、我が経営、我が中札内」

話題提供者：㈲グランド

代表取締役 佐竹 英司 氏

（中札内村商工会長)

2011年

3月11日 大樹地区会３月例会 5名

テーマ：「新年度の活動方針と役員体制について」

［池田地区会］

2010年

4月13日 ４月例会 13名

テーマ：「若い力で十勝の農業を元気にしたい 」 ～若手

農業者グループ『十勝おやじの背中を超える会の

実践～

話題提供者：㈱K’s FARM

代表取締役 梶 宗徳 氏

（十勝おやじの背中を超える会 会長)

5月27日 山幸大学第４講 14名

テーマ：「ほっと豊になれる場所〝ご馳走家ゆたか"への思

い」

話題提供者：㈱食事処ゆたか

代表取締役 鈴木 賢司 氏

6月22日 ６月例会 17名

テーマ：「元気な中札内から学ぶ‼」 ～商工会会員増、道

の駅来客増の原動力とは～

話題提供者：㈲グランド

代表取締役 佐竹 英司 氏

（同友会帯広支部国際交流・ビジネス委員会委員長、中札内

村商工会会長）

7月28日 山幸大学・特別講 16名

テーマ：「ふるさと開拓と池田町産業 四方山（よもやま）

話」

話題提供者：陶
すえ
久
ひさ

富吉 氏

（元 十勝池田町農業協同組合長)

8月26日 ８月例会 13名

「池田産ラクレットとじゃがいもを楽しむ会」との合同開催

池田の恵みを囲んで ～池田の味・池田への思いを味わい

語り合う～

9月27日 山幸大学第５講 15名

テーマ：「３代目経営者の思いと挑戦」 ～コツコツと地元

と共に歩む「なんでも屋」を目指して～

話題提供者：看板と工芸 華舟堂

代表 小川 仁 氏

10月28日 10月例会 18名

消費者目線で有機自然生活を応援‼ ～ナチュラル・ココ

の一番のお客様は自分～

ナチュラル・ココ㈱

代表取締役 伊藤 惠子 氏

（アグリシステム㈱ 常務取締役)

11月24日 11月例会 14名

社長になって10年…これからの珈琲専科ヨシダとは

～自社の課題・悩みをグループディスカッションで共有し

よう～

㈱珈琲専科ヨシダ

代表取締役 三野宮厚子 氏

12月17日 望年会 11名

テーマ：「大いに語りあい、来年を展望しよう 」 ～池田

地区会望年会 inご馳走家ゆたか～

2011年

1月25日 新年例会 17名

テーマ：「池田の未来をトコトン議論しよう」

2月28日 ２月例会 15名

テーマ：「新年度の活動方針と役員体制について」

3月24日 ３月例会 17名

テーマ：「人口5,000人で住み良いまちにするにはどうす

るか？」 ～池田のまちづくりを語り合おう・第２

弾‼～

第１部>うめ～るセンター見学：うめ～るセン

ター美加登

第２部>まちづくり討論例会

［本別地区会］

2010年

5月19日 本別・足寄地区会５月合同例会 20名

テーマ：「道東自動車道無料化＆全線開通 地域はどう

なる？」

話題提供者：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

7月26日 ７月例会 9名

テーマ：「業務拡大・事務所移転～砂原会計事務所の経営戦

略」

話題提供者：砂原会計事務所

所長 砂原 政広 氏

9月22日 ９月例会 10名

テーマ：「本別発 農商工連携による商品開発」 ～商工会

青年部と農協青年部のコラボレーション～

話題提供者：前田農産食品㈾

専務 前田 茂雄 氏

10月26日 10月例会 8名

テーマ①：「激変の時代を乗り越える同友会型企業とは何

か」 ～第28回全道経営者〝共育"研究集会（＝

北海道同友会全道研修会）の報告を交えて～

テーマ②：「同友会帯広支部への要望・提案・苦言・アドバ

イス等、本別地区会の皆さんのご意見を〝ぜひ"

お聞かせ下さい 」

話題提供者：㈲合同保険事務所

代表取締役 羽田 武史 氏

（同友会帯広支部組織委員長、同友会って何なんだ委員会

（＝支部活動見直し委員会）委員）

2011年

2月 1日 ２月例会 7名

テーマ：「地域一番店の経営戦略」 ～社長になって学ぶこ

と、実践すること～

話題提供者：㈱ザ・本屋さん

代表取締役 高橋 千尋 氏

3月22日 ３月例会 6名

テーマ：「新年度の活動方針と役員体制について」
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部会・研究会

［女性部会］

2010年

4月 6日 幹事会 10名

4月20日 第20回総会 16名

5月10日 幹事会 12名

5月25日 ５月例会 18名

テーマ：「地産地消への思いをどう次世代へ引き継いでき

たか」 ～十勝に生まれ、十勝に育ち、十勝を愛す

る ますやパンの歴史～

話題提供者：㈱満寿屋商店

代表取締役会長 杉山 輝子 氏

6月 8日 二役会 6名

6月18日 幹事会 8名

7月 1日 ６月例会 12名

テーマ：「ディスカッション 自社の強み・弱みを知ろ

う‼」

話題提供者：㈱総合防災

取締役 山本 代子 氏

滝上電気工業㈱

専務取締役 瀧上 照美 氏

7月22日 ７例会 11名

テーマ：「わが社の取り組み」

話題提供者：㈱竹中配管

代表取締役 山田 幸恵 氏

トォータルフーズ㈱

取締役部長 香川 澄子 氏

7月27日 二役会 5名

8月 3日 ８月例会 20名

テーマ：「フードバレー構想と地域活性化について」 市長

との懇談

懇談者：帯広市

市長 米沢 則寿 氏

8月 6日 幹事会 9名

10月 1日 ９月例会 20名

テーマ：「部下育成」 ～社員とのコミュニケーション～

講師：北海道ジョブパートナー

代表 西條永里子 氏

（キャリアコンサルタント)

10月18日 研修打ち合わせ 7名

10月21日 10月例会（沖縄研修視察旅行） 8名

女性部会沖縄研修視察旅行

10月29日 Ｂグループ打ち合わせ

11月 2日 二役会 5名

11月 4日 Ａグループ打ち合わせ 7名

11月18日 11月例会 12名

テーマ：「同友会が教えてくれたこと」 ～〝人"の問題を中

心に～

㈳北海道中小企業家同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

・第28回全道経営者〝共育"研究集会 in札幌の報告

・女性部会沖縄研修視察旅行の報告

12月 3日 望年会 14名

12月 7日 幹事会 8名

2011年

1月14日 ２月例会Ａグループ担当準備会 4名

1月19日 １月例会（新年交礼会） 4名

テーマ：「ご当地Ｂ級グルメでまちおこしとブランド戦略」

講師：富士宮やきそば学会

会長 渡辺 英彦 氏

1月21日 二役会 4名

2月 5日 １月特別移動例会 16名

テーマ：「目指すは食のプロ ～元女将・中津川氏の生き方

に学ぶ～」

話題提供者：十勝川温泉ホテル大平原

元女将 中津川美津子 氏

2月22日 ２月例会 13名

テーマ：「北海道初の屋内スピードスケート場を見学しよ

う 」 ～施設利用者・現場の声から学ぼう～

3月 2日 幹事会

3月16日 ３月例会 15名

テーマ：「十勝の今後・情勢について」

話題提供者：帯広信用金庫

執行役員 地域経済振興部長 秋元 和夫 氏

3月31日 Ａグループ打合せ 4名

［十勝農商工連携部会］

2010年

5月21日 準備会 6名

6月 2日 準備会 12名

6月12日 準備会 9名

6月19日 準備会 7名

6月25日 準備会 10名

7月17日 準備会 11名

7月31日 設立総会 40名

記念講演：地域金融機関の目指す農商工連携・地域経済活

性化とは

帯広信用金庫

執行役員・地域振興部長 秋元 和夫 氏

8月 9日 第１回研究会 7名

8月27日 首都圏×十勝ビジネスマッチング 33名

9月 9日 幹事会 11名

9月19日 研究会／特別企画 13名

首都圏×ビジネスマッチングにお越しいただいた

ヨコトレ・大沼会長との情報交換会＆交流会

9月28日 研究会／特別企画Part 2 15名

中小規模ネットショップ物流業務受託事業

㈱コーリング松井社長（千葉県）との情報交換会

10月19日 幹事会 8名

10月30日 研究会／特別企画Part 3 12名

テーマ：「首都圏で十勝の産品を販売」 ～十勝ミニ物産館

構想について～

話題提供者：エム・アール企画㈱

取締役会長 三ツ村光彦 氏

11月10日 会員情報交換会 18名

テーマ：「情報交換会・大いに語り合いましょう」 ～研究

会に何を求めるか、期待しているか、何をしたい

か～

11月10日 臨時幹事会 9名

11月25日 中京圏×十勝ビジネスマッチング 21名

11月27日 幹事会 12名

12月10日 望年会 19名

テーマ：「わが社の農商工連携・６次産業化の実践事例」

～農商工連携事業計画認定、農山漁村６次産業化

対策事業を受けて～

話題提供者：㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

（十勝農商工連携研究会副会長)

―10―



12月21日 二役会

12月27日 幹事会

2011年

1月 8日 幹事会

1月12日 農村観光研究会設立記念セミナー 30名

テーマ：「グリーンツーリズムで十勝を売り込む 」 ～農

業と観光の融合が新しい十勝型観光を生み出す～

話題提供者：㈱北海道宝島旅行社

代表取締役社長 鈴木宏一郎 氏

1月22日 オンリーワン商品開発研究会 13名

2月 1日 販路開拓研究会 13名

テーマ：「今後の研究会の活動方針、活動内容について」

話題提供者：十勝農商工連携部会・販路開拓研究会

代表世話人 坪井 真一 氏

2月19日 オンリーワン商品開発研究会移動例会 17名

地域発のオンリーワン商品開発を目指して‼ ～国産羊肉

試食・牧場見学のご案内～

2月22日 販路開拓研究会 8名

前回出された意見をベースに、より具体的な今後の活動や

仕組みについて検討

3月 7日 幹事会 7名

3月18日 幹事会 12名

3月28日 「食品乾燥技術」情報交換会 13名

3月29日 農村観光研究会 17名

［農業経営部会］

2010年

4月 7日 第22回定時総会 45名

【第１部 総会】

【第２部 記念講演】

テーマ：「売れる地域ブランドはココが違う 」 ～なぜ売

れるのか、なぜ売れないのか？～

【第３部 懇親会】

講師：㈱東武百貨店販売促進部 催事部 維持企画担当

エグゼクティブバイヤー 内田 勝規 氏

4月13日 第１回幹事会 11名

5月14日 ハバロフスクの企業家農業経営者を囲んで in To-

kachi 42名

テーマ：「ハバロフスクで『Made By Tokachi』は可能

か？」

出席者：ハバロフスク セルゲエフスコエ畜産コンプック

ス

社長 ドゥドゥニック・セルゲィ 氏

副社長 キンジェルキー・アナトーリー 氏

北海道銀行国際部 ロシア室

主任 十川 聖代 氏

法人営業部 アグリビジネス推進室

参与 西山 泰正 氏

他通訳１名

5月19日 第２回幹事会 11名

6月 7日 ヨーロッパ視察研修（ドイツ８日間）説明会

4名

ヨーロッパ視察研修（ドイツ８日間）説明会

6月 9日 第３回幹事会 15名

6月14日 ６月例会 23名

テーマ：「十勝農業試験場が地方独立行政法人になって」

話題提供者：地方独立行政法人北海道立総合研究機構 農

業研究本部

十勝農業試験場 場長 花岡 正博 氏

6月15日 ふぁーまーずとかち第２回打ち合わせ会議 7名

7月 6日 ７月例会 30名

テーマ：「お客様の笑顔が見える農業をめざして」 ～年間

７万５千人が来店するファームレストラン経営～

話題提供者：㈲仲野農園

代表取締役 仲野 満 氏

7月 8日 ヨーロッパ視察研修（ドイツ８日間）最終説明会

6名

7月12日 第４回幹事会 13名

7月14日 ヨーロッパ視察研修（ドイツ８日間） 5名

7月22日 ふぁーまーずとかち第３回打ち合わせ会議 5名

8月20日 ８月例会打ち合わせ

8月23日 第５回幹事会 9名

8月28日 ８月例会＆会員交流会 29名

第１部>欧州視察研修（ドイツ）報告会

視察メンバー

㈲アグリインデックス

代表取締役 竹内 政則 氏

小林牧場

代表 小林 靖夫 氏

㈲尾藤農産

代表取締役 尾藤 光一 氏

㈲石山農場

代表取締役 石山 直貴 氏

㈱安井測量設計事務所

取締役総務部長 堀川 浩一 氏

第２部>

農経部会会員交流・焼肉パーティ ～来年の収穫感謝祭の

開催へ向けて～

9月 2日 〝緊急"９月例会 54名

テーマ：「個別所得補償制度について」 ～畑作物を中心に

～

講師：十勝総合振興局

農務課長 宮田 大 氏

9月16日 ふぁーまーずとかち第４回打ち合わせ会議 6名

9月27日 第６回幹事会 9名

10月 4日 三野先生を囲む会 19名

テーマ：「飼料を巡る情勢」 ―世界戦略の中でわれわれは

どう生き残るか―

話題提供者：三野 耕治 氏

（酪農学園大学 特任教授、日本飼料工業会 専務理事)

10月14日 ふぁーまーずとかち第５回打ち合わせ会議 6名

10月18日 第７回幹事会 5名

10月28日 10月例会 25名

テーマ：「地理空間情報を基盤とした農業の自動化・情報

化」 ～実用化間近 ここまで来ているロボッ

トトラクター・GPSの農業利用～

講師：北海道大学大学院農学研究院

教授 野口 伸 氏

その② ～自動可変施肥システムについて～

話題提供者：㈱ズコーシャ 総合科学研究所

GIS推進室長 榎本 吉典 氏

11月 8日 第８回幹事会 9名

11月15日 11月例会（アグリフードネットワーク in帯広）

34名

テーマ：「和を育み 郷土を敬し 園芸を志す」 ～「農業

界の革命児」が語る究極の成長戦略～

話題提供者：木内 博一 氏

（農事組合法人 和郷園 代表理事・㈱和郷 代表取締役)

11月18日 ふぁーまーずとかち第６回打ち合わせ会議 6名
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11月27日 オカモトグループの地場産食材活用戦略 12名

テーマ：「オカモトグループの地場産食材活用戦略につい

て」 ～農業者とオカモトグループとのビジネス

マッチング説明会～

話題提供者：オカモトグループ・フーズマーケティングカ

ンパニー

社長執行役員 中寺 一男 氏

12月 8日 12月一泊例会 19名

テーマ：「異分野・新事業への挑戦」 ～建設業から温泉ホ

テルへ、そしてさらなる挑戦…～

話題提供者：丸富士三浦建設㈱

代表取締役社長 三浦 公夫 氏

12月13日 第９回幹事会 12名

2011年

1月17日 第10回幹事会 9名

1月18日 １月例会【農商工連携人材育成セミナー第14講】

30名

テーマ：「農業ビジネスで幸せを『見える化』」 ～農産物流

通実践―大手流通・製造業との連携～

講師：農業生産法人㈲さかうえ

代表取締役 坂上 隆 氏

2月 7日 第11回幹事会 11名

2月 9日 ２月例会 38名

テーマ：「生産者だからこそできる商品づくり」 ～市場価

格に左右されない畜肉品の生産～

話題提供者：㈲ウエムラ牧場

代表取締役 上村 篤正 氏（白老町)

3月 4日 第12回幹事会

3月25日 ３月例会（公開） 55名

テーマ：「TPPで日本はどうなる？ 私たちはどうす

る？」

話題提供者：社団法人日本農業法人協会

専務理事 紺野 和成 氏

3月31日 第13回幹事会 16名

［地域再生部会］

2010年

4月17日 第８回例会 8名

新年度の活動方針、活動計画について

5月29日 第２回例会 7名

テーマ：「林業・木材業界の現状と今後について」

話題提供者：㈲瀬上製材所

代表取締役 瀬上 晃彦 氏

6月24日 第３回例会 7名

テーマ：「薬局業界の現状と課題」 ～業界の規制緩和につ

いて～

話題提供者：㈱まつもと薬局

代表取締役 松本 健春 氏

7月27日 第４回例会 6名

フリーディスカッション・納涼会

8月23日 第５回例会 4名

見学会：10：00～11：00 ※集合場所 シルバーヴィラる

くる

見学先：シルバーヴィラるくる（帯広市東４条南10丁目

15）

例会：19：00～20：30 ※例会終了後懇親会

会場：同友会帯広事務所

9月29日 第６回例会 9名

テーマ：「山忠の挑戦 」 ～新事業、新商品開発の取り組

み～

話題提供者：㈱山本忠信商店

代表取締役社長 山本 英明 氏

10月17日 第７回例会 8名

テーマ：「今後の活動について」 ～懇談会

11月 6日 第８回11月例会

地区会交流会 in広尾・大樹に参加しよう

地域再発見 南とかちの魅力をお届けします ～大

樹・広尾を巡る魅力再発見ツアー～

12月19日 「望」年例会 7名

テーマ：「社長になって10年…これからの珈琲専科ヨシダ

とは」

話題提供者：㈱珈琲専科ヨシダ

代表取締役 三野宮厚子 氏

2011年

3月14日 第10回例会 7名

議題：１．2011年度活動方針について

２．その他

［人生大学］

2010年

4月 2日 ４月例会 18名

テーマ：「矯正歯科専門医院における連携について」

話題提供者：フォレスト矯正歯科クリニック

院長 大和 志郎 氏

5月 6日 ５月例会 20名

テーマ：「青年期をめざした保育実践」

話題提供者：あじさい保育園

園長 藤本 史代 氏

6月 2日 ６月例会 19名

テーマ：「小さなお店の生き方」 ～よい会社、強い会社づ

くりを実践して～

話題提供者：㈲アビコ電化

社長 竹部 義弘 氏

7月 2日 ７月例会 18名

テーマ：「環境福祉ユートピアの実現を「のう・しょう・こ

う」（農業・障がい者・高齢者）連携で」

話題提供者：㈱ノースランド

取締役 関根 清 氏

8月 2日 ８月例会 19名

テーマ：「十勝清水牛玉ステーキ丼 誕生 新ご当地グ

ルメで清水町を元気にしたい‼」

話題提供者：十勝清水牛玉ステーキ丼地域活性化協議会

会長 野崎 勝敏 氏

（㈱山下観光 代表取締役、北海道同友会清水地区会副会

長）

十勝清水牛玉ステーキ丼地域活性化協議会

事務局長 吉田 寛臣 氏

9月 2日 ９月例会 20名

テーマ：「我が経営」 ～人生大学で学び続けて～

話題提供者：中央タクシー㈱

代表取締役 近藤 茂樹 氏

10月 2日 10月例会 16名

テーマ：「わが人生 失敗の研究とそこから得た教訓」

話題提供者：㈱トーシン

代表取締役 宮本 建治 氏

11月 2日 11月例会 22名

テーマ：「社長業37年 ぶつかって転んで、起き上が

り 」

話題提供者：大昭電気工業㈱

代表取締役 出村 行敬 氏
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12月18日 人生大学＆拓の会合同一泊例会 19名

テーマ：「㈱曽我はこうして経営を再建した 」

話題提供者：㈱曽我

代表取締役社長 曽我 彰夫 氏

（帯広商工会議所副会頭)

2011年

2月 2日 ２月例会 23名

テーマ：「新聞社のバックヤード」 ～当世新聞事情裏表～

話題提供者：㈱北海道新聞社帯広支社

支社長 小川 直樹 氏

3月 2日 ３月例会 22名

テーマ：「素人から経営者に成りつつある私」 ～同友会と

の出会いと、この一年の経営をふりかえって～

話題提供者：㈱ChipS

代表取締役 佐伯 抄織 氏

［IT総合研究会］

2010年

4月13日 幹事会 5名

4月19日 第10回定時総会 13名

7月 7日 幹事会 5名

10月19日 10月例会 10名

テーマ：「出先からのデータ活用」 ～CMS、SNS、

iPhone、iPad etc～

講師：㈱グロッシー

代表取締役 北村 貴 氏

11月29日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー 第１

講> 17名

テーマ：「まちづくりマジックのタネあかし」 ～人を集め

る仕組みづくり～北の屋台ができるまで～

講師：坂本ビル㈱・坂本商事㈱

代表取締役社長 坂本 和昭 氏

（北の起業広場協同組合 元専務理事)

11月30日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー 第２

講> 14名

・ターゲットの絞り方

・成功例に学ぶ情報発信

・口コミになるようなHPの運営方法

・プロモーションミックス

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

12月 6日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー 第３

講> 15名

・ターゲットの絞り方

・成功例に学ぶ情報発信

・口コミになるようなHPの運営方法

・プロモーションミックス

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

12月 7日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー 第４

講> 15名

・ターゲットの絞り方

・成功例に学ぶ情報発信

・口コミになるようなHPの運営方法

・プロモーションミックス

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

12月 8日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー 第５

講> 15名

・ターゲットの絞り方

・成功例に学ぶ情報発信

・口コミになるようなHPの運営方法

・プロモーションミックス

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

［あすなる会］

2010年

4月 7日 増販増客実践グループ３月例会 8名

テーマ：「一年間を振り返って」

アドバイザー：税理士法人 井上会計事務所

マーケティングアドバイザー 塙 裕之 氏

4月12日 新旧合同運営委員会 14名

4月16日 第12回定時総会 45名

第１部 総会

第２部 記念講演

テーマ：「志を育てる」 ～日本人という生き方～

第３部 懇親会

講師：㈲ゴーアヘッドジャパン

事業本部長 小田島裕一 氏（札幌)

5月 7日 第１回運営委員会 9名

5月12日 ビジネスコミュニケーショングループ５月例会

16名

１．年間スケジュール、活動内容について

２．ビジネスコミュニケーションとは？

３．その他

5月12日 財務会計グループ５月例会 17名

テーマ：バランスシートを読めるようになる

アドバイザー：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

5月20日 ５月例会 22名

テーマ：「わが社の社風づくりの実践」 ～社員が生き生き

働く会社とは～

話題提供者：ソーゴー印刷㈱

代表取締役 高原 淳 氏

5月25日 経済実学グループ５月例会 10名

テーマ：「2010年度の活動について」

アドバイザー：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

5月26日 マーケティンググループ５月例会 12名

１．一年のスタートステップ

２．その他

6月 3日 第２回運営委員会 14名

6月17日 財務会計グループ６月例会 12名

テーマ：「決算書を実例で読みとり分析する②」 ～安全性

資本効率～

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

6月21日 ビジネスコミュニケーショングループ６月例会

14名

テーマ：「コーチングの基礎について学ぶ」

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

6月22日 経済実学グループ６月例会 11名

テーマ：「財務諸表の見方・良い決算書の作り方」

７月担当例会について

講師：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

6月23日 マーケティンググループ６月例会 11名

テーマ：「商品分析から新事実を発見しよう」
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講師：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

6月30日 ６月例会 25名

テーマ：「我が社の経営」 ～後継者との交流～

話題提供者：㈱平和園

代表取締役 新田 良基 氏

7月 6日 第３回運営委員会 14名

7月12日 ビジネスコミュニケーショングループ７月例会

12名

テーマ：「セルフコーチングについて学ぶ」

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

7月13日 財務会計グループ７月例会 16名

テーマ：「決算書を実例で読みとり分析する③」

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

7月15日 マーケティンググループ７月例会 10名

テーマ：「あなたの販促お手伝い」

※担当８月例会について

講師：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

7月20日 あすなる会７月例会 24名

テーマ：「日本景気と世界景気の現状と課題」

話題提供者：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

8月10日 第４回運営委員会 10名

8月19日 財務会計グループ８月例会 18名

テーマ：「決算書を実例で読みとり分析する④」

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

8月23日 マーケティンググループ担当例会準備会 11名

マーケティンググループ担当例会準備状況

アドバイザー：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

8月27日 ８月例会 23名

テーマ：「お客様目線とはどんなこと？」

話題提供者：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

8月30日 ビジネスコミュニケーショングループ８月例会

11名

テーマ：「セルフコーチングについて学ぶ②」

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

8月31日 経済実学グループ８月例会 11名

テーマ：「お金について」 ～現金、電子マネーの流通と展

望～

講師：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

9月 7日 第５回運営委員会 14名

9月14日 財務会計グループ９月例会 17名

テーマ：「三つのキャッシュフローを理解する」

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

9月17日 マーケティンググループ９月例会 10名

テーマ：「少し違った事が見えるかもチャート分析 Part
 

2」

講師：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

9月24日 ９月例会 24名

テーマ：組織を育てる「リーダーシップ」と「ファシリテー

ション」

講師：㈲石田コンサルタントオフィス

代表取締役 石田 邦雄 氏

KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

9月28日 経済実学グループ９月例会 6名

テーマ：「ペイオフ、預金保険制度について」

講師：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

10月 5日 第６回あすなる会運営委員会 14名

10月 8日 財務会計グループ10月担当例会準備会 12名

アドバイザー：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

10月18日 ビジネスコミュニケーショングループ10月例会

7名

テーマ：「コーチングについて学ぶ③」

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

10月19日 経済実学グループ11月担当例会準備会 4名

あすなる会11月担当例会打ち合わせ

10月20日 10月例会 32名

テーマ：そうだったのか 東城敬貴の学べる損益分岐点

「あなたの商売はいくらで採算とれますが？」

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

10月22日 マーケティンググループ10月例会 9名

テーマ：「チャート分析 Part 3」（お祭り出店サポート、

ヨーグルトについて分析）

講師：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

10月26日 ソーゴー印刷㈱ 朝礼見学 12名

話題提供者：ソーゴー印刷㈱

代表取締役 高原 淳 氏

10月27日 経済実学グループ10月例会 9名

テーマ：「日本銀行の仕事について」

日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

11月 9日 第７回運営委員会 12名

11月11日 ビジネスコミュニケーショングループ11月例会

12名

テーマ：「メンタルヘルスについて学ぶ」

講師：㈲石田コンサルタントオフィス

代表取締役 石田 邦雄 氏

11月11日 経済実学グループ担当準備会 7名

あすなる会11月担当例会打ち合わせ

11月15日 財務会計グループ11月例会 15名

テーマ：「資金繰りは社長の仕事」 ～自社にあった資金繰

り表～

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

11月24日 経済実学グループ担当準備会 6名

あすなる会11月担当例会打ち合わせ

11月26日 マーケティンググループ11月例会 9名

テーマ：「商品分析、意見交換 Part 4」 ～松原商店、帯瀬

商店、林商店の巻～

講師：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

11月30日 11月例会 21名
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テーマ：「経済実学の勉強の成果から株価、外国為替をメン

バー全員で大胆予想しよう‼」

講師：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

12月 6日 第８回運営委員会 11名

12月 8日 財務会計グループ12月例会 15名

テーマ：「投資計画」 ～実行すべきか？ やめるべきか？

～

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

12月 9日 ビジネスコミュニケーショングループ12月例会

18名

テーマ：「経営指針作りから学ぶ社員一丸体勢」

話題提供者：㈲衣料のマツダ

代表取締役社長 松田 孝弘 氏

アドバイザー：岡田建設㈱

代表取締役 岡田 俊治 氏

12月15日 臨時総会・12月例会 45名

テーマ：「十勝で１番信頼されるハウスメーカー・百年企業

を目指して」 ～社員と現場の力を120％引き出

す方法～

講師：㈱北のハウス

代表取締役社長 小田 衣代 氏

12月15日 マーケティンググループ望年会 8名

テーマ：「今年を振り返り2011年を展望しよう‼」

12月21日 経済実学グループ12月例会 8名

テーマ：「十勝経済・景気の来年の展望」

講師：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

2011年

1月12日 ビジネスコミュニケーショングループ１月例会

7名

２月担当例会打ち合わせ

KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

1月12日 グループ長打合せ 6名

テーマ：「次年度グループ活動テーマと副グループ長につ

いて」

1月13日 財務会計グループ１月例会 17名

テーマ：「利益計画と収支予定表」 ～資金に着眼した利益

計画とは何か～

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

1月17日 第９回運営委員会 13名

1月18日 マーケティンググループ１月例会 9名

担当例会のテーマ リメイクとずらしを把握する

㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

1月25日 経済実学グループ１月例会 7名

テーマ：「金融機関との付き合い方」

アドバイザー：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

1月27日 臨時総会・１月例会 25名

テーマ：「自社商品をリメイクして、売上アップ」 ～2010

年ヒット商品から見えてくるもの～

話題提供者：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

2月 1日 ビジネスコミュニケーショングループ担当例会準

備会 10名

アドバイザー：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

2月 8日 新旧運営委員会 16名

2月10日 ビジネスコミュニケーション第２回担当例会準備

会 6名

2月14日 財務会計グループ２月例会 18名

テーマ：「経営シミュレーション」

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

2月15日 ビジネスコミュニケーション第３回担当例会準備

会 7名

2月22日 マーケティンググループ２月例会 11名

テーマ：「チャート分析、豆プリンとでんぷん編」

講師：㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

2月22日 経済実学グループ２月例会 6名

テーマ：「金融について」

講師：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

2月24日 ２月例会 30名

テーマ：「ビジネスコミュニケーショングループ活動報告」

～１年間のグループ活動から学んだもの～

報告者：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

3月14日 新旧合同運営委員会 17名

3月18日 マーケティンググループ３月例会 7名

㈱風

代表取締役 小林 克志 氏

3月23日 経済実学グループ３月例会 10名

テーマ：企業経営のあり方

アドバイザー：日本銀行帯広事務所

所長 河合 博 氏

3月23日 財務会計グループ３月例会 15名

テーマ：「経営シミュレーション その２」

アドバイザー：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

3月26日 ３月例会 21名

テーマ：「経営シミュレーションゲーム」

講師：東城会計事務所

所長 東城 敬貴 氏

3月31日 ビジネスコミュニケーショングループ３月例会

12名

［環境部会］

2010年

4月12日 第７回定時総会 24名

第１部 総会>

第２部 話題提供>

テーマ：「石臼製粉導入から１年が経って」 ～麦の風工房

の実践～

第３部 懇親会>

報告者：アグリシステム㈱

代表取締役 伊藤 英信 氏

4月12日 第13回世話人会 15名

6月10日 第１回世話人会 10名

6月27日 ６月例会 13名

～中札内－帯広・エコサイクリング～

7月 8日 エコサイクルリング反省会 12名

7月15日 第２回世話人会 11名

7月18日 ７月例会 8名
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とかちワン・ワールド映画祭2010 ～映画「ブルー・ゴー

ルド 狙われた水の真実」鑑賞＆「水資源について考える

ワークショップ」参加～

8月 9日 第３回世話人会 13名

8月25日 ８月例会（貸切バス移動例会 in足寄） 8名

①足寄町役場庁舎ペレットボイラー＆木質バイオマス資源

活用の取り組み

②芽登温泉のNEDO事業を活用した省エネルギー改修工

事

9月14日 第４回世話人会 6名

10月 2日 環境部会のこれからを考える会 10名

①環境部会の活動を振り返って（上半期を終えて）

②これからの環境部会のあり方について（何を学びたいか、

本当に今のままで良いのか、今後どうすべきか）

③11月の環境モデル都市・富山市視察について

④その他

10月 8日 第５回世話人会 10名

11月 5日 第６回世話人会 11名

11月22日 11月例会 7名

テーマ：「バイオエタノールを取り巻く現状と課題」

講師：㈶十勝圏振興機構

事業部長 大庭 潔 氏

12月 4日 12月一泊例会（望年会） 18名

①冬のエネルギーをどう活用するか

アグリシステム㈱ 社長 伊藤 英信 氏

②LED照明の活用とエコ

㈲道東暖熱工業所帯広営業所

所長代理 山方 泰裕 氏

③TPPをどう捉えるか

㈲大石農産 社長 大石 富一 氏

12月15日 第７回世話人会 11名

2011年

1月14日 第８回世話人会 11名

2月 9日 ２月例会 15名

観賞魚専門店から地域環境改善事業への展開 ～水槽の濾

過材から、ホタルの棲む水質環境づくりまで～

3月12日 ３月例会（一泊移動例会） 14名

①テーマ：庭園都市は幸福な食卓とともに ～風景と食、

自然環境と文化の経営について～

報告者：農業生産法人㈱大樹グリーンソサエティ

代表取締役 白井 隆 氏

（㈱白井隆庭園都市計画事務所 代表取締役)

②どうするこれからの環境部会 ～じっくり語り合おう

～

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2010年

4月20日 ゴルフ同好会総会 12名

5月13日 ゴルフ同好会第１回例会 12名

6月10日 ゴルフ同好会第２回例会 11名

7月 8日 ゴルフ同好会第３回例会 8名

8月 5日 ゴルフ同好会第４回例会 11名

9月 9日 ゴルフ同好会第５回例会 12名

10月 7日 ゴルフ同好会第６回例会 14名

10月 9日 ゴルフ同好会納会 11名

［その他の活動］

2010年

5月26日 「観光・食品」創業支援セミナー① 22名

テーマ：「創業への心構えとチェックポイント」

講師：ジャパンマネージメントコンサルタンツ㈱

取締役 工藤 秋一 氏

5月26日 「観光・食品」創業支援セミナー② 17名

テーマ：「思いを形にするビジネスプラン」

講師：ジャパンマネージメントコンサルタンツ㈱

取締役 工藤 秋一 氏

5月27日 「観光・食品」創業支援セミナー③ 21名

テーマ：「創業に必要な『会計力』とは？」

講師：ジャパンマネージメントコンサルタンツ㈱

取締役 工藤 秋一 氏

5月27日 「観光・食品」創業支援セミナー④ 21名

テーマ：「知っておきたい創業までの基礎知識」

講師：ジャパンマネージメントコンサルタンツ㈱

取締役 工藤 秋一 氏

5月28日 「観光・食品」創業支援セミナー⑤ 21名

テーマ：「成功する経営者像とは？」

講師：㈱エム・アールコーポレーション

代表取締役 光永 彰 氏

7月22日 十勝型実践インターンシップ打合せ会議 59名

7月29日 実践インターンシップ広報・広告グループ打合せ

10名

8月 4日 十勝亜麻産業活性化セミナー 76名

9月26日 2010年十勝型実践インターンシップ成果発表会

9月30日 食品販売ネットショップセミナー① 16名

テーマ：「地方ネットビジネス成功の秘訣 」

講師：㈱北の国からの贈り物

代表取締役 加藤 敏明 氏

10月 4日 食品販売ネットショップセミナー② 18名

テーマ：「ショップのプロモーション方法とは」

講師：㈱Ｊパワーズ

代表取締役 戸田 好浩 氏

㈲十勝スローフード

代表取締役 藤田 惠 氏

10月 6日 食品販売ネットショップセミナー③ 18名

テーマ：「売れるショップのイメージづくりと基本コンセ

プトの作り方」

講師：ウェブフォース㈱

代表取締役 佐々木 敦 氏

10月 7日 食品販売ネットショップセミナー④ 18名

テーマ：「店作り演習①」（写真撮影と加工実習）

講師：MARUSU-WEB

鈴木 正樹 氏

浪漫写真ケルビン堂

主宰 箕浦 伸雄 氏

10月 8日 食品販売ネットショップセミナー⑤ 18名

テーマ：「店作り演習②」（ネットショップの構築）

講師：MARUSU-WEB

鈴木 正樹 氏

浪漫写真ケルビン堂

主宰 箕浦 伸雄 氏

10月12日 食品販売ネットショップセミナー⑥ 18名

テーマ：「ネットショップに求められている客様対応と店

舗運営について」

講師：楽天㈱楽天市場事業部

柘
つ
植
げ

正基 氏（東京)

10月23日 十勝型実践インターンシップ成果報告会 48名

議案：① 地域教育特別委員長 鈴木 享 氏 挨拶

② 各グループの活動をもとに発表（１グループ３
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～５分）

③ 企業担当者感想

④ 学校担当者感想

⑤ まとめ

11月 4日 農商工連携人材育成セミナー 59名

テーマ：「農商工連携の意義と役割・研修のねらい」

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

11月 4日 農商工連携人材育成セミナー② 49名

テーマ：「農林水産関連の支援施策の概要」 ～農商工連

携・６次産業～

講師：㈲大熊事務所

代表取締役 大熊 一精 氏（札幌)

11月11日 農商工連携人材育成セミナー③ 56名

テーマ：「環境対策と経営」 ～世界・国内の環境問題事情

と農業～

講師：帯広畜産大学

教授 高橋 潤一 氏

11月11日 農商工連携人材育成セミナー④ 53名

テーマ：「食品衛生と表示等について」 ～機能性や薬事法

に関する注意点～

講師：北海道立十勝圏地域食品加工技術センター

㈶十勝圏振興機構

事業部長 大庭 潔 氏

11月22日 農商工連携人材育成セミナー⑤ 61名

テーマ：「ビジネスモデル構築」 ～受講生によるロールプ

レイング～

講師：エム・アール企画㈱

取締役会長 三ツ村光彦 氏（東京)

11月26日 農商工連携人材育成セミナー⑥ 62名

テーマ：「海外展開へ向けたマーケティング実践」 ～アジ

アに目を向ける～

講師：アジアネット

代表 田中 豊 氏（福岡)

12月 1日 創業支援セミナー情報交換会 30名

テーマ：「創業したい と考えてから準備したこと」

講師：㈱シンプルウェイ

代表取締役 阪口あき子 氏

12月 2日 農商工連携人材育成セミナー⑦ 67名

テーマ：「農林水産業の動向と課題」 ～日本における十勝

農業～

講師：㈱日本政策金融公庫帯広支店

農林水産事業 統轄 田口 克幸 氏

12月 2日 農商工連携人材育成セミナー⑧ 65名

テーマ：「中小企業経営を見つめ直す」 ～金融機関が応援

したい企業とは～

講師：帯広信用金庫 地域経済振興部

副部長 原口 勝全 氏

12月 4日 創業支援セミナー 第１講> 15名

テーマ：「事業立ち上げの基本構想づくり」

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

12月 5日 創業支援セミナー 第２講> 15名

テーマ：「経営計画のつくりかた」

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

12月 5日 創業支援セミナー 第３講> 15名

テーマ：「資金計画のつくりかた」

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

12月 5日 創業研究会個別相談会 3名

12月 8日 農業廃棄物再利用環境セミナー① 23名

テーマ：「環境ビジネスが求める現状とスキル」

講師：北海道バイオマスリサーチ㈱

代表取締役 菊池 貞雄 氏

12月 9日 農商工連携人材育成セミナー⑨ 79名

テーマ：「農産物の流通構造」 ～日本の食料事情と消費動

向～

講師：㈱グッドテーブルズ

代表取締役 山本 謙治 氏（東京)

12月 9日 農商工連携人材育成セミナー公開講座 20名

テーマ：「農産物の流通構造」 ～日本の食料事情と消費動

向～

講師：㈱グッドテーブルズ

代表取締役 山本 謙治 氏

12月 9日 農商工連携人材育成セミナー 山本謙治先生を囲

む会> 21名

12月10日 農業廃棄物再利用環境セミナー② 20名

テーマ：「自然エネルギーを活用した CO2削減」

講師：帯広畜産大学

教授 高橋 潤一 氏

12月13日 農業廃棄物再利用環境セミナー③ 19名

テーマ：「帯広・十勝の農業と環境問題」

講師：帯広畜産大学

准教授 谷 昌幸 氏

12月16日 農商工連携人材育成セミナー⑩ 67名

テーマ：「商品開発・販路開拓・ブランド化実践事例」

講師：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

12月20日 農商工連携人材育成セミナー 71名

テーマ：「地域ブランド戦略」 ～十勝をどう売り込むか～

講師：㈱阪急阪神百貨店（大阪）

店内催事計画担当部長 薬師寺雅文 氏

2011年

1月 7日 農商工連携人材育成セミナー

テーマ：「マーケティング・販路開拓・消費動向」

講師：㈱ノースプロダクション

代表取締役 近江 正隆 氏

1月13日 農商工連携人材育成セミナー 35名

テーマ：「IT化への対応」 ～電子商取引による新しい販

路への挑戦～

講師：イーアグリ㈱

代表取締役 堂脇 広一 氏（東京)

1月18日 農商工連携人材育成セミナー 25名

テーマ：「農業ビジネスで幸せを『見える』化」 ～農産物

流通の実践～

講師：㈲さかうえ（農業生産法人）

代表取締役社長 坂上 隆 氏（鹿児島)

1月20日 農商工連携人材育成セミナー 16名

テーマ：「事業計画の作成基礎」 ～受講生によるロールプ

レイング～

講師：インサイトマネジメント㈱

代表取締役 坪井 真一 氏

1月27日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー①

6名

テーマ：「らせん成長したネット通販に求められる『Ｅコ

マース2.0時代』の視点」

講師：㈱レイジックス
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代表取締役 敬禮 匡 氏（札幌市)

1月28日 農商工連携人材育成セミナー実地研修 28名

2月 1日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー②

6名

テーマ：「売れるショップのイメージ作りと基本コンセプ

トの作り方」

講師：ウェブフォース㈱

代表取締役 佐々木 敦 氏（富良野)

2月 3日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー③

5名

店作り演習①（写真撮影と加工実習）

講師：MARUSU-WEB

鈴木 正樹 氏（士幌町)

浪漫写真ケルビン堂

主宰 箕浦 伸雄 氏（芽室町)

2月 8日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー④

5名

店作り演習②（ネットショップの構築）

講師：MARUSU-WEB

鈴木 正樹 氏（士幌町)

浪漫写真ケルビン堂

主宰 箕浦 伸雄 氏（芽室町)

2月 9日 異分野新規創業セミナー 第１講>

テーマ：「生産者だからこそできる商品づくり」

講師：㈲ウエムラ牧場

代表取締役 上村 篤正 氏（白老町)

2月10日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー⑤

5名

店作り演習③（ネットショップの構築）

講師：MARUSU-WEB

鈴木 正樹 氏（士幌町)

浪漫写真ケルビン堂

主宰 箕浦 伸雄 氏（芽室町)

2月14日 異分野新規創業セミナー 第２講> 6名

テーマ：「生産者との連携で生まれた付加価値商品」 ～食

品加工技術センターの取組みと商品化事例～

講師：財団法人十勝圏振興機構

事業部長 大庭 潔 氏

2月15日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー①

38名

2月16日 営業専門職スキルアップセミナー① 26名

テーマ：「営業力とは何か」

・グループディスカッション

・質疑応答

講師：光陽商事㈱

代表取締役社長 杉立 貴昭 氏（苫小牧)

2月17日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー⑥

6名

テーマ：「ネットという大海の中でショップの進路を正し

く決めるには」

講師：とかちキューブ㈱

代表取締役 高田 聡史 氏（帯広市)

2月18日 亜麻に関する勉強会 9名

１．昨年の亜麻試験栽培の状況について

２．オランダ・ヴァンデビルド社からの土壌等に関する情

報提供について

３．今年の亜麻試験栽培の作付けについて

４．今後の展開について

５．その他

2月21日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー②

11名

「ターゲットの絞り方」

「プロモーションミックス」

デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

2月22日 営業専門職スキルアップセミナー② 21名

マーケティングと営業活動

・マーケティングの基本

・マーケティングにおける営業の位置づけ

・営業活動の流れ

・顧客ニーズを理解する

・顧客ニーズ構造の作成（実習）

インテレッジ 代表

中小企業診断士 髙橋 正也 氏（札幌)

2月22日 営業専門職スキルアップセミナー③

顧客をリードするための営業スキル

・初期アプローチとヒアリング技術

・問題解決指向の提案技術

・次の行動を促す意思確認の技術

・セールス・シナリオの作成（実習）

インテレッジ 代表

中小企業診断士 髙橋 正也 氏（札幌)

2月22日 異分野新規創業セミナー 第３講> 5名

テーマ：「想いを活かす・人を活かす・地域を活かす」 ～経

営の根幹は〝不易流行"～

講師：㈲石田コンサルタントオフィス

代表取締役 石田 邦雄 氏

2月23日 営業専門職スキルアップセミナー④ 22名

ヒアリングスキルと企画提案力の向上

・ニーズの予測

・ヒアリング実習（ロールプレイング）

・企画提案書の要諦

・「他社とは違う」と思わせる技術

・差別化ポイントの洗い出し（実習）

インテレッジ 代表

中小企業診断士 髙橋 正也 氏（札幌)

2月23日 営業専門職スキルアップセミナー⑤ 23名

営業・ツールの有効活用とクロージング

・営業ツールとその役割

・自社ツールの洗い出しと機能の明確化（実習）

・クロージングにおいて行うこと

・断りへの対処

・競合への対処

・自己改善点の明確化とコミットメントの発表

インテレッジ 代表

中小企業診断士 髙橋 正也 氏（札幌)

2月23日 異分野新規創業セミナー 第４講> 5名

テーマ：「地域に根ざした金融支援」 ～異分野参入時の資

金繰りと各種補助金～

講師：帯広信用金庫

地域経済振興部 原口 勝全 氏

2月24日 2010年度全道農業関連部会交流会札幌大会

（HALF） 7名

テーマ：「今、農家だからこそ経営指針を持とう 」

2月25日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー④

11名

実習：クチコミになるようなホームページの運営方法

講師：デジタルグラフィックス㈱
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代表取締役 河村 知明 氏

2月28日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー⑤

実習：広報を使ってアクセスアップ、プレスリリースの書

き方など

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

共育・求人活動

［共同求人］

2010年

3月30日 合同入社式＆新入社員研修会 100名

テーマ：新入社員の皆さんに贈る言葉

講師：㈱ヨシモト

代表取締役 吉本 隆嗣 氏

テーマ：クレジット・保証、詐欺的販売行為に関する基礎

知識

講師：佐々木法律事務所

所長 佐々木涼太 氏

テーマ：会社って何だろう？ 仕事って何だろう？ ～新

入社員のやる気と元気で会社が変わる～

講師：ソーゴー印刷㈱

社長 高原 淳 氏

5月25日 合同企業説明会① 62名

6月 3日 合同企業説明会② 189名

6月24日 上士幌高校職場見学

見学受入企業：㈱ヨシモト

ソーゴー印刷㈱

㈱ホーム創建

7月 8日 合同企業説明会③ 113名

7月28日 社会人になるための就職セミナー 60名

テーマ：企業の仕組みと企業が求める人材とは

講師：北海道中小企業家同友会帯広支部

求人委員長 藤森 裕康 氏

（㈱藤森商会・社長)

テーマ：就職の心構えと自己分析

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

テーマ：大人のビジネス常識と企業面接時の訪問マナー

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

8月11日 合同企業説明会 300名

2011年

1月24日 合同企業説明会 48名

2月 5日 合同企業説明会 18名

2月20日 就職セミナー＆合同企業説明会 4名

3月31日 2011年合同入社式＆新入社員研修会 90名

【スケジュール】

合同入社式

テーマ：新入社員の皆さんに贈る言葉

講師：㈱藤森商会

代表取締役 藤森 裕康 氏

テーマ：新入社員の役割とは何か

講師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役 高原 淳 氏

新入社員研修会

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）

［社員教育活動］

2010年

4月 6日 2010年新入社員研修会 41名

『今日の研修で何を学ぶのか』

講師：同友会帯広支部〝共育"委員会

『執務姿勢と応対の基本』

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 石戸谷和政 氏

『自分を魅力的に見せる表現力（色使いの効果）』

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

『相手を感動させる応対とは』

講師：同 上

『ビジネス電話のかけ方』 ～実技を中心として～

講師：同 上

5月11日 幹部学校同窓会例会 13名

テーマ：「幹部社員としての自覚」 ～プロフェッショナル

～

話題提供者：松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

6月15日 中堅幹部学校同窓会 第41期「朝活」例会 5名

出席者の発表（各々が本や雑誌を読み込んで発表５分、質

疑応答５分）

7月 6日 中堅幹部学校同窓会第41期 第３回「朝活」例会

4名

出席者の発表

7月20日 中堅幹部学校同窓会第41期 第４回「朝活」例会

5名

出席者の発表

8月 9日 第42期中堅幹部学校に受講させる企業の経営者

の皆さんとの懇談会 6名

経営者は第42期中堅幹部学校に何を期待するか

8月10日 中堅幹部学校同窓会第41期 第５回「朝活」例会

5名

出席者の発表（各々が本や雑誌を読み込んで発表５分、質

疑応答５分）

8月18日 第42期中堅幹部学校入校式 16名

オリエンテーション

第42期中堅幹部学校の説明 コミュニケーションゲーム

8月24日 中堅幹部学校同窓会第41期 第６回「朝活」例会

4名

8月25日 第42期中堅幹部学校 第１講> 15名

経営改善策の基礎 財務編①

松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

8月26日 第42期中堅幹部学校 第２講> 15名

経営改善策の基礎 財務編②

松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

9月 1日 第42期中堅幹部学校 第３講> 14名

レポートの書き方

㈳北海道中小企業家同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

9月 7日 中堅幹部学校同窓会第41期 第７回「朝活」例会

6名

出席者の発表

9月 8日 第42期中堅幹部学校 第４講> 12名

新聞記事の読み方 ～情報をどう仕事に役立てるか～

講師：帯広信用金庫
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執行役員・地域振興部長 秋元 和夫 氏

9月15日 第42期中堅幹部学校 見学・第５講>

テーマ：「5S運動の徹底で職場環境整備を」

見学先：日農機製工㈱（足寄町江南①電話0156-25-2188）

13：30～16：30

9月21日 中堅幹部学校同窓会第41期 第８「朝活」例会

4名

出席者の発表

9月21日 第42期中堅幹部学校 補講> 12名

講師：松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

9月22日 第42期中堅幹部学校 第６講> 15名

テーマ：「職務姿勢とビジネスマナー」 ～報告書・ビジネ

ス文書の作成～

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

9月25日 第42期中堅幹部学校 一泊研修・第７講>

テーマ：「幹部の役割と問題解決能力をどう高めるか」

講師：㈲石田コンサルタントオフィス

所長 石田 邦雄 氏

9月29日 第42期中堅幹部学校 朝礼見学・第８講> 12名

ソーゴー印刷㈱

8：10集合 8：20朝礼見学 9：10懇談 9：30解散

10月 5日 中堅幹部第41期第９回「朝活」例会 5名

10月 6日 第42期中堅幹部学校 第９講> 13名

テーマ：「上司・部下とのコミュニケーションをどう進める

か 入門編」

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

10月12日 第42期中堅幹部学校 第10講> 15名

テーマ：「上司・部下とのコミュニケーションをどう進める

か 演習編」

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

10月19日 中堅幹部学校同窓会第41期 第10回「朝活」例

会 5名

出席者の発表

10月20日 第42期中堅幹部学校 第11講> 18名

テーマ：「経営者は幹部に何を期待しているか」

講師：㈱平和園

代表取締役 新田 良基 氏

10月27日 第42期中堅幹部学校成果発表会 25名

ワークショップ発表会

卒業認定会議

11月 2日 中堅幹部学校同窓会第41期 第11回「朝活」例

会 4名

出席者の発表

11月 5日 第42期中堅幹部学校卒業式 28名

11月11日 新入社員フォローアップ研修会 41名

第１講義

テーマ：「企業人、社会人の先輩として社歴１年未満の皆さ

んに期待すること」

講師：㈱ヨシモト

総務部長 乗久 敦志 氏

第２講義

テーマ：社会人としてのマナー総点検①

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

13：00 第３講義

テーマ：社会人としてのマナー総点検②

講師：渡邉 尚美 氏

11月16日 中堅幹部学校同窓会第41期 第12回「朝活」例

会 4名

出席者の発表

12月 7日 中堅幹部学校同窓会第41期 第13回「朝活」例

会 2名

『酒』

2011年

1月11日 中堅幹部学校同窓会第41期 第14回「朝活」例

会 6名

出席者の発表

1月25日 中堅幹部学校同窓会第41期 第15回「朝活」例

会 5名

中村信二著『営業の魔法』を読んで

3月16日 先輩社員マナー研修会 11名

基調講演『先輩社員に期待するもの』

講師：ソーゴー印刷㈱

社長 高原 淳 氏

マナー意見交換会『あなたのビジネスマナーの悩みは何で

すか』

助言者：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

助言者：㈳北海道中小企業家同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

ロールプレイング『ビジネスマナーの総点検』

講師派遣

2010年

6月30日 鹿追高校３学年進路学習

テーマ：「職業希望者向け講話」

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

7月 3日 帯広大谷短期大学就職ガイダンス

模擬面接

面接官：帯広支部求人委員 兼子 賢 氏

（㈱サンテクノ 代表取締役)

帯広支部共育委員 松田 孝志 氏

（松田孝志税理士事務所 所長)

帯広支部共育委員 渡邉 尚美 氏

（Style Direction Spring Palette 代表)

北海道中小企業家同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

7月21日 帯広緑陽高校進路別学校説明会

相談員：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

8月25日 上士幌高校模擬面接

面接官：㈱ノベルズ食品

代表取締役社長 西尾 康宏 氏

北海道拓殖バス㈱

取締役統括部長 中木 基博 氏

帯広支部共育委員 松田 孝志 氏

（松田孝志税理士事務所 所長)

北海道同友会帯広支部

事務局員 今野 勉 氏

9月28日 大樹高校職業講話

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

11月 2日 帯広コア専門学校就職ガイダンス
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テーマ：「企業実習の心構え」

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

11月 5日 緑陽高校第２学年進路別講演会

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

11月10日 北海道臨時職員研修会

テーマ：「企業説明会の主催者側から見た求職活動」

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

2011

2月10日 上士幌高校面接指導

面接官：帯広支部共育委員 松田 孝志 氏

（松田孝志税理士事務所 所長)

帯広支部共育委員 背古 正親 氏

（日農機製工㈱ 取締役顧問)

帯広支部求人委員 兼子 賢 氏

（㈱サンテクノ 代表取締役)

北海道同友会帯広支部

事務局員 今野 勉 氏

2月12日 障がい者の就労に関する地域フォーラム

テーマ：「地域でナマ討論 はたらく素地をととのえよ

う‼」

アドバイザー：北海道中小企業家同友会帯広支部

事務局次長 岩本 聖史 氏

2月22日 帯広コア専門学校就職講話

テーマ：「再就職に向けて」 ～企業が求める人材像～

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏

2月24日 帯広農業高校進路ガイダンス

テーマ：「働くということ」

講師：北海道同友会帯広支部

事務局長 伊藤 浩 氏
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