
と か ち 支 部

2011年度 とかち支部活動のあゆみ

⑴ 800会員達成へ ～農業経営者の会員が100社超える～

2012年３月31日に、とかち支部は800社会員を達成しました。５年連続の会員増となります。拓の会や各部会活動の活性化や共同

求人活動、社員教育活動への参加を求めて多くの方にご入会いただいています。

また、農業を基盤とする十勝らしく、農業経営者の会員も100名を超えるなど、地域密着型の農商工連携や６次産業化の実践が生

まれる土台ができました。

⑵ 経営指針づくりの活動が新たな展開を見せる

経営指針づくりの取り組みが積極的に行われています。経営指針委員会が中心となり、経営指針づくりや企業変革支援プログラム

の勉強会を積極的におこなってまいりました。

さらに、2012年３月より新たに１年間にわたり経営指針づくりに取り組む「経営指針研究会」を立ち上げ、学びあいがスタートし

ました。

また、農業経営部会でも「農場指針勉強会」を３回コースで行い、「何のための農場経営か」について学び、議論してまいりました。

⑶ 広がる社員教育、求人活動

2011年度は、共育委員会が中心となって「とかち支部の社員教育活動の充実」に取り組みました。これまで多くの卒業生を出して

いる中堅幹部学校に加え、さらに若い世代を対象とした「中堅社員ステップアップセミナー（全10講）」を開講し、コミュニケーショ

ン力や問題発見・解決能力アップ、キャリアデザイン、ライフデザインなどについて学んでまいりました。

また、合同企業説明会も、帯広地域雇用創出促進協議会や帯広市と連携し、帯広・札幌・東京で合計７回開催することができまし

た。特に帯広で開催した十勝合同企業説明会は、60社を超える過去最高の参加企業で開催されるなど、十勝の企業において、「厳しい

経営環境だからこそ人材採用が重要」という積極的な姿勢を見ることができました。

⑷ さらに広がる農商工連携 ～海外販路開拓、ビジネスマッチング～

2010年７月に十勝農商工連携部会が設立され商品開発やビジネスマッチング、人材育成を積極的に推進してまいりました。2011年

度も首都圏、関西圏、道央圏とのビジネスマッチングなどを帯広物産協会や帯広市などと連携して開催し、多くの成果を残しました。

また、農商工連携人材育成セミナーも３年目を迎え、十勝地域における人材育成の場として定着してまいりました。とかち支部と

して2011年２月に経済産業省の農商工等連携支援事業計画認定を受け、人材育成やビジネスマッチング、商品開発などを充実、発展

させていくことができます。

さらに、「十勝の食を海外へ売り込もう」と言う海外販路開拓にも取り組み、上海とシンガポールで商談会、試食展示会を行い、参

加企業の多くが今後の海外展開の可能性を感じるなど、支部の内外を通じて注目を集める活動、連携の実践を行ってまいりました。

⑸ 同友会って何なんだ？ ～答申と提言～

2010年度より、とかち支部の活性化のためにこれまでの活動の総点検を行うことを目的に設置された「同友会って何なんだ諮問特

別委員会」が全18回にわたる議論から、2012年２月に「答申と提言」を支部長に提出しました。新入会員へのフォローや運営のあり

方や学び合い活動、委員会・部会活動から事務局体制についてまで幅広い内容に対して意見が出されました。

この答申と提言を受け、2012年度より組織や活動の見直し、新たな運営体制などについて検討、実施していくことになっています。

⑹ 被災地支援の輪が広がる ～福島県中小企業家同友会・相双地区への支援活動～

2011年３月11日、東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災。とかち支部としても、十勝への入植時から地域間交

流のあった福島県相馬市や南相馬市などを中心とした「相双地区」への支援について検討をするため、５月に支部幹事を中心とした

有志による現地視察を行い、福島県中小企業家同友会や各地行政機関からの情報収集を行い、被害の大きさを目の当たりとすると共

に、福島原発事故の影響により復興もままならない地域の現状から、継続的な支援の必要性を感じました。

そこで2012年３月には、福島県中小企業家同友会および会員企業の全面的な協力を得て、福島県南相馬市の会員企業スーパーで「十

勝物産チャリティ販売」を行い、売上の寄付を行いました。今後も地域間交流による継続的な支援について検討、実施をしてまいり

ます。

総会・幹事会

2011年

4月 7日 第13回四役会 14名

4月11日 第13回役員会 26名

4月11日 第14回四役会 9名

4月26日 臨時四役会 5名

4月26日 第37回定時総会 196名

第２部パネル討論会 危機管理と企業経営

パネラー：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

パネラー：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

パネラー：㈱ザ・本屋さん

代表取締役 高橋 千尋 氏

コーディネーター：㈲テーラー高森



代表取締役社長 高森 一郎 氏

4月26日 第１回幹事会

5月 5日 福島被災地ヒアリング 8名

5月16日 第２回幹事会＆懇親会 34名

5月16日 第２回四役会 9名

6月17日 第３回幹事会 27名

6月17日 第３回四役会 9名

7月14日 第４回四役会 5名

7月14日 第４回幹事会 17名

8月10日 第５回幹事会 22名

8月10日 第５回四役会 7名

9月 5日 第６回幹事会 19名

9月 5日 第６回四役会 4名

10月21日 第７回幹事会 17名

10月21日 第７回四役会 5名

11月30日 第８回幹事会 26名

11月30日 第８回四役会 4名

12月12日 第９回幹事会＆望年会 21名

12月12日 第９回四役会 3名

2012年

1月17日 第10回幹事会 25名

1月17日 第10回四役会 6名

2月20日 第11回幹事会 19名

2月20日 第11回四役会 6名

3月10日 とかち物産チャリティー販売（in福島県南相馬

市） 9名

3月13日 第12回幹事会 27名

3月13日 第12回四役会 5名

3月16日 2011年度臨時総会 55名

3月24日 2012年度支部四役会 9名

専門委員会

［支部総会・幹事会］

2011年

4月22日 2011年度 支部役員選考委員会 8名

［事務所改築検討会議］

2011年

4月 4日 第９回会議 6名

5月17日 第10回会議 5名

9月29日 第11回会議 4名

［「同友会って何なんだ」諮問特別委員会］

2011年

4月 8日 第７回委員会 9名

4月27日 第８回委員会 10名

5月16日 第９回委員会 12名

6月 6日 第10回委員会 11名

6月22日 第11回委員会 10名

7月11日 第12回委員会 11名

7月27日 第13回委員会 7名

8月22日 第14回委員会 11名

9月 8日 第15回委員会 10名

9月21日 第16回委員会 9名

2012年

1月16日 第17回委員会 14名

2月10日 第18回委員会 12名

［求人委員会］

2011年

6月10日 第１回委員会 5名

9月 7日 第２回委員会 15名

9月16日 第３回委員会 6名

10月27日 求人委員会主催「人事評価セミナー」 33名

人材育成型評価制度と賃金体系 ～納得性の高い評価基準

の作り方～

㈱NEO 代表取締役 伊藤 雅之 氏

2012年

3月 1日 第４回委員会 5名

［学び合い活動推進委員会］

2011年

4月13日 第８回委員会＆拓の会正副グループ長会議 13名

5月31日 第１回委員会 9名

6月13日 第２回委員会 15名

7月16日 第３回委員会 13名

11月11日 第４回委員会 8名

11月29日 拓の会グループ長・副グループ長会議 15名

2012年

1月17日 第５回委員会 12名

2月14日 拓の会グループ長・副グループ長会議 18名

3月23日 第６回委員会 12名

［共育委員会］

2011年

6月 3日 第１回委員会 7名

7月12日 第２回委員会 6名

8月 1日 第３回委員会 6名

8月29日 第４回委員会 7名

9月20日 第５回委員会 6名

10月12日 第６回委員会 7名

11月17日 第７回委員会 5名

12月 7日 第８回委員会 7名

2012年

1月10日 第９回委員会 8名

2月10日 第10回委員会 7名

3月27日 第11回委員会 8名

［経営・労務委員会］

2011年

4月12日 第12回委員会 5名

5月31日 第１回委員会 6名

7月13日 売上増大セミナー 2名

売上増大セミナー 「伝える」技術を身につけよう

講師：ファーストコンサルティング㈱

代表取締役 乗山 徹 氏

7月26日 第２回委員会 5名

8月23日 第１回金融懇談会 15名

主な内容：１）日本の現状とこれからの流れについて

２）北海道における東日本大震災の影響予測と

対応について

３）十勝の経済と未来について

４）その他

話題提供者：日本銀行帯広事務所

所長 辺見 京一 氏

9月 6日 第３回委員会 7名

9月27日 第２回ワンコインセミナー 26名

金融機関の融資審査の仕組みと緊急時対応について

講演概要：１．融資審査の仕組み

２．金融検査マニュアルと金融円滑化法

３．緊急時の金融機関対応

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏



2012年

2月22日 第４回委員会 6名

3月 8日 第３回ワンコインセミナー 15名

テーマ：老後のライフプランとお金 ～退職金・節税退

職・投資信託

話題提供者：FP佐久間事務所 所長 佐久間 正 氏

3月21日 第２回金融懇談会 6名

主な内容：１）帯広信用金庫柏林台支店の氷冷房、太陽光

発電等による CO 削減の取り組み

２）帯広信用金庫による地域経済活性化の取り

組み

３）その他

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

柏林台支店 支店長 中田 真光 氏

［経営指針委員会］

2011年

5月19日 第４期経営指針講座フォローアップ研修会 5名

㈱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

6月 3日 第１回委員会 9名

7月14日 第２回委員会＆企業変革支援プログラム勉強会

11名

テーマ：「経営指針を作って初めて見えたもの」

企業変革支援プログラム： ．経営者の責任（P.14～P.23)

話題提供者：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

8月24日 第３回委員会＆企業変革支援プログラム勉強会

13名

「当社の経営計画発表会」

企業変革支援プログラム： ．経営者の責任（P.14～P.23)

話題提供者：㈲瀬上製材所

代表取締役 瀬上 晃彦 氏

9月27日 第４回委員会 5名

9月27日 第４回経営指針勉強会＆企業変革支援プログラム

勉強会 6名

テーマ：「経営指針を作って見えたもの」

企業変革支援プログラム： ．経営理念を実践する過程

（P.24～P.31)

話題提供者：㈱内藤生花店

代表取締役 菅田 光子 氏

10月28日 2011年度全道経営指針づくり推進委員会拡大１

泊交流会 3名

目的：＊全道の経営指針委員が経験を交流し、各支部で経

営指針成文化活動を広げていく。

＊全道の４ブロック体制を強化し経営指針づくりの

推進力を高めていく

11月10日 第５回勉強会＆企業変革支援プログラム勉強会

5名

テーマ：「当社の中期経営指針」

話題提供者：十勝電材㈱ 取締役社長 小田島光紀 氏

11月24日 第５回委員会 4名

2012年

2月17日 経営指針一泊研修会 20名

第１講>講義「経営指針の必要性とその内容」

第２講>講義「経営者の思いと経営理念」

第３講>実習「経営理念の作成」

第４講>ディスカッション

㈱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

2月18日 経営指針一泊研修会 20名

第５講>講義「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

2月27日 第６回委員会 5名

3月27日 第７回委員会 6名

3月28日 経営指針研究会オリエンテーション 10名

話題提供者：とかち支部

経営指針委員長 高原 淳 氏

（ソーゴー印刷㈱ 代表取締役社長)

［国際交流・ビジネス委員会］

2011年

6月21日 第１回委員会 8名

7月26日 第２回委員会 6名

9月13日 第３回委員会 8名

11月14日 国際交流ビジネス委員会オープンセミナー 28名

グローバル経済下の日本はどうなる ～企業の海外展開が

新たな可能性を切り拓く～

12月16日 第４回委員会 7名

2012年

2月 3日 第５回委員会 5名

［政策委員会］

2011年

5月25日 第１回委員会 7名

10月11日 第２回委員会 4名

2012年

2月27日 第３回委員会 5名

［組織委員会］

2011年

4月 6日 第10回委員会 7名

6月 2日 第１回委員会 7名

7月 8日 第２回委員会 6名

7月11日 新会員ガイダンス 15名

8月 5日 第３回委員会 8名

9月 5日 新会員ガイダンス 11名

9月15日 第４回委員会 8名

10月19日 第５回委員会 6名

10月28日 新会員歓迎会 31名

テーマ：私の同友会活用法

話題提供者：㈱山本忠信商店

代表取締役社長 山本 英明 氏

12月26日 第６回委員会 8名

2012年

1月27日 第７回委員会 8名

2月24日 第８回委員会 7名

2月24日 新会員ガイダンス 13名

3月14日 第９回委員会 5名

［総務企画委員会］

2011年

6月 7日 第１回企画委員会 7名

10月18日 第２回企画委員会 6名

12月26日 第３回企画委員会 11名

2012年

2月13日 第11回企業対抗ボウリング大会 88名

3月 8日 第４回企画委員会 8名



［地域教育特別委員会］

2011年

6月 8日 第１回地域教育特別委員会 7名

7月22日 実践インターンシップ参加生徒ガイダンス 77名

10月 1日 ジョブちゃれオープニング

2012年

2月13日 第２回特別委員会

［地区会交流委員会］

2011年

6月 1日 第１回委員会 6名

6月 6日 地区会交流委員会事前打合せ 8名

6月21日 地区会正副会長・幹事長会議 17名

6月28日 地区会交流会委員会・プレ見学会 9名

7月 7日 地区会交流会実行委員会事前打合せ 9名

10月 8日 第４回地区会交流会 in新得町 68名

いらっしゃいしんとく 新得町を知り・味わう農商工連

携‼

2012年

1月30日 第２回委員会 9名

3月14日 地区会交流会第二回実行委員会 12名

3月22日 第３回委員会 8名

［結婚サポート事業（仮称）］

2012年

1月23日 結婚サポート事業（仮称）第１回準備会 7名

［拓の会］

2011年

5月11日 グループ長・副グループ長学習会 17名

テーマ：拓の会各グループ運営について

拓の会20周年を迎え、あらためて会のあり方を考

える

5月13日 2011年度スタートオリエンテーション 60名

6月 8日 第１グループ６月例会 10名

テーマ：「測量を通じた土地の考え方」

話題提供者：㈱安井測量設計事務所

取締役総務部長 堀川 浩一 氏

6月 9日 第６グループ６月例会 6名

テーマ：「カルビーポテト帯広工場見学」

6月 9日 第３グループ６月例会 11名

テーマ：「昨年の活動を振り返って」

話題提供者：夢の蔵 代表 高橋 利幸 氏

6月14日 第５グループ６月例会 6名

テーマ：「時代」

話題提供者：㈲合同保険事務所 梅津 好孝 氏

6月15日 第７グループ６月例会 13名

テーマ：「私の三方良し」

話題提供者：とかち大好き 代表 岡田 昭彦 氏

6月16日 第２グループ６月例会 22名

テーマ：「経営分析」で強い会社づくり

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17日 20周年記念フォーラム

6月21日 第６グループ見学会反省会 4名

テーマ：「カルビーポテト帯広工場見学会のまとめ」

6月30日 第４グループ６月例会 9名

テーマ：「労働時間 Part 」

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

7月11日 第５グループ７月例会 8名

テーマ：「今年度の活動について」

7月13日 第１グループ７月例会 15名

テーマ：「何のために仕事をするの？」

話題提供者：㈱曽我 代表取締役 曽我 彰夫 氏

7月14日 第６グループ７月例会 5名

中札内村農業協同組合・農産物加工施設見学

7月14日 第３グループ７月例会 13名

テーマ：「異業種参入で成功する会社、失敗する会社」

話題提供者：太田寝装㈱

代表取締役社長 太田 隆博 氏

7月19日 第２グループ７月例会 16名

テーマ：「債権と貸倒引当金」

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20日 第７グループ７月例会 11名

テーマ：「阪神淡路大震災を経験して」

話題提供者：㈱ネオプロセス

代表取締役 松田 英明 氏

7月28日 第４グループ７月例会 9名

テーマ：「労働時間 Part 」 ～残業時間と残業代金～

話題提供者：帯広コア専門学校

事務長 村川 貴康 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

8月 9日 第５グループ８月例会 7名

テーマ：「消えゆく街の書店 その実態と今後について」

話題提供者：㈱ザ・本屋さん

マネージャー 高橋 智信 氏

8月11日 第３グループ８月例会 5名

テーマ：「照明の省エネについて」

話題提供者：㈲道東暖熱工業所 帯広営業所

所長代理 山方 泰裕 氏

8月17日 第１グループ８月例会 18名

テーマ：「私の夢 ～こんな街にしたい～」

話題提供者：㈱エイシン設備

代表取締役 土田 和夫 氏

8月18日 第２グループ８月例会 19名

テーマ：「例題研究 ～在庫を中心に～」

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19日 第４グループ８月例会 8名

テーマ：「労働者性とは何か」 ～建設業における一人親方

制度について～

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

8月23日 第６グループ８月例会

「十勝産業振興センター見学」

8月24日 第７グループ８月例会 15名

テーマ：「私の起業体験とこれからの展望」

話題提供者：おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

8月31日 第１グループ８月例会番外編 8名

テーマ：「私の夢 ～こんな街にしたい～ Part 」

話題提供者：㈱エイシン設備

代表取締役 土田 和夫 氏

9月 8日 第６グループ９月例会 11名

「ソーゴー印刷 朝礼見学」

9月13日 第５グループ９月例会 5名



テーマ：「時代 Part 」

話題提供者：㈲タナベ 係長 鎌田 高志 氏

9月14日 第１グループ・第３グループ合同９月例会 27名

テーマ：「不動産業界…ダークイメージからの脱却と生涯

幸福設計」

話題提供者：㈱土屋ホーム 流通帯広支店

支店長 本田真吉郎 氏

9月15日 第２グループ９月例会 20名

テーマ：「固定資産と減価償却」

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21日 第７グループ９月例会 10名

テーマ：「私の起業体験と今後の展望」

話題提供者：㈲ FLAVOR

代表取締役 長岡 淳一 氏

9月29日 第４グループ９月例会 8名

テーマ：「個別労使紛争を解決するための様々な方法につ

いて」 ～個別な具体例を挙げ、その時に用いられ

た解決方法を探ってみる～

話題提供者：㈲ファーデン

代表取締役 倉野 賢 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

10月12日 第１グループ10月例会 20名

テーマ：「よりよく生きる 挑戦 ～努力 ケ・セラセラ」

話題提供者：十勝陸上競技協会 参与

総合型おびひろの森スポーツクラブ『はつらつ』

事務局長 柳橋 敏雄 氏

10月13日 第３グループ10月例会 9名

テーマ：「小さな市場で一番になる」 ～マーケティングは

連想ゲーム⁉～

菱中産業㈱ 代表取締役 中谷 全宏 氏

10月18日 第５グループ10月例会 3名

テーマ：「先駆者とコミュニケーション」

話題提供者：㈱ノブ 課長 高井 克幸 氏

10月20日 第６グループ10月例会 12名

テーマ：「北海道クノール食品㈱・素材工場見学」 ～この

おいしさは北海道の大自然から～

10月20日 第２グループ10月例会 15名

テーマ：「変動費、固定費 損益分岐点」

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21日 第４グループ10月例会 7名

テーマ：「個人情報と労働契約について」

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

10月26日 第７グループ10月例会 11名

テーマ：「不動産業歴21年の経験とこれからの…」

ノースクリエイト㈱ 代表取締役 飛田 昌宏 氏

11月 9日 第３グループ11月例会 13名

テーマ：「まちの葬儀屋さんとして」 ～地域のみなさんと

共に～

話題提供者：㈱のむら葬祭 部長 末吉 弘明 氏

11月 9日 第１グループ11月例会 19名

テーマ：「料理人、レストラン、ホテルの社会的責任」

話題提供者：㈱ハニージャポン

取締役料理長 金賀 剛彦 氏

11月 9日 第５グループ11月例会 3名

「道東道開通について」 ～ディスカッション～

11月16日 第７グループ11月例会 11名

テーマ：「旬の四万十の流れを感じてきました」

話題提供者：とかち大好き 代表 岡田 昭彦 氏

11月17日 第６グループ11月例会 7名

「十勝☆夢mill」見学

11月18日 第２グループ11月例会 15名

テーマ：「変動費、固定費 損益分岐点 Part2」

話題提供者：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

11月25日 第４グループ11月例会 11名

テーマ：「社員のやる気を引き出す職場環境づくり」

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

12月 3日 第３グループ12月例会（望年例会）

「来年を展望し、大いに語り合いましょう 」

12月 7日 人生大学＆拓の会合同一泊例会

テーマ：起業からこれまでの経営体験

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

12月12日 第５グループ12月例会（望年例会） 3名

来年を展望し、大いに語り合いましょう

12月14日 第７グループ12月例会（大望年会） 10名

来年を展望し、大いに語り合いましょう

12月14日 第１グループ12月例会 16名

テーマ：「プロファイリングとコーチングで成功できる自

分を創る」

アクトドリームサポート 代表 中村 博 氏

12月15日 第２グループ12月例会（大望年会） 17名

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 7名

ホクレン清水製糖工場見学

12月21日 第４グループ12月例会（望年会） 10名

テーマ：「雇用契約について」

話題提供者：㈱ ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 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

2012年

1月18日 第１グループ１月例会 15名

2012年を展望し、大いに語り合いましょう

1月20日 第７グループ１月例会 11名

テーマ：「私の三方良し」

話題提供者：大昭電気工業㈱

代表取締役 出村 行敬 氏

1月23日 第３グループ１月例会 8名

テーマ：十勝を〝食"と〝農"のテーマパークに 弊社

の新しい挑戦

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

1月24日 第５グループ１月例会

「新年に向けて」 ～ディスカッション～

※拓の会第２グループ合同例会について（2/8)

1月26日 第２グループ１月例会 19名

テーマ：自社の現状を分析しましょう

話題提供者：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

1月27日 第６グループ１月例会 5名

「チーズ工房 NEEDS」見学 ～いつものテーブルにチー



ズを～

1月27日 第４グループ１月例会 8名

話題提供者：㈲佐藤農場 代表取締役 佐藤 徳之 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 2日 第５グループ１月例会 3名

新年に向けて ～ディスカッション～

2月 8日 第１グループ・第５グループ合同２月例会 20名

テーマ：「決断の時」 約束

話題提供者：㈲サクライ たいやき工房

エスタ店長 佐藤 友紀 氏

2月 9日 第３グループ２月例会 9名

テーマ：歯科医院とマーケティング

話題提供者：こまば歯科 院長 小田 大作 氏

チーフアシスタント：堀田 昌美 氏

アシスタント：澤橋真依子 氏

2月15日 第７グループ２月例会 9名

テーマ：こころも身体も癒される 私の三方良し

話題提供者：はり・きゅうサロンMOXA

代表 松久みどり 氏

2月16日 第４グループ２月例会 8名

テーマ：会社を守る就業規則作成のポイント

話題提供者：砂原会計事務所 所長 砂原 政広 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22日 第６グループ２月例会 5名

「㈱ズコーシャ」見学

2月23日 第２グループ２月例会 15名

テーマ：「会計と税務について」

話題提供者：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

3月13日 第５グループ３月例会 4名

「一年の活動を振り返って」 ～ディスカッション～

3月14日 第１グループ３月例会 11名

テーマ：「幸福とは何か」

話題提供者：サンクリーン北海道

代表 石川 康弘 氏

3月15日 第２グループ３月例会 14名

テーマ：「一年の活動を振り返って」

話題提供者：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

3月17日 第３グループ３月例会

一年の活動を振り返って…

3月21日 第７グループ３月例会 12名

「この一年を振り返って」 ～ディスカッション～

3月22日 第６グループ３月例会 6名

「よつ葉乳業 十勝主管工場」見学

3月22日 第４グループ３月例会 8名

テーマ：「この一年を振り返って」

話題提供者：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

例会・特別企画

2011年

6月17日 ６月例会・拓の会20周年記念フォーラム 83名

テーマ：拓の会の生い立ち・展望

経済の縮小とインフレ同時進行の今

「拓の会のあるべき姿とは 」

パネリスト：㈱曽我

代表取締役 曽我 彰夫 氏

キーワード：人材育成／自ら考え行動できる社員

㈱テキサス・㈱ウエスタングループ

代表取締役 落合 洋 氏

キーワード：喜び・感動・快適・充実

㈱北一やまざき

代表取締役 山崎 育子 氏

キーワード：経営者とは、システムづくり

コーディネータ：㈱ワールドワーク

代表取締役 川道 昌樹 氏

7月21日 ７月例会 36名

【経営労務委員会・第１回ワンコインセミナー】

テーマ：労使トラブルの実態と解決法

講師：徳江労務行政事務所 所長 徳江 孝一 氏

（同友会シンクタンク所属)

8月25日 ８月例会 62名

テーマ：とかちの食とエネルギーを考える ～国内クレ

ジット制度は十勝のエネルギー問題の救世主⁉～

話題提供：天池 毅裕 氏

（北海道経済産業局 産業振興課)

事例報告：佐々木 孝 氏

（北海道経済産業局 環境・リサイクル課)

篠原 伸和 氏

（北電総合設計㈱ エネルギー技術室 室長)

酒井 啓次 氏

（アルス・ゼータ㈲ 代表取締役)

10月19日 10月例会 56名

テーマ：今こそ、オーストラリア ～オーストラリアビジ

ネスにおける魅力と可能性～

話題提供者： クリストファー・ウッド 氏

（在札幌オーストラリア領事館 領事)

オーストラリア政府貿易促進庁（オーストレード）トレー

ド・コミッショナー

11月 8日 11月例会 36名

テーマ：日本と地域経済の発展方向と中小企業の役割

～十勝のこれまでとこれからを見据え、経済構造

の転換を考える～

話題提供者：慶応義塾大学 経済学部

教授 植田 浩史 氏

11月24日 11月例会Part 2 33名

採用力アップセミナー

テーマ：北海道の人材市場とこれからの採用戦略 ～採用

活動とは〝マーケティング活動"である 合同

企業説明会、面接活用法～

話題提供者：北海道若年者就職支援センター（ジョブカ

フェ北海道)

企業コンサルタント 山本 真史 氏、沼澤 哲 氏

12月13日 12月例会 23名

テーマ：時代にあった経営、できていますか？

話題提供者：アイ・ティ・エス㈱

相談役 柏崎 俊雄 氏

（全道経営指針づくり推進委員会委員長)

2012年

1月25日 2012年新年交礼会 280名

テーマ：壬辰の年、十勝から、新時代を拓こう‼

講師：北海道大学大学院 経済学研究科

名誉教授 井上 久志 氏

2月 9日 ２月例会 80名

テーマ：捨てられていた野菜が宝の山に もったいない



プロジェクト

話題提供者：八尋産業㈱ 代表取締役 大矢 正昭 氏

地区会

［広尾地区会］

2011年

4月12日 ４月例会 15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20日 広尾地区会・大樹地区会 合同５月例会 14名

テーマ：肉牛生産の現場から食を考える ～3.11震災・原

発問題が地域の食に与えた影響～

話題提供者：㈲夢がいっぱい牧場

代表取締役 片岡 豪 氏

6月27日 ６月例会 16名

テーマ：カップラーメンの開発裏話

話題提供者：㈱とかち麺工房

開発部長 中山 雅浩 氏

7月25日 ７月例会 8名

テーマ：どうなる⁉ 酪農の未来 酪農は広尾町の経済の

起爆剤⁉

話題提供者：㈲ミックランデーリィ

代表取締役 角倉 光記 氏

8月10日 ８月例会 14名

テーマ：パン好きがパン屋を開くまで

話題提供者：パン工房 みかづきふくろう

代表 金子 一俊 氏

9月10日 広尾地区会・大樹地区会 合同９月例会 17名

テーマ：「食べること」への関わりと歯科の役割

話題提供者：なかの歯科医院 院長 中野 慎一 氏

10月 8日 10月例会

第４回地区会交流会 in新得>

いらっしゃいしんとく 新得町を知り・味わう農商工連

携‼

11月16日 11月例会 12名

テーマ：次世代に続く複合型酪農経営の取組み

話題提供者：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

12月16日 広尾地区会・大樹地区会 合同〝望"年会 7名

2012年を大いに展望しよう ～2011年度 広尾・大樹地

区会合同望年会 in大樹～

2012年

2月27日 広尾・大樹地区会合同２月例会 7名

テーマ：十勝経済の今後の展望と発展に必要な視点とは

…⁉

話題提供者：日本銀行帯広事務所

所長 辺見 京一 氏

3月20日 ３月例会 14名

新年度の地区会活動内容と役員体制について

［新得地区会］

2011年

4月 7日 新しく社会人になるみなさんを歓迎する集い

10名

テーマ：新しく社会人になるみなさんを歓迎する集い

話題提供者：十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

4月13日 ４月例会（サホロ大学） 14名

テーマ：小さな会社の生き残り法と同友会の活用 ～一度

入ったら抜けられない？～

話題提供者：児玉ヘルス商事㈱

代表取締役 児玉 誠也 氏

（帯広)

5月18日 ５月例会 14名

第１回 地区会交流会実行委員会

6月15日 ６月例会 ～第２回地区会交流会実行委員会～

24名

地区会交流会打合せ＆６月例会

１．地区会交流会打合せ

２．新得町の補助・融資について

新得町産業課 課長補佐 石塚 将照 氏

商工観光係長 市川 栄樹 氏

7月25日 ７月例会 ～第３回地区会交流会実行委員会～

8名

地区会交流会打合せ＆４町連携報告

8月24日 ８月例会 ～第４回地区会交流会実行委員会～

15名

地区会交流会打合せ＆４町連携報告

9月28日 ９月例会 ～第５回地区会交流会実行委員会～

13名

例会内容：地区会交流会打合せ

11月16日 11月例会 11名

第４回 地区会交流会大成功 交流会反省会＆打上げ例

会‼

12月 1日 新得地区会・清水地区会『合同』望年会 8名

祝 道東道開通‼ 2012年を大いに展望しよう

～2011年度 新得・清水地区会合同望年会 in清水～

2012年

1月18日 新年例会 11名

意気高く、新年を展望しよう ～地区会員の抱負を伺い

2012年をスタートさせよう～

2月22日 ２月例会 6名

新年度の地区会活動内容と役員体制について

3月28日 ３月例会（サホロ大学） 10名

テーマ：迷える古羊に合いの手を… ～カイゼンするには

やっぱりお金？ 皆様、お知恵を拝借～

話題提供者：㈱関木材工業

常務取締役 山内ゆかり 氏

［清水地区会］

2011年

4月18日 ４月例会 15名

テーマ：「清水町まちづくり計画」を学ぼう‼ ～第５期清

水町総合計画について～

話題提供者：清水町役場企画課

課長補佐 斉木 良博 氏

5月20日 2011清水フラワーライン 6名

6月 1日 ペケレ大学（５月例会） 13名

テーマ：「食」による被災地支援‼ ～牛玉丼炊き出し、震

災地状況レポート～

話題提供者：㈲川端商会 代表取締役 川端 和仁 氏

㈱山下観光 代表取締役 野崎 勝敏 氏

6月24日 ６月例会 10名

清水町の未来を描き夢を語ろう

討論お題：１．事業者としてあなたが考える住み良い町と

は？ ～清水町、ここが不便・不満・課題だ



～

２．子ども達の夢をはぐくむ事業とは？ ～子

ども達が夢を持てる清水町にしていこう～

３．清水のまち、地域のため…… ～「私」が今

事業者としてできること。これからやろうと

思っていること～

7月19日 ペケレ大学（７月例会） 17名

テーマ：村上牧場の経営方針と今後の展開

話題提供者：あすなろファーミング

取締役 村上 博昭 氏

（村上牧場・場主)

7月26日 2011清水フラワーライン

9月 6日 ８月例会 14名

テーマ：オムニバスふうに地域の活性化を考える

話題提供：畜産・飼料調査所 御影庵

主宰（農学博士） 阿部 亮 氏

9月22日 ペケレ大学第２講（９月例会） 14名

テーマ：次世代に続く複合型酪農経営の取組み

話題提供：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

11月17日 11月例会 12名

テーマ：衣食農連携への挑戦‼

話題提供者：㈲FLAVOR

代表取締役 長岡 淳一 氏

12月 1日 清水地区会・新得地区会『合同』望年会 13名

祝 道東道開通‼ 2012年を大いに展望しよう

～2011年度 清水・新得地区会合同望年会 in清水～

2012年

1月17日 新年例会 16名

テーマ：清水町の将来、夢を大いに語り合おう‼ ～地区

会員の抱負を伺い2012年をスタートさせよう～

話題提供者：おもて牧場 代表 表
おもて

伸
のぶ
也
や

氏

（みかげ夢倶楽部 代表取締役)

3月 1日 ペケレ大学（２月例会） 14名

テーマ：町内発展のための外貨獲得

話題提供者：プラウリテール㈱

代表取締役 星野 啓二 氏

3月26日 ３月例会 8名

新年度の地区会活動内容と役員体制について

［足寄地区会］

2011年

4月26日 ４月例会 6名

帯広支部第37回定時総会に出席し、知りあいの輪を広げ、

学びあいましょう

6月 3日 ５月例会 13名

テーマ：自社の強みに気付き、社員の潜在能力を引き出す

方法 ～会社と個人のコア・コンピタンスを認識

しよう～

話題提供者：ソーゴー印刷㈱

代表取締役 高原 淳 氏

6月28日 ６月例会 19名

テーマ：十勝 ～足寄の経済動向 ～震災から３ヶ月、こ

れからどう手を打つべきか～

話題提供者：㈱北海道銀行 足寄支店

支店長 星合 昭彦 氏

7月26日 ７月例会 15名

テーマ：お肉についての豆知識

話題提供者：㈲永井畜産 永井 和弘 氏

8月30日 ８月例会 9名

テーマ：町民が安心して暮らせる町に ～病病連携・病診

連携で地域医療を支える ～

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：足寄町のこれから

話題提供者：足寄町 町長 安久津勝彦 氏

11月14日 11月例会 8名

テーマ：「ふれあい」「つながり」「ささえあい」大地に学び

オニギリも柿の種もゲット

話題提供者：ちはるの里 事務局長 横山 和夫 氏

12月14日 12月望年会 16名

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 とかち支部

支部長 曽根 一 氏

（㈱ネクサス 代表取締役社長)

2012年

2月29日 ２月例会 第１回地区会交流会実行委員会>

16名

3月12日 ３月例会 7名

① ７月開催の地区会交流会に向けて

② 新年度の活動方針・役員体制について

［大樹地区会］

2011年

4月26日 ４月例会 8名

第37回帯広支部定時総会へ参加

5月20日 大樹地区会・広尾地区会 合同５月例会

テーマ：肉牛生産の現場から食を考える ～3.11震災・原

発問題が地域の食に与えた影響～

話題提供者：㈲夢がいっぱい牧場

代表取締役 片岡 豪 氏

9月10日 大樹地区会・広尾地区会 合同９月例会 5名

テーマ：「食べること」への関わりと歯科の役割

話題提供者：なかの歯科医院 院長 中野 慎一 氏

10月 8日 10月例会

第４回地区会交流会 in新得>

いらっしゃいしんとく 新得町を知り・味わう農商工連

携‼

11月29日 11月例会 7名

テーマ：私が思う同友会

話題提供者：㈲大石農産 代表取締役 大石 富一 氏

(同友会とかち支部大樹地区会会長・十勝農商工連携部会会

長)

12月16日 大樹地区会・広尾地区会 合同〝望"年会 8名

2012年を大いに展望しよう ～2011年度 大樹・広尾地

区会合同望年会 in大樹～

2012年

1月20日 １月例会 7名

テーマ：湯守（ゆもり）親父の独り言

話題提供者：㈱忠類振興公社

代表取締役社長 真木 一博 氏

（ナウマン温泉アルコ236 支配人)

2月27日 大樹・広尾地区会合同２月例会 5名

テーマ：十勝経済の今後の展望と発展に必要な視点とは

…⁉

話題提供者：日本銀行帯広事務所

所長 辺見 京一 氏

3月21日 ３月例会 8名

新年度の地区会活動内容と役員体制について＆山本営業課



長さん送別会・河口所長さん歓迎会

㈱どうしん厚別販売センター 大樹営業所

［池田地区会］

2011年

4月27日 ４月例会 14名

テーマ：地域に愛される100年企業の実践 ～飽きぬ「２

番目の味」を目指して～

話題提供者：㈱藤森商会 代表取締役 藤森 裕康 氏

5月30日 山幸大学（やまさちだいがく）第６講 14名

テーマ：私にとっての同友会

話題提供者：小林牧場 代表 小林 靖夫 氏

(同友会とかち支部副支部長・元農業経営部会長・池田地区

会前会長)

6月 7日 山幸大学（やまさちだいがく)・公開特別講

27名

テーマ：つくる楽しみ、売る苦労 ～「ワイン町長」の挑戦

と地域へのメッセージ～

話題提供者：元池田町長・元参議院議員

丸谷 金保 氏

7月15日 ７月例会 16名

テーマ：キーワードは〝愛"

話題提供者：㈲サクライ 代表取締役 櫻井 孝吉 氏

8月 9日 ８月例会 19名

テーマ：元気なまち、挑戦するまち新得の力の源とは

話題提供者：高橋興業㈲ 代表取締役 高橋 浩一 氏

9月 7日 ９月例会 29名

池田地区会設立20周年記念・感謝祭

テーマ：池田の魅力ある食材を味わおう ～羊を食らう

会‼～

10月20日 10月例会 13名

テーマ：パンは人と人をつなぐ接着剤

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22日 11月例会 9名

テーマ：地域があっての私

話題提供者：㈲川端商会 代表取締役 川端 和仁 氏

12月19日 〝望"年会 12名

大望年会‼ inご馳走家ゆたか ～2012年を大いに展望

しよう‼～

2012年

2月29日 ２月例会 10名

新年度の活動方針と役員体制について

3月23日 ３月例会 15名

テーマ：金融機関の使い方

話題提供者：北洋銀行 池田支店

支店長 西村 清和 氏

［本別地区会］

2011年

5月20日 ５月例会 9名

テーマ：ほんべつ農商連麺報告会 ～黒豆♪ミソドレ♪焼

きうどん研究試食会～

話題提供者：前田農産食品㈾

専務取締役 前田 茂雄 氏

6月24日 ６月例会 13名

テーマ：農商工連携事業に取り組んで ～高付加価値加工

品で地域にお金を落とす～

話題提供者：㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

8月22日 ８月例会 11名

テーマ：わが社の果たすべき役割とは

話題提供者：タジマ会計事務所

副所長 内田 勇介 氏

9月22日 ９月例会 8名

テーマ：こんな仕事しています・していきます

話題提供：小笠原牧場 小笠原 徹 氏

11月16日 11月例会 11名

テーマ：十勝を豊かにするために ～地域資源を活用し、

農商工連携で新産業を生み出す ～

話題提供者：㈲大石農産

代表取締役 大石 富一 氏

2012年

1月25日 本別地区１月例会（とかち支部新年交礼会）

2月29日 ２月例会 第１回地区会交流会実行委員会>

3月12日 ３月例会 8名

3月22日 ３月例会

部会・研究会

［女性部会］

2011年

4月19日 第21回総会 17名

4月27日 ４月幹事会 7名

5月11日 女性部Ｂグループ打合せ 5名

６月例会について

5月27日 ５月例会 10名

観光農園にしかみ＆十勝しんむら牧場見学

6月 6日 ６月幹事会 5名

6月22日 ６月オープン例会 18名

テーマ：極限を乗り越えて ～シベリア抑留で学んだこと

～

話題提供者：長谷川産業㈱

代表取締役会長 長谷川晃三 氏

7月15日 ７月例会 15名

テーマ：これからの女性部とは ～来るべき高齢化社会を

見据えて～

話題提供者：㈱北一やまざき

取締役社長 山崎 育子 氏

8月 3日 ８月幹事会 6名

8月10日 Ａグループ打合せ 5名

8月27日 女性部８月例会前日下準備 6名

8月28日 女性部８月例会 8名

「大地の恵みに感謝し、収穫祭を楽しみましょう」

9月14日 ９月例会 11名

テーマ：リスクマネジメントと保険の活用

話題提供者：㈲合同保険事務所

代表取締役 羽田 武史 氏

9月26日 Ｃグループ打合せ 6名

10月12日 Ａグループ打合せ 4名

10月21日 10月例会 11名

テーマ：女性のためのトータルケア ～主婦からモイス

ティーヌ帯広を開業するまでの道のりと今後の展

望～

話題提供者：㈲モイスティーヌ帯広販売

代表取締役 山村 直子 氏

10月27日 10月幹事会 7名

11月22日 11月例会 12名

テーマ：わが社の社員教育＆

これだけは知っておきたいお花のマナー

話題提供者：㈱内藤生花店



代表取締役 菅田 光子 氏

12月 2日 望年会 14名

楽しく語り合い、2012年を展望しよう

12月16日 12月幹事会 6名

2012年

2月 3日 ２月幹事会 6名

2月28日 ２月例会 13名

① テーマ：とかち支部は学びの宝庫

話題提供者：㈳北海道中小企業家同友会 とかち支部

事務局長 岩本 聖史 氏

② 女性部のこれから ～ディスカッション～

3月23日 ３月幹事会 8名

3月30日 2011年度臨時総会 14名

［十勝農商工連携部会］

2011年

4月 1日 色とりどり乾燥野菜プロジェクト 8名

4月 2日 幹事会 10名

4月 4日 海外販路開拓研究会（仮称）準備会 31名

テーマ１：海外への販路開拓の基礎知識 ～中小機構の海

外販路開拓に関する支援制度にも触れて～

講師：独立行政法人 中小企業基盤整備機構

海外販路開拓支援シニアマネージャー 坪井 真一 氏

テーマ２：上海の売れ筋動向 ～メトロシティ５番街で

今、何が売れているか～

講師：㈱北海道フーズコレクション

代表取締役 多田 豊 氏

テーマ３：同友会の行う中小企業海外販路開拓支援事業に

ついて

説明：㈳北海道中小企業家同友会帯広支部

事務局 岩本 聖史

4月 5日 2011年度定時総会 28名

6月 3日 農村観光研究会・フードツーリズム打合せ会議

6名

6月 8日 幹事会 15名

6月14日 幹事会 9名

6月23日 農村観光研究会６月例会 22名

テーマ：私たち、十勝でこんな旅がしたい ～十勝旅行に

関するアンケートに基づくフードツーリズムのご

提案～

話題提供者：㈱グロッシー

代表取締役 北村 貴 氏

6月29日 帯広市産業連携室との懇談会

7月11日 農商工連携部会 販路開拓研究会セミナー 10名

テーマ：北海道の産直・小ロット物流 ～ヤマトグローバ

ルの取り組み～

講師：ヤマトグローバルエキスプレス㈱

旭川営業副所長 城石 直樹 氏

7月20日 農村観光研究会７月例会 13名

テーマ：森の惠みで新たな地域ブランドを ～フレグラ

ンス＆フレーバーウォーターの活用～

話題提供者：北海道立総合研究機構 林業試験場 緑化樹

センター 主査 脇田 陽一 氏

8月 8日 幹事会

8月11日 オンリーワン商品開発研究会移動例会 13名

テーマ：現場で学ぶ、農商工連携の実践とオンリーワン商

品開発 ～十勝スロウフード・新工場見学会～

話題提供者：㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

8月28日 バイヤーの皆様を囲んでの交流会 33名

8月29日 首都圏×十勝ビジネスマッチング 38名

9月 8日 幹事会 16名

10月 5日 幹事会 13名

10月 6日 農村観光研究会10月例会 19名

テーマ：農業ブームの真相と農村観光

話題提供者：明治学院大学経済学部

教授 神門 善久 氏

10月14日 販路開拓研究会セミナー 15名

テーマ：〝農・障・高"連携の可能性を探る Part1 ～農業・

障がい者・高齢者の連携のために～

話題提供者：北海道中札内高等養護学校

進路指導部教論 岡田 尚大 氏

10月17日 海外販路開拓研究会オープンセミナー 38名

テーマ：アジアにニッポンを売り込む 中国・香港・台

湾・シンガポール ～日本の食の安心・安全が揺

らぐ中、チャンスはあるのか～

講師：アジアネット 代表 田中 豊 氏

11月 7日 海外販路開拓研究会 オープンセミナー Part 2

16名

テーマ：シンガポールにビジネスチャンスを見出す ～ア

ジアの見本市〝シンガポール"の大いなる可能性

～

話題提供者：日本政策投資銀行

参事役 藻谷 浩介 氏

11月 9日 幹事会 11名

11月11日 販路開拓研究会セミナー 10名

テーマ：おとぷけ納豆誕生秘話 ～〝農・障・高"連携の可

能性を探る Part2～

話題提供者：社会福祉法人 更葉園

法人事務局次長・業務推進グループ課長 三浦 昭博 氏

11月15日 中京・関西・道央×十勝ビジネスマッチング事前

説明会

11月28日 中京・関西・道央×十勝ビジネスマッチング交流

会

11月29日 中京・関西・道央×十勝ビジネスマッチング

12月 1日 海外販路開拓研究会 オープンセミナーPart 3

18名

テーマ：今、中国では日本企業がどうなっているか ～飲

食業を中心とした実践者から学ぶ～

講師：上海和僑会 会長 藤岡 久士 氏

(伊特安食品有限公司・総経理、億特安餐飲管理有限公司・

総経理、和餐餐飲管理有限公司・総経理)

12月 8日 十勝農商工連携研究会オープン例会 47名

テーマ：地域資源の見つけ方、生かし方、組み合わせ方

～地域の「不」「負」「普」を「富」に転化せよ

講師：㈳起業支援ネットワークNICe 代表理事

㈱タンク 代表取締役 増田 紀彦 氏

12月17日 望年会 19名

テーマ：農商工連携部会の今年を振り返り来年の活動を語

り合いましょう

12月17日 幹事会 12名

12月29日 上海・シンガポールミッション実行委員会 7名

2012年

1月17日 販路開拓研究会セミナー 18名

テーマ：障害者が当たり前に街で暮らし就労できる地域づ

くり ～〝農・障・高"連携の可能性を探る Part3

～

話題提供者：帯広ケア・センター

所長 片平 修 氏



1月31日 幹事会 11名

2月 2日 上海・シンガポールミッション実行委員会 13名

2月 8日 八尋産業大矢社長との意見交換会 7名

2月15日 海外販路開拓事業（上海ミッション） 8名

～２月19日

2月20日 幹事会 10名

2月21日 シンガポールミッション実行委員会

2月28日 農商工連携とかちブランディングセミナー 145名

テーマ：パッケージデザインの重要性

商品は見た目が９割

講師：グラフィックデザイナー 阿部 岳 氏

3月 1日 海外販路開拓事業（シンガポールミッション）

～３月 6日 20名

3月12日 幹事会 11名

3月19日 オープンセミナー

テーマ：農村ホームスティから始まる十勝の未来

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)

［農業経営部会］

2011年

4月 6日 ふぁーまーずとかち第１回打ち合わせ会議 7名

4月 8日 第23回定時総会 54名

【第２部 記念講演】

テーマ：なぜ今、農場指針なのか？

講師：㈲タカシマファーム

代表取締役 高嶋 浩一 氏

（札幌支部)

事例報告：前田農産食品㈾

専務取締役 前田 茂雄 氏

（本別)

4月 8日 講師を囲む会 9名

4月18日 第１回幹事会 16名

5月17日 JICAウクライナ研修生との情報交換会 17名

5月24日 第２回幹事会 19名

6月14日 第３回幹事会 9名

6月28日 ６月例会 33名

テーマ：これからの観光と農業のあり方

話題提供者：農事組合法人 西上経営組合

組合長理事 竹俣 広幸 氏

津島農場 代表 津島 朗 氏

7月14日 第22回収穫感謝祭会場下見 5名

7月19日 第４回幹事会 17名

7月21日 ７月移動例会 25名

浜中町農協＆タカナシ乳業見学会 ～戦略なき農協は生き

残れない、農協も中小企業だ～

8月10日 第５回幹事会 14名

8月22日 第６回幹事会 13名

8月27日 第22回収穫感謝祭前日準備 20名

8月28日 第22回収穫感謝祭 4000名

9月 6日 緊急>幹事会 10名

9月30日 緊急>幹事会 12名

10月13日 第７回幹事会 14名

10月14日 ふぁーまーずとかち打合せ 6名

秋野菜について

10月24日 10月例会 28名

テーマ：今後の十勝と道政課題について

講演者：十勝総合振興局 局長 徳長 政光 氏

10月27日 ウクライナ研修訪問団とのビジネス交流会 10名

11月12日 第８回幹事会 10名

11月21日 11月例会 22名

テーマ：農業経営をどうやって持続させるか ～所得補

償・６次産業化の本質と未来～

話題提供者：㈱ぶった農産

代表取締役 佛田 利弘 氏

12月12日 幹事会 10名

12月12日 12月望年会 20名

テーマ：私の農業経営

話題提供者：㈲石山農場 代表取締役 石山 直貴 氏

12月21日 農場指針勉強会Part1  27名

テーマ：何のための農場経営か？

プログラム：

・農場指針事例発表：㈱大野ファーム

代表取締役 大野 泰裕 氏

・企業理念とは：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

・フリーディスカッション

2012年

1月13日 第10回幹事会＆新年会 14名

1月23日 １月例会 29名

テーマ：食料供給の安全保障と農業・農村 ～TPPのこと

を考えながら～

話題提供者：畜産・飼料調査所 御影庵

主宰（農学博士） 阿部 亮 氏

1月27日 農場指針勉強会Part 2 19名

何のための農場経営か？ Part2

・農場指針事例発表

テーマ：「持続的農業経営を行うための経営理念」

話題提供者：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

テーマ：企業理念とは

話題提供者：税理士法人 井上会計事務所

公認会計士 上野 俊弘 氏

・フリーディスカッション

2月 6日 TPP、テレビが伝えない真実 TPPについて考え

る講演会

１)TPP―どうむきあうべきか

帯広畜産大学 准教授 仙北谷 康 氏

２)TPP―私たちには知る権利がある。～全ての命が生か

される道を選ぶために～

ブルースター・ニーン 氏

（メッセージ映像・講演原稿代読)

2月 6日 ２月特別例会 24名

① テーマ：ITを活用した農作業の見える化技術 ～農

作業情報を自動収集できるセンサネットワー

クと記録装置の開発～

話題提供：独農研機構 北海道農業研究センター

研究員 杉浦 綾 氏

② テーマ：営農支援システム『てん蔵』のご紹介 ～ス

マートフォンでも使える農作業支援ツール

（天気・生育・病虫害予測等)～

話題提供：十勝農業協同組合連合会

電算事業部 塚田 佳祐 氏

2月13日 第11回幹事会 18名

2月20日 農場指針勉強会Part 3 20名

何のための農場経営か？ Part3

テーマ：企業理念とは

話題提供者：税理士法人 井上会計事務所



公認会計士 上野 俊弘 氏

・農場指針問題提起

テーマ：農家の考え、企業の考え ～同友会の各経営指針

勉強会に参加して～

話題提供者：津島農場 代表 津島 朗 氏

・フリーディスカッション

2月24日 全道農業関連部会交流会 in別海 13名

「『よそ者視点』で地域資源を発見し、地域づくりでイノベー

ションを起こそう 」 ～酪農専業地帯で産業構造の多様

化を目指す～

2月25日 ふぁーまーずとかち第１回打ち合わせ会議 4名

3月13日 ３月例会 30名

テーマ：農業経営における法人化のメリット・デメリット

～銀行から見た農業経営とは⁉～

話題提供者：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

3月13日 第12回幹事会 11名

［地域再生部会］

2011年

4月14日 第１回例会 6名

テーマ：「チョコレートの歴史」

報告者：㈱ネクサス 代表取締役社長 曽根 一 氏

5月24日 第２回例会 6名

実践 チョコレート作り

6月 6日 第３回例会 9名

介護サービス付きマンション『シニアハイツ 鳳悠（ほう

ゆう）』見学

7月 8日 第４回例会 8名

テーマ：東南アジアの食材事情

報告者：㈲北海道ホープランド

代表取締役 妹尾 英美 氏

アドバイザー：㈳北海道中小企業家同友会 とかち支部

事務局長 岩本 聖史

8月18日 第５回納涼会 6名

9月28日 第６回オープン例会 15名

テーマ：建築家の視点から見る東北被災地の今

報告者：㈲設計工房アーバンハウス

代表取締役 小野寺一彦 氏

10月 8日 第７回例会

第４回地区会交流会 in新得へ参加

11月29日 第８回例会 8名

テーマ：なぜ今ライフプランなのか？

話題提供者：おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

12月23日 地域再生部会「望」年例会 7名

テーマ：ベトナムでの夢

話題提供者：㈲北海道ホープランド

代表取締役 妹尾 英美 氏

2012年

1月21日 地域再生部会新年会 6名

［人生大学］

2011年

4月 2日 ４月例会 19名

テーマ：地域の専門学校の課題 ～公立高校長から専門学

校へ～

話題提供者：帯広コア専門学校

学園理事・校長 橋本 進一 氏

5月 9日 ５月例会 16名

テーマ：自分らしく生きるために

話題提供者：帯広ナビゲーション㈱

代表取締役 長澤真之介 氏

6月 2日 ６月例会 21名

テーマ：パンは人と人をつなぐ接着剤

話題提供者：㈱はるこまベーカリー

代表取締役 栗原 民也 氏

7月 2日 ７月例会 15名

テーマ：父と兄に教えられた人生

話題提供者：㈱ノブ 代表取締役 高井 信夫 氏

8月 2日 ８月例会 17名

テーマ：創業98年目、３代目社長の心構えと脱ガラパゴス

経営

話題提供者：菱中産業㈱ 代表取締役 中谷 全宏 氏

9月 2日 ９月例会 23名

テーマ：ディーラーからの脱出

話題提供者：十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

10月 3日 10月例会 15名

テーマ：どうなる、ワールドワーク⁉

話題提供者：㈱ワールドワーク

代表取締役社長 川道 昌樹 氏

11月 2日 11月例会 26名

テーマ：敗者復活戦上がりの歯医者の話

話題提供者：こまば歯科 院長 小田 大作 氏

12月 7日 人生大学＆拓の会 合同一泊例会 14名

テーマ：起業からこれまでの経営体験

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

（北海道同友会副代表理事・元支部長)

2012年

2月 2日 ２月例会 21名

テーマ：料理を通して果たす責任 ～これから十勝で創り

出す事～

話題提供者：㈱ハニージャポン

取締役総料理長 金賀 剛彦 氏

3月 2日 ３月例会石原学長の〝米寿"を祝う会 42名

テーマ：私と人生大学

話題提供者：東北海道ヤナセ㈱

代表取締役会長 石原 正光 氏

［IT総合研究会］

2011年

6月13日 幹事会 6名

7月20日 第10回定時総会 21名

7月27日 第１回オープン例会 37名

テーマ：スマートフォンの正体に迫る ～スマートフォ

ンで一体何が出来るの？～

講演内容 １．スマートフォンＱ＆Ａ（スマホって何？)

２．スマートフォン活用術

３．スマートフォンの選び方

４．Evernote、Facebook、Dropboxの基本編

５．その他（質疑応答含む)

講師：㈱ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

9月16日 幹事会 7名

10月17日 IT総研例会10月例会 18名

テーマ：データ共有で仕事が変わる

講師：㈱ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

11月18日 第３回例会 10名

テーマ：明日から出来るペーパーレスオフィス ～驚くほ

ど紙が減る、電子化ツール「Docu Works」のご



紹介～

講師：富士ゼロックス北海道㈱ 営業力強化推進課

Docuworks推進係 野崎 恵美 氏

12月19日 IT総研望年会 14名

12月19日 第４回 IT総研例会 16名

テーマ：DLNAサーバーの活用法

講師：たかはしでんき 代表 高橋 英昭 氏

2012年

1月24日 IT総研第５回例会 12名

テーマ：ソーシャルメディアの効果的な活用法

講師：㈱ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

3月 2日 第６回例会 11名

テーマ：ホームページに人を集める

講師：㈱もりの 代表取締役専務 森野 直樹 氏

［あすなる会］

2011年

4月 7日 2010年、2011年合同運営委員会 17名

4月14日 第13回定時総会 36名

テーマ：同友会の今昔

講師：長谷川産業㈱ 代表取締役会長 長谷川晃三 氏

(一般社団法人 北海道中小企業家同友会帯広支部 初代

支部長)

5月10日 事業継承グループ５月例会 21名

１．オリエンテーション

２．講師紹介

税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

5月12日 第１回運営委員会 13名

5月19日 ビジネスマナーグループ５月例会 10名

テーマ：１年間でビジネスマナーの深さを知ろう

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邊 尚美 氏

5月22日 河合所長送別会ゴルフ

5月23日 河合所長送別懇親会 3名

5月26日 経営指針グループ５月例会 7名

テーマ：労務管理、人事制度、昇給査定、賞与査定につい

て学ぶ

講師：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

5月29日 十勝（とかち）楽（がく）グループ５月例会

9名

自分の土俵を上から眺めて、あなたは何を感じますか？

5月31日 ５月例会 30名

１．帯広財務事務所における地域貢献の取組み

２．日本・十勝の財政を考える

３．経済概況

⑴ 我が国経済、北海道地域経済基調判断について

⑵ 管内十勝経済概況と先行きについて

財務省 帯広財務事務所長 石井 啓友 氏

6月 9日 十勝（とかち）楽（がく）グループ６月例会

8名

テーマ：十勝開拓の歴史から今

講師：帯広市百年記念館 学芸員 内田 祐一 氏

6月 9日 事業継承グループ６月例会 19名

テーマ：決算書の見方、読み方

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

6月10日 第２回運営委員会 13名

6月14日 ビジネスマナーグループ６月例会 11名

テーマ：第１印象の重要性、自己演出のためのカラー活用

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邊 尚美 氏

6月23日 経営指針グループ６月例会 8名

テーマ：人的資源管理（人事制度、昇給査定、賞与査定等)

講師：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30日 ６月例会 20名

テーマ：「とかちブランドのパイオニア十勝ワイン夜話」

話題提供者：池田町長 勝井 勝丸 氏

7月 5日 ビジネスマナーグループ担当例会準備会

担当例会に向けての準備会

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邊 尚美 氏

7月 8日 第３回運営委員会 11名

7月11日 事業継承グループ７月例会 18名

テーマ：会計が経営を強くする②

例会内容：・ケーススタディを通じたディスカッション

・経営指標の回答・解説等

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

7月19日 ７月例会 30名

テーマ：鼻で勝ち、生き残るために第１印象の大切さを知

ろう

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邊 尚美 氏

7月26日 経営指針グループ７月例会 8名

テーマ：人事評価について（人を育てるために評価する)

講師：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30日 十勝（とかち）楽（がく）グループ７月例会

11名

自分の土俵を上から眺めて、あなたは何を感じますか？

8月 2日 事業継承グループ８月例会 18名

テーマ：１．損益分岐点分析の活用

２．金融機関との付き合い方 ～この10年間の

金融機関を取り巻く環境の変化～

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

帯広信用金庫 常勤理事本店長 高橋 常夫 氏

8月 9日 第４回運営委員会 14名

8月22日 ビジネスマナーグループ８月例会 10名

テーマ：挨拶、敬語についてのグループワーク

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

8月30日 ８月例会 24名

テーマ：御社に人事評価は必要ですか？ ～人事評価の方

法と基準～

講師：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

8月31日 十勝（とかち）楽（がく）グループ８月例会

9名

テーマ：十勝の文化とスポーツを学ぶ

講師：帯広大谷短期大学 教授 池添 博彦 氏

9月 5日 第５回運営委員会 16名

9月13日 ビジネスマナーグループ９月例会

テーマ：敬語の使い方とマジックワード ～話し方で高感

度UP～

講師：Style Direction Spring Palette



代表 渡邉 尚美 氏

9月15日 事業継承グループ９月例会 15名

テーマ：１．損益分岐点分析の活用

２．キャッシュフロー経営

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

9月21日 十勝（とかち）楽（がく）グループ９月例会

9名

テーマ：十勝の自然

講師：足寄動物化石博物館 館長 澤村 寛 氏

10月 3日 ９月例会 24名

あすなる会OB・現役交流例会

先輩教えて そこまできいて委員会‼ 参加されるOB

の方

㈲瀬上製材所 代表取締役 瀬上 晃彦 氏

㈲テーラー高森 代表取締役社長 高森 一郎 氏

高橋興業㈲ 代表取締役 高橋 浩一 氏

㈱マリエッタ 代表取締役 成田 孔一 氏

10月 4日 第６回運営委員会 10名

10月11日 10月例会 21名

テーマ：会社存亡の機…あなたはどう対処しますか？

～ケーススタディ・給与遅配のケースについて～

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

10月18日 経営指針グループ10月例会 13名

経営計画策定の準備

１．社長としての心構え

２．経営計画の大切さと役割り

３．経営計画を策定するための準備

道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

10月27日 ビジネスマナーグループ10月例会 11名

テーマ：あなたの電話応対、実は「ムッ 」とされてます。

～正しい電話応対とは～

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

10月27日 十勝（とかち）楽（がく）グループ10月例会

9名

テーマ：アイヌ文化について学ぶ

講師：帯広市百年記念館 学芸員 内田 祐一 氏

11月 1日 第７回運営委員会 14名

11月10日 ビジネスマナーグループ11月例会 8名

テーマ：接待のマナー ～気の利くおもてなし、立ち居振

る舞いとは～

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

11月10日 事業継承グループ11月例会 16名

テーマ：事業継承 ～息子が親父の会社を継ぎたくない理

由～

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

11月25日 11月例会 15名

テーマ：先人の先見性と教えを学ぶ開拓農家の今昔（こん

じゃく)

話題提供者：㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

11月28日 経営指針グループ11月例会 16名

10年後の会社と家族のために経営指針を作る

道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

11月30日 第８回運営委員会 15名

議題：１．臨時総会・12月例会について

２．次期あすなる会代表の選任について

３．その他

12月12日 ビジネスマナーグループ12月例会 11名

テーマ：十勝の食材と肉ディナーで学ぶ深～いマナー「食

事編」

Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

12月13日 事業継承グループ12月例会 15名

テーマ：事業継承 ～財産編～

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

12月14日 臨時総会・12月例会 32名

後継者から見た、後継者問題 ～今夜は、本音で語り合お

う ～

12月27日 経営指針グループ12月例会 10名

テーマ：社長の心構えを学ぼう‼

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

2012年

1月12日 ビジネスマナーグループ担当例会 ビジネスマ

ナーグループ担当例会準備会 13名

担当例会にむけての準備会

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

1月13日 第９回運営委員会 12名

1月17日 事業継承グループ１月オープン例会 27名

「金融機関とのつきあい方」

税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

㈱北洋銀行地域産業支援部「農業を起点としたフードビジ

ネスの取組み」

㈱北洋銀行地域産業支援部

1月19日 十勝（とかち）楽（がく）グループ１月例会

9名

十勝の観光文化検定（とかち検定）直前 試験対策 皆

で合格を目指そう‼

1月21日 第10回運営委員会（臨時） 6名

1月23日 ビジネスマナーグループ担当例会〝第２段"準備

会 10名

1月24日 臨時総会・１月例会 31名

テーマ：あなたのためになる、意外と知らないビジネスマ

ナー

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

1月26日 経営指針グループ１月例会 8名

テーマ：経営指針の成文化

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

2月14日 十勝（とかち）楽（がく）グループ２月例会

6名

十勝の観光文化検定（とかち検定) 直前 試験対策‼

2月15日 2011年、2012年合同運営委員会 16名

2月20日 事業継承グループ２月例会 13名

１年間の振返り ～事業継承グループＱ＆Ａ～

2月21日 ２月例会 15名

経営指針づくりから学んだ〝社長に必要な行動"とは

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

報告者：佐山建設工業㈱ 常務取締役 伊藤 好男 氏

（経営指針グループグループ長)

㈲紫竹ガーデン遊華 副社長 隈本浩次郎 氏

（経営指針グループ副グループ長)



2月27日 ビジネスマナーグループ２月例会 14名

テーマ：コミュニケーションのとり方

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

3月 1日 2011年、2012年合同運営委員会（臨時） 15名

3月15日 ３月例会 24名

テーマ：組織の生き残りのための条件

講師：税理士法人 竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

3月19日 十勝（とかち）楽（がく）グループ３月例会

十勝楽グループの１年間を振返って…

3月23日 ビジネスマナーグループ３月例会 10名

テーマ：お付き合いのマナー

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

3月27日 2011年、2012年合同運営委員会 16名

3月29日 経営指針グループ３月例会 12名

テーマ：経営計画グループ 2011年度総括 ～１年間お

世話になりました～

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

［環境部会］

2011年

4月13日 世話人会 12名

4月16日 第８回定時総会 25名

第１部 話題提供>

テーマ：十勝海岸湖沼群について

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)

5月13日 第１回世話人会 17名

6月 8日 第２回世話人会 14名

6月29日 ６月例会 23名

十勝海岸湖沼群見学 ～湖沼群・湿原の花々・野鳥・雄大

な眺めを体感しよう～

7月19日 ７月例会 15名

雪氷エネルギーは地産地消のエネルギー‼ ～自然エネル

ギーの〝氷"をエネルギー源とした冷房技術・施設見学～

話題提供：㈱土谷特殊農機具製作所

代表取締役 土谷 紀明 氏

7月27日 第３回世話人会 10名

8月 6日 ８月特別例会 17名

十勝海岸湖沼群経営の未来を考える

8月30日 第４回世話人会 10名

9月21日 ９月特別例会 11名

安心、安全は健康第一 ～地域の活性化を食品循環資源の

飼料化から考える～

講師：畜産・飼料調査所 御影庵

主宰（農学博士) 阿部 亮 氏

9月26日 第５回世話人会 9名

10月 7日 第６回世話人会 7名

10月18日 第１弾>10月例会 26名

国内最大ホウレンソウ温室見学 ～オランダ式大規模生

産システムから水耕栽培の未来を考える‼～

10月27日 第２弾>10月例会 9名

十勝海岸湖沼群＆㈱白糠酪恵舎・ろ過システム見学学びと

交流を深めよう‼

11月 1日 第７回世話人会 10名

11月21日 11月例会 19名

自然にやさしく、自然のままに、自然に教わる" ～森産業

㈱見学から「自然思考」を学ぼう ～

11月23日 第８回世話人会 10名

12月 7日 12月例会 15名

先進技術から環境・農業を学ぼう‼ ～トカプチ㈱、東洋

農機㈱見学移動例会～

2012年

1月11日 新年会 13名

2011年の部会活動を振返り、〝環境"について大いに語り合

おう‼

1月17日 第９回世話人会 13名

2月 8日 第10回世話人会 12名

2月 9日 ２月例会（支部２月例会）

テーマ：捨てられていた野菜が宝の山に もったいない

プロジェクト

講師：八尋産業㈱ 代表取締役 大矢 正昭 氏

3月20日 第11回世話人会 14名

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2011年

4月14日 総会 14名

5月12日 第１回例会 14名

6月 9日 第２回例会 9名

7月 7日 第３回例会 11名

8月11日 第４回例会 15名

9月 8日 第５回例会 9名

10月 6日 第６回例会 11名

10月13日 納会 11名

［帯広地域雇用創出促進協議会事業］

2011年

7月25日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー①

テーマ：考え方を作る会社とは ～理念からわき出た情報

が踊りだす～

講師：㈱四万十ドラマ 代表取締役 畦地 履正 氏

7月26日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー②

テーマ：狙いを定めて情報発信

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

7月27日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー③

テーマ：情報発信のコツ・興味を引きつける仕掛けを作る

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

8月 1日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー④

実習：「マイとかち」を使って情報発信してみよう

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

8月 2日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー⑤

実習：魅力を上げるサイト運営

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

11月11日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー①

テーマ：なぜ「つながる」と売れるのか

講師：スマイルゲート㈱ 代表取締役 竹内 哲也 氏

11月14日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー②

テーマ：狙いを定めて情報発信

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

11月16日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー③

テーマ：情報発信のコツ・興味を引きつける仕掛けを作る



講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

11月17日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー④

実習：「マイとかち」を使って情報発信してみよう

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

11月22日 IT活用 情報発信スキルアップセミナー⑤

2名

実習：魅力を上げるサイト運営

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

2011年

6月 2日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー①

テーマ：「弱みを強みにかえるということ」 ～今だから言

えるネットショップ成功秘話～

講師：㈱ノースプロダクション

代表取締役 近江 正隆 氏

6月 7日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー②

テーマ：「売れるネットショップ実現のポイント」 ～未経

験からのネットショップ作り経験談～

講師：㈱シンプルウェイ 代表取締役 阪口あき子 氏

6月 9日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー③

テーマ：「ショップの柱はコンセプト」 ～お客様に支持さ

れる魅力をつくる方法とは～

デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

講師：とかち大好き 代表 岡田 昭彦 氏

6月14日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー④

テーマ：「ネットショップは写真で決まる」店作り演習①

MARUSU-WEB

鈴木 正樹 氏

講師：浪漫写真ケルビン堂

主宰 箕浦 伸雄 氏

6月16日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー⑤

テーマ：「ネットショップを作ってみよう」店作り演習②

MARUSU-WEB

鈴木 正樹 氏

講師：浪漫写真ケルビン堂

主宰 箕浦 伸雄 氏

6月21日 ゼロから始めるネットショップ活用セミナー⑥

テーマ：ネットショップに求められているお客様対応と店

舗運営

講師：楽天㈱ 楽天市場事業

店舗開発部 柘植 正基 氏

2012年

1月12日 ネットショップ活用セミナー実践編①

テーマ：ハイタイ 父の紅豚を全国へ。感動の成功秘話

講師：㈱がんじゅう 店長 喜納 忍 氏

（沖縄県読谷村)

1月19日 ネットショップ活用セミナー実践編②

テーマ：売上10億までの道のり。スタート時、低迷時、拡

大時課題発生時の乗り越え方

講師：スマイルゲート㈱ 代表取締役 竹内 哲也 氏

（香川県高松)

1月21日 ネットショップ活用セミナー実践編③

テーマ：コミュニケーションが楽しい 農業とネットの

新しい関係

講師：㈱A-Netファーム十勝

専務取締役 森田 里絵 氏

（清水町)

1月25日 ネットショップ活用セミナー実践編④

テーマ：ネットショップは写真が命。想いを伝える写真の

撮り方 撮影の実習

講師：浪漫写真ケルビン堂

主宰 写真家 箕浦 伸雄 氏

（芽室町)

1月26日 ネットショップ活用セミナー実践編⑤

テーマ：入魂ページでお店の核を 実践ネットショップ

構築

店作り演習①

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

（帯広市)

1月30日 ネットショップ活用セミナー実践編⑥

テーマ：売るための作戦、ファンをつくる運営。店作り演

習②

ショップモールの構築

講師：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

（帯広市)

2011年

9月 8日 営業・販売専門職スキルアップセミナー①

テーマ：・営業・販売職とは？（概論)

・コミュニケーション基礎（WS)

講師：㈱北海道ラボラトリー 代表取締役

八百屋夢八 店主

人事教育支援コンサルタント 國分 晋吾 氏

9月 9日 営業・販売専門職スキルアップセミナー②

テーマ：・ヒアリング・

コーチングスキル基礎（WS)

・人間関係基礎（WS)

講師：㈱北海道ラボラトリー 代表取締役

八百屋夢八 店主

人事教育支援コンサルタント 國分 晋吾 氏

9月10日 営業・販売専門職スキルアップセミナー③

テーマ：・相手に働きかける（ロールプレイング)

講師：㈱北海道ラボラトリー 代表取締役

八百屋夢八 店主

人事教育支援コンサルタント 國分 晋吾 氏

2011年

5月24日 観光・食品 創業支援セミナー①

テーマ：「自分にしかできない仕事がある 」

講師：㈱ノースプロダクション

代表取締役 近江 正隆 氏

5月25日 観光・食品 創業支援セミナー②

テーマ：「なぜ起業を考えるのか？ まずは自分を知る 」

講師：㈱タンク 代表取締役 増田 紀彦 氏

5月25日 観光・食品 創業支援セミナー③

テーマ：「事業アイディアは誰でも発想できる 」

講師：㈱タンク 代表取締役 増田 紀彦 氏

5月26日 観光・食品 創業支援セミナー④

テーマ：「むしろ資金不足が起業成功の原動力となる」

講師：㈱タンク 代表取締役 増田 紀彦 氏

5月26日 観光・食品 創業支援セミナー⑤

テーマ：「誰を幸せにするのか？ 狙う相手を知る 」

講師：㈱タンク 代表取締役 増田 紀彦 氏

2012年

2月14日 今だから「これからの有機の話をしよう」①



2月16日 今だから「これからの有機の話をしよう」②

2月21日 今だから「これからの有機の話をしよう」③

2月23日 今だから「これからの有機の話をしよう」④

2011年

7月 7日 接客営業スキルアップセミナー①

テーマ：親しみやすい雰囲気を演出する

講師：㈱ウェイ研究所

経営コンサルタント 井口 雅夫 氏

7月 8日 接客営業スキルアップセミナー②

【聴く力をつける】傾聴して共鳴・共感する

7月 8日 接客営業スキルアップセミナー③

【訊く力を磨く】質問して掘り下げる

7月 8日 接客営業スキルアップセミナー④

【観る力が上がる】観察して洞察する

7月 9日 接客営業スキルアップセミナー⑤

【応える力がつく】会話して納得させる

2012年

2月 1日 未利用資源再利用環境セミナー①

2月 2日 未利用資源再利用環境セミナー②

［十勝の４町であそぶ会］

2011年

6月 9日 第１回４町連携打合せ

6月30日 第２回４町連携打合せ

7月13日 第２回４町連携打合せ 9名

8月19日 第４回４町連携打合せ 11名

9月 9日 十勝の４町であそぶ会① 11名

［農商工等連携人材育成事業］

2011年

10月13日 農商工連携人材育成セミナー① 30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㈱ 帯広>

代表取締役 坪井 真一 氏

10月13日 農商工連携人材育成セミナー② 30名

テーマ：６次産業化の推進と地域の活性化 ～農林水産関

連の支援施策～

講師：農林水産省 北海道農政事務所 札幌> 農政推進部

経営・事業支援課

課長補佐（産業連携・海外展開) 相澤 康志 氏

10月21日 農商工連携人材育成セミナー③ 52名

テーマ：日本農業の可能性と危機 ～関税撤廃が十勝農業

に与える影響～

講師：月刊「農業経営者」 東京>

副編集長 浅川 芳裕 氏

10月25日 農商工連携人材育成セミナー④ 37名

テーマ：農商工連携を取り巻く経営環境 ～農業生産の現

場に当事者意識はあるのか？～

講師：児玉ヘルス商事㈱ 帯広>

代表取締役 児玉 誠也 氏

10月25日 農商工連携人材育成セミナー⑤ 37名

テーマ：現場が求める農商工連携とは ～消費者のための

ストーリー作り～

講師：十勝ガーデンズホテル 帯広>

料理長 結城 一洋 氏

11月 4日 農商工連携人材育成セミナー⑦ 46名

テーマ：地域資源発掘・活用、地域のファンづくり実践

～「彩」事業成功の秘密から学ぶ～

講師：㈱いろどり 徳島>

代表取締役社長 横石 知二 氏

11月 5日 農商工連携等人材育成セミナー実地研修 26名

【11月５日】

四万十町 道の駅「四万十とおわ」生産者との意見交換会

【11月６日】

四万十ドラマの概要、取組みについて

道の駅「四万十とおわ」での販売体験

四万十川新聞バックづくり体験

「四万十また旅プロジェクト」の取組み紹介

四万十また旅プロジェクトコンソーシアムメンバーとの交

流会

【11月７日】

各施設訪問

四万十屋

四万十カヌーとキャンプの里 かわらっこ

また旅プロジェクト体験プログラム

講師：㈱四万十ドラマ 高知>

代表取締役 畦地 履正 氏

四万十また旅プロジェクトメンバー

11月10日 農商工連携人材育成セミナー⑧ 36名

テーマ：一次産業を、かっこよくて・感動があって・稼げ

る３Ｋ産業に

講師：㈱みやじ豚 神奈川>

代表取締役 宮治 勇輔 氏

（NPO法人農家のこせがれネットワーク 代表理事 CEO)

11月15日 農商工連携人材育成セミナー⑥ 32名

テーマ：地域内「連携」と「競争」による農商工連携の推

進 ～農商工連携失敗・成功の要因～

講師：明星大学 東京> 教授 関 満博 氏

11月18日 農商工連携人材育成セミナー⑨ 32名

テーマ：地域ブランド・マーケティング戦略 ～こんな十

勝を味わいたい～

講師：㈱グロッシー 帯広>

代表取締役 北村 貴 氏

11月21日 農商工連携人材育成セミナー⑩ 40名

テーマ：「物が売れるための仕組みづくり」

「ブランディング計画」 ～消費者のココロに響く

キーワード～

講師：㈱電通北海道 札幌>

アカウント統括局プランニングセンター

プロジェクトマネージャー 久保田 修 氏

12月 2日 農商工連携人材育成セミナー 24名

テーマ：ソーシャルネットワークの活用と十勝ブランディ

ング ～Facebook、Twitter、Google＋とホーム

ページのメディアミックス～

講師：㈲ワン・エックス 帯広>

代表取締役 辻田 茂生 氏

12月 6日 農商工連携人材育成セミナー 22名

テーマ：EC物流の過去と今と将来

講師：㈱コーリング 千葉>

代表取締役 松井 継太 氏

12月15日 農商工連携人材育成セミナー 27名

テーマ：海外販路開拓 ～十勝を売り込むマーケティング

の実践・戦略～

講師：アジアネット 福岡> 代表 田中 豊 氏

12月20日 農商工連携人材育成セミナー -1 15名

テーマ：「新規事業の立ち上げ」 ～次の時代にあったビジ

ネスとは～

（ロールプレイング)

講師：㈱風 帯広> 代表取締役 小林 克志 氏

㈲十勝スロウフード 帯広>



代表取締役 藤田 惠 氏

12月26日 農商工連携人材育成セミナー -2 12名

2011年

9月12日 農商工連携等人材育成事業委員会 第１回運営会

議> 8名

12月15日 農商工連携等人材育成事業委員会 第２回運営会

議> 9名

2012年

1月23日 農商工連携等人材育成事業委員会 第３回運営会

議> 9名

共育・求人活動

［共同求人活動］

2011年

5月21日 合同企業説明会（帯広）

6月28日 合同企業説明会（札幌）

7月12日 合同企業説明会（帯広）

8月 2日 社会人になるための就職セミナー 132名

開会式・ガイダンス

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とかち支部 求人委員会

副委員長 兼子 賢 氏

（サンテクノ㈱・社長)

内容：①会社の役割

②お客様から選ばれる会社とは

③企業が求める人材像

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

内容：①働くことの意味と就職

②就職活動のチェックポイント

③自己分析で働きたい職種、できる仕事を考える

④その他

テーマ：求人票の読み方と企業研究（訪問）について

8月11日 合同企業説明会 帯広>

2012年

1月15日 合同企業説明会 東京>

1月24日 合同企業説明会 帯広> 53名

2月 6日 合同企業説明会 札幌> 29名

3月29日 2012年 合同入社式＆新入社員研修会 87名

１)新入社員の皆さんに贈る言葉

北海道中小企業家同友会とかち支部

求人委員長 藤森 裕康 氏

（㈱藤森商会 代表取締役)

２)新入社員の役割とは何か

北海道中小企業家同友会とかち支部

共育委員長 松田 孝志 氏

（松田孝志税理士事務所 所長)

３)ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の基本

Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

［社員教育活動］

2011年

4月 5日 2011年新入社員研修会 27名

『新入社員の皆さんに期待すること』

講師：㈱ソーゴー印刷 代表取締役 高原 淳 氏

『ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の基本①（講

義と実技）』

ポイント①社会人としての言葉づかい ②さわやかな挨拶

③執務姿勢の基本 ④応対のポイント ⑤名刺の

受渡し ⑥ビジネス電話のかけ方、受け方、他

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

4月 7日 2011年新入社員研修会 25名

『新入社員の皆さんに期待すること』

講師：㈱ソーゴー印刷 代表取締役 高原 淳 氏

『ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の基本①（講

義と実技）』

ポイント①社会人としての言葉づかい ②さわやかな挨拶

③執務姿勢の基本 ④応対のポイント ⑤名刺の

受渡し ⑥ビジネス電話のかけ方、受け方、他

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

11月17日 新入社員フォローアップ研修会 20名

第１講 テーマ：社会人としてのマナー総点検

第２講 テーマ：常に一段上の職位（立場）をイメージし

て日々取り組めば、自分は変わる、会社

も変わる。

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

講師：㈱ヨシモト 総務部長 乗久 敦志 氏

2012年

1月11日 第１期中堅社員ステップアップセミナー 21名

求められる中堅社員像とは

㈱三ッ星レストランシステム

代表取締役 谷川 富成 氏

（釧路・とかち支部会員)

1月18日 第１期中堅社員ステップアップセミナー② 20名

私の仕事観 ～あなたにとって仕事とは？～

㈱アクト 札幌支店 営業部 逸見 恵二 氏

2月 1日 第１期中堅社員ステップアップセミナー④

問題発見・解決能力を身に着ける

㈲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 6日 第１期中堅社員ステップアップセミナー③

コミュニケーション力アップ

Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

2月 8日 第１期中堅社員ステップアップセミナー⑤

私のメンタルヘルス

十勝総合振興局 保健師 松田 陽子 氏

2月15日 第１期中堅社員ステップアップセミナー⑥

自己分析 ～自分はどうなりたいか～

アクトドリームサポート 代表 中村 博 氏

2月22日 第１期中堅社員ステップアップセミナー⑦

能力と貢献

タジマ会計事務所 副所長 内田 勇介 氏

2月22日 先輩社員マナー研修会 15名

基調講演>

『先輩社員に期待するもの ～あなたのマナー自己流に

なっていませんか』

講師：北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局長 岩本 聖史

ロールプレイング>『ビジネスマナーの総点検』

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

2月29日 第１期中堅社員ステップアップセミナー⑧

私のキャリアデザイン



KIDOライフデザイン研究所 所長 城戸 和子 氏

3月 7日 第１期中堅社員ステップアップセミナー⑨

私のライフデザイン

おべりべりライフサポート 代表 大野 有加 氏

3月12日 中堅社員ステップアップセミナー評価委員会

7名

１）中堅社員ステップアップセミナー成績評価について

２）３月14日(水)修了式について

3月14日 中堅社員ステップアップセミナー修了式 35名

仕事を自らのものとする

㈱マスバリュー 代表取締役 益子 裕之 氏

3月27日 2012年新入社員研修会 9名

１)『新入社員の皆さんに期待すること』

講師：松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

２)『ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の基本

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

（とかち支部 共育委員)

講師派遣

2011年

7月 2日 帯広大谷短期大学就職ガイダンス

模擬面接

面接官：㈱サンテクノ

代表取締役 兼子 賢 氏

松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局長 岩本 聖史 氏

7月21日 帯広緑陽高校進路別学校説明会

8月18日 新得高校進路講話

北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局員 滝口 由美 氏

8月24日 上士幌高校面接指導

第３学年対象の面接指導

11月 4日 帯広緑陽高校２学年進路別学校講演会

北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局員 柳澤 昂允 氏

12月 7日 清水高校２年次社会人講話

松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

2012年

2月10日 上士幌高校面接指導

第２学年対象の面接指導


