
と か ち 支 部

2012年度 とかち支部活動のあゆみ

⑴ ６年連続会員増 ～800社会員を堅持～

とかち支部では60名の新たな仲間を迎えることができました。07年４月の627社から６年連続で会員増となり、2013年３月には

803社に達しました。

拓の会やあすなる会など、少人数での学び合い活動や、農業経営部会や十勝農商工連携部会など、地域密着型の農商工連携、６次

産業化への取り組みに多くの方が共感し、参加していただいています。

⑵ 組織活性化へ向け、活動や組織の見直しに取り組む ～組織活性化プロジェクト～

前年度に取り組まれた「同友会って何なんだ」諮問特別委員会の提言を受け、組織活性化プロジェクトを組織し、具体的に活動の

見直しに取り組みました。各委員会や地区会、活動のあり方などについて見直しを行い、組織活性化プロジェクトからの提言を受け

て、それぞれの組織が活動の見直しと新たな活動の方向性を見出しました。

⑶ 成果も見え始めた海外販路開拓、農商工連携 ～シンガポールミッション、十勝〝食農"繁盛塾～

2011年度から本格的にはじまった海外販路開拓も２年目を迎え、さらに活動の輪が広がっています。経済産業省・中小企業海外展

開支援事業の支援を受け、2012年11月には、25社29名でシンガポールの日本食品展示会『Oishii JAPAN（おいしいジャパン）』に

出展し、ASEAN各国のバイヤー等と商談を行い、具体的に取引が始まるなど成果が出ています。

また、これまで３年間にわたり、取り組んで来た農商工連携セミナーは、今年度より、経済産業省・農商工等連携対策支援事業を

受け、十勝〝食農"繁盛塾と名称を変え、全道・全国より講師をお迎えして学び合ってまいりました。

⑷ 新たに青年経営者の学びの場が生まれる ～〝青年経営者の会"設立へ向けて～

2012年度の支部重点方針を受け、「青年部（仮称）」検討プロジェクトを設立し、青年経営者の学び、交流する場について検討を進

めて来ました。プレ企画として、ビジネス交流会や、プレゼンテーション講座などを行う中で、2013年５月に「青年経営者の会」設

立へ向けた機運が高まっています。

⑸ ますます充実する社員教育、共同求人、地域教育活動

今年度も積極的に社員教育活動を進めました。第43期中堅幹部学校では、11名が卒業し各社で活躍しています。また、第２期中堅

幹部ステップアップセミナーも14名の修了者を数えるなど、修了生のネットワークが広がっています。

また、共同求人活動や地域教育活動として、高校生や、大学・短大・専門学校などを対象とした合同企業説明会を開催することに

加え、高校２年生を対象とした企業研究セミナーを開催するなど、これまでの実践型インターンシップ（ジョブちゃれ）に加え、新

たな取り組みにも挑戦しました。

総会・幹事会

2012年

4月 3日 第２回幹事会 28名

4月19日 第３回幹事会 35名

4月24日 第38回定時総会 197名

〔第１部 基調報告〕

⑴ とかち物産チャリティin福島・南相馬に取り組んで

⑵ 同友会って何なんだ諮問特別委員会『答申と提言』につ

いて

〔第２部 定時総会〕

〔第３部 懇親パーティ〕

4月25日 支部四役引き継ぎ懇親会 11名

5月26日 四役会 7名

5月29日 全道総会反省会

6月20日 第４回幹事会 25名

7月13日 事務局・柳澤昂允さんの送別会 20名

7月25日 第５回幹事会 21名

8月 6日 四役会 6名

8月28日 第６回幹事会 27名

9月 3日 四役会 8名

9月10日 第７回幹事会 21名

10月 1日 四役会 8名

10月15日 第８回幹事会 23名

11月 5日 四役会 7名

11月12日 第９回幹事会 26名

11月20日 役員研修会 22名

11月26日 『とかち支部「学び」活動意見交換会』 11名

12月 3日 四役会 9名

12月10日 第10回幹事会＆幹事望年会 29名

12月29日 支部四役・事務局合同望年会

2013年

1月 8日 四役会 7名

1月21日 第11回幹事会 26名

1月30日 角鎮夫さんを偲ぶ会 17名

2月 5日 四役会 7名

2月27日 第12回幹事会 30名

3月 4日 四役会 5名

3月13日 第13回幹事会 24名

3月14日 2012年度 臨時総会 42名

専門委員会

［学び合い活動推進委員会］

2012年

4月 3日 第７回委員会 13名

5月11日 第１回委員会 8名
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5月17日 第２回委員会 10名

5月23日 拓の会グループ長・副グループ長会議 18名

6月 7日 拓の会グループ長・副グループ長会議 19名

7月 3日 拓の会グループ長・副グループ長会議 21名

10月30日 第４回委員会 10名

11月12日 委員会＆拓の会正副グループ長会議 17名

2013年

1月30日 委員会＆拓の会グループ長・副グループ長会議

16名

2月 7日 委員会 7名

3月 5日 委員会＆新旧拓の会グループ長・副グループ長会

議 17名

［求人委員会］

2012年

4月 9日 第１回委員会 5名

6月 6日 地域教育特別委員会＆求人委員会 6名

7月 9日 第２回委員会 4名

10月10日 第３回委員会 4名

2013年

3月27日 第４回委員会 4名

［共育委員会］

2012年

4月16日 第１回委員会 9名

5月10日 第２回委員会 8名

6月18日 第３回委員会 6名

7月 6日 第４回委員会 7名

8月 9日 第５回委員会 6名

10月22日 第６回委員会 8名

11月21日 第７回委員会＆中堅幹部学校卒業認定会議 6名

11月30日 第８回委員会 5名

12月18日 第９回委員会 7名

2013年

1月22日 第10回委員会 5名

3月11日 第11回委員会 6名

［経営・労務委員会］

2012年

4月13日 第１回委員会 10名

5月 9日 第２回委員会 6名

6月12日 第１回金融懇談会 13名

北海道銀行帯広支店 執行役員支店長 白浜 光人 氏

6月19日 第３回委員会 8名

7月18日 障がい者雇用セミナー 18名

話題提供：帯広ケア・センター 所長 片平 修 氏

8月 1日 第４回委員会 7名

10月16日 第５回委員会 5名

11月14日 第２回金融懇談会 5名

日本政策金融公庫 帯広支店

国民生活事業統括 海老名 隆 氏

2013年

2月27日 第６回委員会 7名

3月22日 経営労務セミナー 20名

徳江労務行政事務所 所長 徳江 孝一 氏

3月26日 第７回委員会 7名

［経営指針委員会］

2012年

4月17日 第１回委員会 7名

7月11日 事務局・柳澤昂允さんの送別会 14名

12月14日 第2回委員会 3名

12月25日 経営指針委員会・経営指針研究会合同望年会 9名

2013年

1月23日 第3回委員会 5名

2月19日 第4回委員会 8名

［国際交流・ビジネス委員会］

2012年

4月11日 第１回委員会 5名

5月14日 第２回委員会 5名

9月12日 第３回委員会 5名

11月 9日 第４回委員会＆オーストラリア視察研修打合せ

7名

12月10日 オーストラリア視察研修 7名

～12月17日

2013年

1月12日 オーストラリア視察研修意見交換会 7名

2月20日 第５回委員会 4名

［政策委員会］

2012年

4月16日 第１回委員会 7名

5月24日 第２回委員会 7名

6月22日 支部６月例会講師渡邊先生との懇談会 10名

とかち支部幹事・政策委員との懇談会

6月23日 支部６月例会講師との情報交換会

6月25日 熊本市議会との交流会 20名

熊本市議会・熊本同友会ととかち支部役員との交流会

7月 6日 第３回委員会 6名

7月24日 「TPPについての情報交換会」 19名

北海道総合政策部政策局

参事（TPP担当) 木本 晃 氏

12月 3日 慶応大学植田先生との情報交換会

2013年

3月 1日 第４回委員会 8名

3月14日 第５回委員会 7名

［青年部検討プロジェクト会議］

2012年

5月14日 第１回青年部検討プロジェクト会議 8名

6月 5日 第２回青年部検討プロジェクト会議

6月28日 第３回会議

7月10日 第４回会議

8月 9日 第５回会議

8月17日 とかち支部の未来を担う会

9月14日 第６回会議 7名

10月23日 第７回会議

12月14日 第８回会議

12月26日 第９回会議

2013年

1月11日 青年経営者の会新年会

1月31日 第10回会議

2月26日 第３回青年経営者の会

報告者：山岸牧場 さくら工房 北出 愛 氏

講師：鎌田商事㈱ 代表取締役社長 鎌田 武雄 氏

3月 5日 第11回会議

［組織委員会］

2012年

4月10日 第１回委員会 6名

5月14日 第２回委員会 8名

5月21日 新会員ガイダンス 17名

6月11日 第３回委員会 9名

7月 5日 新会員ガイダンス 12名

7月 9日 第４回委員会 8名
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8月 8日 新会員歓迎会 24名

㈱Chips 代表取締役 佐伯 抄織 氏

㈱音更環境管理センター 取締役部長 畠山 卓也 氏

㈲FLAVOR 代表取締役 長岡 淳一 氏

8月24日 第５回委員会 8名

9月18日 第６回委員会 6名

9月24日 新会員ガイダンス 11名

10月29日 拡大委員会 18名

12月17日 第７回委員会 7名

2013年

1月31日 第８回委員会 7名

2月21日 第12回企業対抗ボウリング大会 96名

3月19日 第９回委員会 7名

［組織活性化プロジェクト会議］

2012年

5月23日 第１回「答申と提言」検討・実践プロジェクト会

議 5名

6月22日 第２回「答申と提言」検討・実践プロジェクト会

議 9名

7月19日 第３回会議 7名

8月23日 第４回会議 5名

9月19日 第５回会議 5名

11月20日 第６回会議 5名

11月30日 第７回会議 5名

12月10日 第８回会議 6名

12月21日 第９回会議 7名

［総務企画委員会］

2012年

4月18日 第１回委員会 7名

5月 8日 Mecc Test 講座① 5名

5月15日 Mecc Test 講座② 6名

5月21日 Mecc Test 講座③

5月29日 Mecc Test 講座④

7月12日 第２回委員会 7名

7月17日 MECC講座①

おべりべりライフサポート 代表 大野 有加 氏

7月23日 MECC講座②

おべりべりライフサポート 代表 大野 有加 氏

7月30日 MECC講座③

おべりべりライフサポート 代表 大野 有加 氏

8月 6日 MECC講座④

おべりべりライフサポート 代表 大野 有加 氏

9月18日 第３回委員会 7名

10月18日 第４回委員会 6名

12月 5日 第５回委員会 6名

2013年

1月15日 第６回委員会 8名

3月13日 第７回委員会 6名

［地域教育特別委員会］

2012年

4月13日 第１回委員会 7名

5月11日 第２回委員会 9名

6月 6日 地域教育特別委員会＆求人委員会 6名

6月18日 高校生向け事業説明会・情報交換会

7月11日 十勝型実践インターンシップ〝Let’sジョブちゃ

れ"事前セミナー 22名

企業経営者が語る 〝仕事"〝働く意義"

㈱まつもと薬局 代表取締役 松本 健春 氏

（地域教育特別委員会委員長）

㈲大沢商会 代表取締役 及川 悟 氏

（地域教育特別委員会副委員長）

㈲マミィ 代表取締役 南出 雅樹 氏

（地域教育特別委員会委員）

7月23日 インターンシップ打合せ会議 67名

10月27日 十勝型実践インターンシップ成果報告会 58名

2013年

3月26日 第４回委員会 7名

［地区会交流委員会］

2012年

4月10日 地区会交流会実行委員会現地下見 11名

4月26日 第1回地区会交流委員会＆地区会正副会長・幹事

長会議 17名

6月 4日 地区会交流会実行委員会 6名

6月29日 第２回委員会 10名

7月 7日 第５回地区会交流会 in足寄＆本別 98名

7月24日 第３回委員会 9名

9月19日 第４回委員会 9名

10月26日 第５回委員会 9名

10月26日 地区会交流委員会＆地区会正副会長・幹事長会議

20名

2013年

3月27日 第６回委員会 9名

［拓の会］

2012年

5月23日 2012年度オリエンテーション 56名

6月12日 第３グループ６月例会 18名

テーマ：付加価値商品造りと販売戦略

話題提供者：㈱山下観光 営業主任 野崎慎太郎 氏

6月12日 第５グループ６月例会 8名

テーマ：若手社員の視点から

6月12日 第７グループ６月例会 11名

テーマ：人材育成について

話題提供者：㈲七重建設 代表取締役 前川 学 氏

6月13日 第２グループ６月例会 8名

テーマ：人を知る

6月13日 第６グループ６月例会 10名

十勝新得地鶏本舗見学

㈱新得モータースクール 代表取締役 武田 直幸 氏

6月14日 第８グループ６月例会 8名

メンバーの夢を語りつくす

6月22日 第４グループ６月例会 10名

テーマ：社内コミュニケーション改善

話題提供者：磯部鉄建㈱ 代表取締役 磯部 正博 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27日 第１グループ６月例会 14名

テーマ：流行を追うか、伝統を守るか、その価値基準は何

でしょうか？

フォレスト矯正歯科クリニック 院長 大和 志郎 氏

7月 7日 第６グループ７月例会 2名

地区会交流会に参加

7月10日 第３グループ７月例会 13名

テーマ：既成概念を見直す〝商品づくり"

～日本のお米の消費減退と新たな流れについて～

㈱ライスフィールド 部長 馬場 靖司 氏

7月10日 第７グループ７月例会 9名

テーマ：企業努力とモチベーション

話題提供者：㈱ノブ 課長 高井 克幸 氏

― ―3



7月11日 第１グループ７月例会 10名

テーマ：十勝での起業の想い

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

7月12日 第８グループ７月例会 8名

テーマ：メンバーの夢を語りつくす Part2

7月17日 第５グループ７月例会 7名

テーマ：楽しい勉強会

㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

7月19日 第２グループ７月例会 10名

テーマ：先駆者に学ぶ

㈱テキサス・㈱ウエスタングループ

代表取締役 落合 洋 氏

7月19日 第４グループ７月例会 8名

テーマ：この不況時代に給料を上げるべきか下げるべきか

話題提供者：磯部鉄建㈱ 代表取締役 磯部 正博 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 7日 第５グループ８月例会 7名

テーマ：上司とスタッフとの連携の取り方

話題提供者：㈱ChipS 秋山 幸代 氏

8月 7日 第７グループ８月例会 9名

テーマ：民営化後の郵便局の現状と課題

話題提供者：郵便局㈱ 帯広電信通郵便局

局長 田中 政行 氏

8月 8日 第１グループ８月例会 10名

テーマ：私の人生観

東北海道ヤナセ㈱ 代表取締役会長 石原 正光 氏

8月 9日 第８グループ８月例会 7名

テーマ：夢

8月20日 第６グループ８月例会 7名

テーマ：土づくりから商品づくりまでを成功させた十勝し

んむら牧場を見に行こう

㈲十勝しんむら牧場 代表取締役 新村 浩隆 氏

8月21日 第３グループ８月例会 12名

テーマ：〝バランス"で売上も人生もハッピーに♪

～売りたいものと売れるもの（消費者が欲しいも

の）の違い～

おべりべりライフサポート 代表 大野 有加 氏

8月23日 第２グループ８月例会 6名

テーマ：７月例会を振り返って

8月23日 第４グループ８月例会 8名

テーマ：組織改革とコンプライアンス

㈱関木材工業 常務取締役 山内ゆかり 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11日 第３グループ９月例会 3名

テーマ：こんなこと始めました。皆さんのお知恵拝借

空間デザイン 代表 増田 信隆 氏

9月11日 第５グループ９月例会 5名

テーマ：ビジネスマナーについて考える

北洋凸版印刷㈱ 三井 将光 氏

9月11日 第７グループ９月例会 6名

テーマ：ライオンビル福原館の現状と課題

ノースクリエイト㈱ 代表取締役 飛田 昌宏 氏

9月12日 第１グループ９月例会 16名

テーマ：困難な薬物依存症の回復について

とかちダルクケアセンター 施設長 宿輪 龍英 氏

9月12日 第６グループ９月例会 6名

テーマ：十勝農産物の新しい農法・販売方法を研究する農

業研究センターを見に行こう

9月13日 第８グループ９月例会 6名

テーマ：「夢」を語り合う

9月20日 第２グループ９月例会 12名

銀行員をうならせる事業計画書のポイント

経営者が知っておくべき決算書のポイント

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

9月20日 第４グループ９月例会 8名

就業規則・賃金規定・評価基準について考える

話題提供者：㈱半谷 代表取締役 加藤 則夫 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 9日 第７グループ10月例会 6名

テーマ：つなぐ

帯広日産自動車㈱ 西20条店店長 曽我 和美 氏

10月 9日 第３グループ10月例会 9名

テーマ：2030年までの消費動向とマーケティングについ

て

松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

10月10日 第１グループ10月例会 12名

当院のマニュアル化への取組み

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

10月11日 第８グループ10月例会 3名

テーマ：「夢」を語り合う

10月12日 第６グループ10月例会 6名

テーマ：食から農へ ～㈱ノベルズ見学～

ハーブ入り飼料で健康に十勝の大自然でのんびり

育つハーブ牛を見に行こう

10月18日 第２グループ10月例会 10名

テーマ：夢と誇りとやりがいと‼

㈱山本忠信商店 代表取締役社長 山本 英明 氏

10月18日 第４グループ10月例会 16名

テーマ：労務管理に関わる法改正について

① 育児・介護休業法改正

② 労働者派遣法改正

③ 労働契約法改正

④ 高齢者雇用安定法

講師：古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

10月23日 第５グループ10月例会 5名

テーマ：新規事業立ち上げ

大昭電気工業㈱ 営業課長 山口 良樹 氏

11月 8日 第８グループ11月例会 6名

テーマ：「夢」を語り合う

11月13日 第３グループ11月例会 12名

テーマ：十勝の農業と我が家の経営

中村農場 代表 中村 正信 氏

11月13日 第５グループ11月例会 8名

テーマ：新人・後輩の育成について

特定非営利活動法人グリーンライフサポートとかち

宇佐美龍也 氏

11月13日 第７グループ11月例会 6名

テーマ：医療と介護保険の現状について
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㈲竹林医療経営コンサルタント

代表取締役 竹林 源一 氏

11月14日 第６グループ11月例会 9名

テーマ：十勝の新しい農業を提案‼ 温泉熱を利用したマ

ンゴーを見に行こう

㈱ノラワークスジャパン 代表取締役 中川 裕之 氏

11月14日 第１グループ11月例会 10名

テーマ：十勝 どの街にも映画館があった― 映画鑑賞運

動から映画館経営へ― CINEとかちの挑戦

NPO法人 CINEとかち 代表理事 豊島 晃司 氏

11月22日 第４グループ11月例会 7名

テーマ：退職金制度（中退共を中心に）について

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

11月22日 第２グループ11月例会 7名

テーマ：専門家から学ぶ、決算書の見方、生かし方

～私はココを見て判断します ～

日本政策金融公庫 帯広支店融資課長 岸野 一法 氏

12月11日 第３グループ12月例会 9名

テーマ：拓の会 改善会議

12月11日 第７グループ12月例会 4名

テーマ：拓の会改善討議

12月12日 第１グループ12月例会 12名

テーマ：旅のこと。エトセトラ

㈱ルワード（旅の便利屋）代表取締役 半谷 力 氏

12月12日 第６グループ12月例会 8名

テーマ：企業見学グループになぜ入った？ このグループ

で何をしたい？ 目的は満たされている？

12月13日 第４グループ12月例会 9名

テーマ：大望年会 今後の拓の会について

12月13日 第８グループ12月例会 6名

テーマ：夢の蔵丼を食べる

12月15日 第５グループ12月例会 7名

テーマ：拓の会 改善討議

12月20日 第２グループ12月例会 9名

テーマ：拓の会 改善討議

2013年

1月10日 第８グループ１月例会 9名

テーマ：新年度の新たな夢

1月12日 第１グループ１月例会 11名

テーマ：2013年を展望し、大いに語り合いましょう

1月15日 第３グループ１月例会 12名

テーマ：十勝の高等教育機関としての役割

学校法人帯広コア学園 事務長 村川 貴康 氏

1月17日 第４グループ１月例会 11名

テーマ：上手な助成金の活用方法について

話題提供者：㈱ハートフルケアサービス

代表取締役 宮崎 正樹 氏

アドバイザー：古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

1月22日 第５グループ１月例会 5名

テーマ：今年の抱負を語り合う

㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

1月24日 第２グループ１月例会 6名

テーマ：第２グループの次年度について

～内容構築とスケジュール作成①～

1月28日 第７グループ１月例会 7名

テーマ：2013年を展望し、大いに語り合いましょう

1月30日 第６グループ１月例会 6名

新年会

2月12日 第３グループ２月例会 12名

テーマ：現代の葬儀事情

㈱のむら葬祭 課長 泉 正人 氏

2月12日 第７グループ２月例会 7名

テーマ：問題解決のノウハウ

徳江労務行政事務所 所長 徳江 孝一 氏

2月12日 第５グループ２月例会 7名

テーマ：ストレス発散法は？

㈱山本忠信商店 馬渕 恭介 氏

2月13日 第１グループ２月例会 12名

テーマ：ニッチはリッチ⁉ ニッチはオンリーワンへの近

道

㈱ライスフィールド 代表取締役 大亀 勉 氏

2月14日 第８グループ２月例会 10名

テーマ：「夢」を語り合う

2月21日 第４グループ２月例会 11名

テーマ：会社・職場のモラルハザード（道徳の欠如）を防

ぐには

話題提供者：帯広コア専門学校 椋井 保行 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21日 第２グループ２月例会 8名

テーマ：次年度、更に魅力ある第２グループにするための

会議

2月22日 第６グループ２月例会 7名

テーマ：平和園の秘密を探る

～店舗のこと、お肉のこと、キムチのこと…～

代表取締役 新田 良基 氏

3月 8日 第２グループ３月例会 8名

今年度最後 グループメンバーで懇親を深めよう

3月12日 第７グループ３月例会 7名

テーマ：現代の葬儀事情

㈱のむら葬祭 課長 泉 正人 氏

3月12日 第３グループ３月例会 15名

テーマ：欠席したら後悔必至？ 広告のプロが語る 今

知りたい広告のアレコレ

～紙媒体からWEB、アベノミクス？まで～

㈱北日本広告社 帯広支社 課長 石田 貞児 氏

3月12日 第６グループ３月例会 2名

テーマ：２月例会平和園見学の振り返り＆一年間の反省

3月13日 第１グループ３月例会 10名

テーマ：「リスクと保険」と「知らないと大変ガン保険」

リブラス㈱帯広支店 支店長 服部 直幸 氏

3月19日 第４グループ３月例会 10名

テーマ：反省会・一年を振り返って

3月21日 第８グループ３月例会 8名

テーマ：「夢」を語り合う

3月21日 第５グループ３月例会 6名

テーマ：みんなの事をもっとよく知り、親睦を深めよう

㈱北一やまざき 長内 賢浩 氏

例会・特別企画

2012年

6月21日 ６月例会 78名

地域活性化とグローバル経済 ～日本を取り囲むWTO、

EPA、FTA、TPP等自由貿易協定の変遷～

慶応義塾大学 総合政策学部 教授 渡邊 頼純 氏
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7月20日 ７月例会（講演会） 95名

しらかば店にて iPad活用の現場を見学し、商品・情報管理

等について長谷川社長にご案内・解説いただきます。

7月20日 ７月例会（店舗見学） 42名

長谷川産業㈱〝発"

iPadを活用した〝十勝"〝情報"発信の新ビジネス展開⁉

長谷川産業㈱ 代表取締役社長 長谷川貫一 氏

8月28日 ８月例会 44名

消費税増税 社会保険料増 最低賃金アップ わが

社は、どうなる？ どうする？

パネリスト：太田寝装㈱ 代表取締役 太田 隆博 氏

㈱マリエッタ代表取締役 成田 孔一 氏

㈱タム 代表取締役社長 松原 雅人 氏

古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

コーディネーター：総務企画委員長 高森 一郎 氏

9月 7日 第29回全道経営者〝共育"研究集会 inくしろ

9月25日 ９月例会（事業承継セミナー第一弾） 46名

基調講演>

資産承継のポイント

～株式・事業用資産の円滑な引継ぎ～

㈱北洋銀行 法人部 法人推進第一課

調査役 武田 正敬 氏

パネルディスカッション>

事業承継とは

～継ぐ側・継がせる側、わたしはこう考える～

パネリスト：㈲瀬上製材所

代表取締役 瀬上 晃彦 氏

㈱アース技研

専務取締役 長田 正宏 氏

㈱池田塗装工事

代表取締役 池田 欣央 氏

（あすなる会代表)

㈱共同電設 専務取締役 原田 健太 氏

（あすなる会副代表)

コーディネーター：徳江労務行政事務所

所長 徳江 孝一 氏

（経営労務委員長)

10月17日 女性部会25周年記念講演会（10月例会） 109名

全員参加の生き生き経営を目指して

― 私の店づくり・人づくり・企業づくり―

㈱文化堂 代表取締役会長 後藤せき子 氏

（東京中小企業家同友会 相談役)

11月19日 11月例会 46名

テーマ：良い採用が良い企業をつくる

～新卒・中途採用の傾向と対策～

～有効求人倍率だけでは見えてこない、十勝の実

態を探る～

① 新卒採用の現状とこれから

～ネット求人、合同企業説明会活用法～

㈱リクルートキャリア 新卒事業本部

エリアプロディーサー 浅野 啓太 氏

② 十勝管内の中途採用動向

～十勝は売り手市場になっている⁉～

㈱ヒューマンリンクス

代表取締役 富田 友夫 氏

12月 7日 12月例会 49名

社員が輝き、社員が育つ経営

～学ぶ力を糧に「全道一のブランド」を目指して～

㈱アイズ 代表取締役 高橋 泰助 氏

（北海道同友会常任理事・函館支部長)

2013年

2月 1日 2013年新年交礼会 289名

激動の時代幕開け…世界は、日本は、地域はどうなる？

～政権交代、TPP、原発、財政問題…最新の情報から見え

てくる明日の日本～

慶應義塾大学 教授 金子 勝 氏

2月 1日 新年交礼会講師を囲む会 10名

2月19日 ２月例会 118名

あらためて同友会の原点、企業経営の原点を学ぶ

商売に奇策なし ～激動の時代こそ原点回帰～

「大きな会社よりいい会社 いい会社を大きくしよう」の実

践

㈱福原 代表取締役社長 福原 朋治 氏

北海道中小企業家同友会帯広支部（現・とかち支部) 元支

部長

地区会

［本別地区会］

2012年

6月 5日 ６月例会 9名

地区会交流会打ち合わせ

6月13日 本別地区会・足寄地区会合同６月例会 21名

地区会交流会打ち合わせ

8月21日 本別地区会・足寄地区会合同８月例会 16名

第５回地区会交流会 in足寄・本別 成功記念大宴会‼

～最高動員数更新 大盛況の地区会交流会を振り返って～

9月27日 ９月例会 8名

健康な土づくり、牛づくり

㈲福田農場 代表取締役 福田 博明 氏

10月18日 10月例会 10名

食卓と畑を結ぶ

いただきますカンパニー 代表 井口 芙美子 氏

11月21日 11月例会 7名

井原牧場のこれまでとこれから

井原牧場 代表 井原 宏和 氏

12月26日 本別地区会・足寄地区会合同『望』年会（本別地

区会12月例会） 17名

山本支部長を囲み2013年度を展望しましょう

～2012年度 本別・足寄地区会合同『望』年会 in足寄～

2013年

2月20日 ２月例会 9名

今までの歩みとこれからの挑戦

門前農場 代表 門前 清隆 氏

（本別地区会 幹事長)

3月21日 ３月例会 9名

新年度の活動方針・役員体制について

［池田地区会］

2012年

4月25日 ４月例会 19名

地域振興を目的としたビートリキュールの開発

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 所長 内藤 彰彦 氏

5月24日 山幸大学第７講（５月例会） 13名

高森社長、土屋代表が語る〝オレたちの野望"

㈲テーラー高森 代表取締役社長 高森 一郎 氏

土屋商店 代表 土屋 雅大 氏

6月28日 ６月例会 10名

ワインの楽しみ方
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居酒屋 寿楽の息子 代表 田中 健二 氏

8月27日 ８月例会 13名

確立したブランドでお客様を魅了

～不況の中でも買いたくなる商品作り～

㈱大野ファーム 代表取締役 大野 泰裕 氏

9月21日 ９月例会 16名

逆境を乗り越えてこそ未来がある‼

㈱テキサス・㈱ウエスタングループ

代表取締役 落合 洋 氏

（同友会とかち支部・元支部長)

10月23日 山幸大学第８講（10月例会） 13名

㈱米倉商店の過去・現在・未来

㈱米倉商店 代表取締役 米倉 寛之 氏

11月28日 11月例会 13名

転勤族から見た池田町

北海道電力㈱ 池田営業所 所長 光野 克二 氏

12月13日 『望』年会（12月例会） 16名

2013年度を大いに展望しよう‼

～2012年度 池田地区会 『望』年会～

2013年

2月 1日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

新春講演テーマ：激動の時代幕開け…世界は、日本は、地

域はどうなる？

～政権交代、TPP、原発、財政問題…最

新の情報から見えてくる明日の日本～

慶應義塾大学 教授 金子 勝 氏

2月26日 ２月例会 18名

夢と誇りとやりがいと‼

㈱山本忠信商店 代表取締役社長 山本 英明 氏

（北海道中小企業家同友会とかち支部・支部長)

3月 4日 十勝まきばの家移動例会 16名

祝 リニューアルオープン‼

十勝まきばの家を満喫し交流を深めましょう

話題提供：㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

3月18日 山幸大学第９講（３月例会）

「社労士・行政書士業のよもやま１年」

～事業承継と民事のあれこれ～

かしわ労務行政事務所 所長 細川 隆昭 氏

（山幸大学 学長)

［清水地区会］

2012年

4月19日 ４月例会 20名

北海道ガーデンショーについて

㈲ランラン・ファーム 総支配人 佐藤 浩文 氏

北海道ガーデンショー 事務局長 佐藤 真康 氏

5月19日 2012清水フラワーライン 6名

5月22日 2012清水フラワーライン 7名

5月22日 ペケレ大学（５月例会） 13名

地域に密着した金融機関の役割と上手な活用方法

帯広信用金庫 清水支店 兼 御影支店

支店長 宇佐美 敏文 氏

6月18日 清水地区会・新得地区会合同６月例会 24名

夢と誇りとやりがいと‼

㈱山本忠信商店 代表取締役社長 山本 英明 氏

（北海道中小企業家同友会とかち支部・支部長)

6月21日 2012清水フラワーライン 4名

6月22日 2012清水フラワーライン 3名

8月22日 ペケレ大学（８月例会） 18名

清水町移住という選択

～町の活性化について本音で語りあおう ～

北海道清水町地域おこし協力隊

移住・交流推進委員 田井 正樹 氏

10月 2日 ９月例会 15名

採用・人材育成のポイント

㈱平和園 人事部長 伊藤 三夫 氏

10月22日 ペケレ大学（10月例会） 11名

通過される街からの脱却

㈱山下観光 代表取締役 野崎 勝敏 氏

11月22日 11月例会 11名

被災地視察報告 ～岩手・福島・宮城を視察して～

㈲道東暖熱工業所 帯広営業所

所長代理 山方 泰裕 氏

㈱大月鉄工 取締役会長 大月 帛子 氏

12月11日 12月例会（オープン例会） 11名

十勝清水の食力 ～良い食と良い地と良い教育～

㈱グッドテーブルズ 代表取締役社長 山本 謙治 氏

12月12日 清水地区会・新得地区会合同『望』年会 in新得

（12月例会） 15名

2013年度を大いに展望しよう‼

～2012年度 清水・新得地区会合同『望』年会 in新得～

2013年

2月 1日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

新春講演テーマ：激動の時代幕開け…世界は、日本は、地

域はどうなる？

～政権交代、TPP、原発、財政問題…最

新の情報から見えてくる明日の日本～

慶應義塾大学 教授 金子 勝 氏

2月12日 ２月例会

新年度の地区会活動計画と役員体制について

3月13日 ３月例会

新年度の地区会活動計画について

［足寄地区会］

2012年

5月22日 足寄地区会・本別地区会合同５月例会 16名

過去の地区会交流会について

新得地区会 会長 石畑 政俊 氏

（新得ハイヤー㈲ 代表取締役)

池田地区会 前会長 高森 一郎 氏

（㈲テーラー高森 代表取締役社長)

6月13日 足寄地区会・本別地区会合同６月例会 21名

地区会交流会打ち合わせ

8月21日 足寄地区会・本別地区会合同８月例会 16名

第５回地区会交流会 in足寄・本別 成功記念大宴会‼

～最高動員数更新 大盛況の地区会交流会を振り返って～

10月 5日 10月例会 13名

足寄の化石と博物館について

足寄動物化石博物館 館長 澤村 寛 氏

11月13日 11月例会 15名

モンゴル活動報告

㈱ネクサス 代表取締役社長 曽根 一 氏

12月26日 足寄地区会・本別地区会合同『望』年会 17名

山本支部長を囲み2013年度を展望しましょう

～2012年度 足寄・本別地区会合同『望』年会 in足寄～

2013年

2月 1日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

新春講演テーマ：激動の時代幕開け…世界は、日本は、地

域はどうなる？

～政権交代、TPP、原発、財政問題…最
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新の情報から見えてくる明日の日本～

慶應義塾大学 教授 金子 勝 氏

3月 1日 ２月例会 14名

健康な土づくり、牛づくり＆自慢のお肉が大集合

〝ほんべつ肉まつり"に関して

㈲福田農場 代表取締役 福田 博明 氏

3月25日 ３月例会 15名

新年度の活動方針・役員体制について

［大樹地区会］

2012年

8月29日 大樹地区会・広尾地区会合同８月例会 72名

デザインで地域をブランディングする

～消費者にアピールするデザインとは

とかちデザインファームプロジェクトの取り組みを例に～

㈲ガクデザイン 代表取締役 阿部 岳 氏

（グラフィックデザイナー)

㈲FLAVOR 代表取締役 長岡 淳一 氏

（とかちデザインファームプロジェクト・プロデューサー)

10月 9日 10月例会 10名

「食」が地域を熱くする

～新・ご当地グルメの開発に向けて～

大樹町新・ご当地グルメを創る会

事務局長 藤谷 満伸 氏

（大樹町役場 総務課 総務係 主査)

11月26日 11月例会 12名

大樹地区会の存続を考える

12月12日 大樹地区会・広尾地区会合同『望』年会 in広尾（大

樹地区会12月例会） 21名

2013年度を大いに展望しよう‼

～2012年度 大樹・広尾地区会合同『望』年会 in広尾～

2013年

2月18日 ２月例会 8名

新年度の地区会活動方針・活動計画ついて

3月 4日 大樹地区会・広尾地区会合同３月例会 16名

祝 リニューアルオープン‼

十勝まきばの家を満喫し交流を深めましょう

話題提供：㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

［新得地区会］

2012年

4月12日 新得町「新しく社会人になるみなさんを歓迎する

集い」 10名

新入社員の皆さんに贈る言葉

～社会人一年生としてやるべきこと～

㈱藤森商会 代表取締役社長 藤森 裕康 氏

5月28日 ５月例会（サホロ大学） 13名

進む人口減少 ～商売人が生き残るためには？～

㈱マルサ齊藤商店 代表取締役 齊藤 武 氏

6月18日 新得・清水地区会合同６月例会 24名

夢と誇りとやりがいと‼

㈱山本忠信商店 代表取締役社長 山本 英明 氏

（北海道中小企業家同友会とかち支部・支部長)

6月23日 新得地区会・富良野地区会移動例会（in富良野）

17名

8月24日 ８月例会 12名

小さな会社の経営指針

紺野建設㈱ 代表取締役 紺野 宏 氏

10月 4日 ９月例会（サホロ大学） 12名

新得町での畜産経営

山中牧場 代表 山中 新一 氏

11月14日 10月・11月合同例会（サホロ大学） 13名

「店はお客様のためにある」を信じて

おしゃれの店ひろせ 代表 廣瀬 顯嗣 氏

12月 9日 親子ふれあいもちつき大会 8名

12月12日 新得地区会・清水地区会合同『望』年会 in新得

15名

2013年度を大いに展望しよう‼

2013年

1月23日 新年会（１月例会） 8名

意気高く、新年を展望しましょう

2月19日 ２月例会 8名

新年度の地区会活動計画と役員体制について

3月11日 ３月例会 10名

今の気持ちを本音で語り合おう 大フリートーク大会‼

［広尾地区会］

2012年

4月24日 ４月例会（とかち支部第38回定時総会）

【第１部 基調報告】17：30～18：30

基調報告⑴ とかち物産チャリティin福島・南相馬に取り

組んで

報告者：とかち物産チャリティ販売実行委員

基調報告⑵ 同友会って何なんだ諮問特別委員会『答申と

提言』について

～今問われる同友会とかち支部の未来～

報告者：同友会って何なんだ諮問特別委員会

委員長 鈴木 享 氏

【第２部 定時総会】18：30～19：00

【第３部 懇親パーティ】19：15～20：45

5月23日 ５月例会 21名

地サイダーについて学ぼう ＆祝 鮨正さんビブグルマ

ン獲得‼記念祝賀会

6月26日 ６月例会 22名

いまどきの醤油と昆布醤油について

鎌田商事㈱ 代表取締役社長 鎌田 武雄 氏

8月29日 広尾地区会＆大樹地区会合同８月例会 72名

デザインで地域をブランディングする

～消費者にアピールするデザインとは

とかちデザインファームプロジェクトの取り組みを例に～

㈲ガクデザイン 代表取締役 阿部 岳 氏

（グラフィックデザイナー)

㈲FLAVOR 代表取締役 長岡 淳一 氏

（とかちデザインファームプロジェクト・プロデューサー)

9月24日 ９月例会 18名

とかちマッシュってナニモノ⁉

農業法人 鎌田きのこ㈱ 代表取締役 池内 幸介 氏

10月14日 10月例会 8名

塩づくり＆バーベキュー

11月29日 11月例会 17名

地域医療はおもしろい

クリニックつつみ 院長 堤 伸一郎 氏

12月12日 広尾地区会・大樹地区会合同『望』年会 in広尾

21名

2013年度を大いに展望しよう‼

2013年

2月13日 ２月例会 17名

良い健康は良い食事から

池下産業㈱ 代表取締役会長 池下 藤吉郎 氏

3月 4日 広尾地区会・大樹地区会合同３月例会 16名

祝 リニューアルオープン‼
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十勝まきばの家を満喫し交流を深めましょう

話題提供：㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

部会・研究会

［IT総合研究会］

2012年

4月19日 幹事会 6名

5月16日 第11回定時総会 18名

① 2011年度活動報告、2012年度活動方針（案）提案

② 2011年度決算

③ 部会費改定提案（新規5000円、継続7000円）

④ 2012年度予算（案）提案

⑤ 新役員選出

6月 8日 幹事会 8名

7月12日 第１回オープン例会 27名

Facebookを仕事に活かす

㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

8月28日 第２回例会 16名

経営者のための iPad講座

㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

10月19日 第３回例会 17名

プロが教える、通販サイト商品撮影のコツ

講師：㈲十条写真スタジオ

代表取締役社長 郷 誠一 氏

12月11日 第４回例会・望年会 20名

知って得するWindows小技・小ネタ集

㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

2013年

1月25日 幹事会 7名

3月12日 幹事会 6名

3月12日 第５回例会 19名

「Windows XPを使い続ける方法」 ― コンピュータの

仮想化で新しいコンピュータ上で古いOSを動かす―

㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

［あすなる会］

2012年

4月 9日 2011年、2012年合同運営委員会 16名

4月17日 第14回定時総会 46名

記念講演テーマ：夢と希望とやりがいと

話題提供：㈱山本忠信商店

代表取締役社長 山本 英明 氏

（支部長、あすなる会初代代表）

5月22日 マーケティンググループ５月例会 12名

現代のマーケティングについて

講師：㈱風 代表取締役 小林 克志 氏

5月24日 第１回運営委員会 11名

5月25日 ビジネスコミュニケーショングループ５月例会

17名

印象深い自己紹介の仕方

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

5月25日 財務・経営計画グループ５月例会 12名

経営計画を作るためのオリエンテーション

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

6月 7日 財務・経営計画グループ６月例会 17名

テーマ：長期・中期計画を作成 ～わが社のあるべき姿①

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

6月16日 第８回あすなるチャレンジカップ・ACC

6月19日 第２回運営委員会 12名

6月20日 ビジネスコミュニケーショングループ６月例会

15名

コミュニケーションって何？

～コミュニケーションの意味を知ろう～

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

6月25日 マーケティンググループ６月例会 17名

会社の強み、弱みを知ろう

講師：㈱風 代表取締役 小林 克志 氏

7月12日 財務・経営計画グループ７月例会 11名

わが社の現状分析 ～長期中期までの自社の課題と差異～

道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

7月24日 ビジネスコミュニケーショングループ７月例会

17名

会社のリーダー、トップが知っておきたい

コミュニケーション体験ワーク①

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

7月26日 マーケティンググループ７月例会 10名

自社の商品・サービスを紹介しよう

講師：㈱風 代表取締役 小林 克志 氏

7月27日 第３回運営委員会 13名

8月 2日 ８月特別例会＆〝夏の交流会" 23名

地域産業の振興と帯広市中小企業振興基本条例

講師：東洋農機㈱ 取締役会長 渡辺 純夫 氏

（元 帯広市中小企業振興協議会会長)

8月 9日 財務・経営計画グループ８月例会 10名

長期・中期計画を作成 ～わが社のあるべき姿②～

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

8月23日 第４回運営委員会 13名

8月27日 ビジネスコミュニケーショングループ８月例会

15名

会社のリーダー、トップが知っておきたい

コミュニケーション体験ワーク②

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

8月28日 マーケティンググループ８月例会 9名

新市場を開拓しよう ～ブルーオーシャン戦略について

学ぶ～

講師：㈱風 代表取締役 小林 克志 氏

9月12日 財務・経営計画グループ９月例会 11名

経営指針書き １

講師：道東電機㈱ 代表取締役 佐藤 睦浩 氏

9月24日 ９月例会 26名

代表的な質問を使い分け、気づきや決断を促そう

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

9月27日 第５回運営委員会 9名

10月22日 第６回運営委員会 10名

10月24日 ビジネスコミュニケーショングループ10月例会

ビジネス飲みにケーション 13名

皆で意見交換 今後のグループ活動について‼

10月25日 財務・経営計画グループ10月例会 7名

経営指針書き ２

10月30日 10月例会 17名

人を動かす

講師：㈱風 代表取締役 小林 克志 氏

11月13日 第７回運営委員会 11名

11月20日 ビジネスコミュニケーショングループ11月例会
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2名

ソーゴー印刷㈱ 朝礼見学

ソーゴー印刷㈱ 代表取締役 高原 淳 氏

11月29日 11月一泊例会 11名

社長に必要な財務力

㈱北海道総合経営研究所 取締役 工藤 秋一 氏

12月 4日 第８回運営委員会 11名

12月10日 財務・経営計画グループ12月例会 12名

テーマ：社長に必要な財務力

㈱北海道総合経営研究所 取締役 工藤 秋一 氏

12月12日 臨時総会・12月例会 19名

意識に変化を与えて、出来る自分に変化する ～ヒューマ

ンコンシャスマネジメントでの意識と脳の活用法～

講師：アクトドリームサポート 代表 中村 博 氏

12月19日 ビジネスコミュニケーショングループ12月例会

9名

テーマ：自分も相手も大切にする自己表現（アサーション）

の仕方

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

12月20日 マーケティンググループ12月例会（望年会）

10名

2013年

1月17日 第９回運営委員会 13名

1月21日 臨時総会・１月例会 30名

自分の考え・気持ちをきちんと伝えるコミュニケーション術

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

1月28日 財務・経営計画グループ１月例会 6名

長期・中期計画を作成（見直し）

わが社のあるべき姿３

2月 5日 マーケティンググループ担当例会準備会 8名

講師：㈱風 代表取締役 小林 克志 氏

2月14日 2012年、2013年合同運営委員会 17名

2月19日 ビジネスコミュニケーショングループ２月例会

15名

面談を通して部下の自発性を引き出す

～コーチングスキルを上手に活かして～

講師：KIDOライフデザイン研究所

代表 城戸 和子 氏

2月20日 財務・経営計画グループ２月例会 9名

経営戦略づくり ～テクニック・仕組み・ノウハウ～

2月25日 ２月例会 17名

４つのマーケティング・ツール（４Ｐ）の活用

経営者とマーケティングの専門家が着目する市場動向、企

業経営について

講師：㈱風 代表取締役 小林 克志 氏

2月27日 滝口由美事務局員の送別会 32名

3月11日 2012年度、2013年度新旧・合同運営委員会 19名

3月19日 ビジネスコミュニケーショングループ３月例会

15名

3月25日 マーケティンググループ３月例会 9名

3月26日 ３月例会 20名

経営指針発表会

講師：道東電気㈱ 代表取締役社長 佐藤 睦浩 氏

［環境部会］

2012年

4月 3日 第12回世話人会 12名

4月11日 第９回定時総会 24名

話題提供>

テーマ：TPPから〝TTP"へ 十勝農業の自立的発展に

期待する

報告者：農業活性化研究所 代表 菊地 治己 氏

（北海道ヘンプネット 世話人代表、元十勝農業試験場長）

5月 8日 第１回世話人会 12名

6月 2日 広瀬隆講演会 in釧路 8名

知らされていない原発の真実

講師：広瀬 隆 氏

6月 5日 第２回世話人会 12名

6月16日 ６月例会 6名

環境オタクの経済学 環境産業は成長する

～メガソーラーから大麻まで環境商売の可能性を語ります～

講師：㈳湿原研究所 理事 相田 英文 氏

6月25日 10月例会打合せ 10名

7月 3日 ７月例会 26名

環境技術・施設見学移動例会 in清水町

7月 5日 第３回世話人会 8名

8月 1日 ８月例会 11名

産業用ヘンプ（大麻）圃場見学移動例会 in北見

見学先：農業生産法人㈲香遊生活

北海道立北見農業試験場

8月 8日 臨時世話人会 9名

9月21日 10月例会（被災地視察）参加者打合せ 9名

9月25日 第４回世話人会 12名

10月14日 10月例会 10名

3.11被災地 岩手・宮城・福島視察

10月24日 10月例会 第２弾> 16名

3.11被災地 岩手・宮城・福島県視察報告会

11月 5日 第５回世話人会 12名

11月20日 11月例会 17名

テーマ：脱原発と再生可能エネルギーの展望

講師：北海道大学大学院 経済学研究科

教授 吉田 文和 氏

12月 5日 12月一泊例会（望年会） 15名

2013年

1月 8日 第６回世話人会 12名

1月30日 １月例会 16名

～食のドキュメント作品〝フード・インク"から考える食

のこと～ 食の安全と消費者の選択を考える

2月12日 ２月例会 11名

『みえない雲』から考える、原発のこと

2月18日 第７回世話人会 12名

3月 4日 第８回世話人会 11名

3月19日 第９回世話人会 11名

［十勝農商工連携部会］

2012年

4月 3日 幹事会 12名

4月12日 2012年度定時総会 50名

テーマ①：尾藤光一が見た上海・シンガポールの可能性

報告者：㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

(十勝農商工連携部会幹事・海外販路開拓研究会

代表世話人）

テーマ②：シンガポール進出のメリットと注意点

報告者：北洋銀行 国際部 主査 澤田 信吾 氏

(独日本貿易振興機構 ジェトロ・シンガポール事

務所 出向）

5月 9日 幹事会 12名

5月10日 海外販路開拓研究会 トラフィコノルテ栗林代表

― ―10



とのシンガポール物流情報交換会 11名

6月 8日 春の大交流会 42名

6月14日 幹事会 7名

6月26日 農村観光研究会６月例会 8名

農村と都市部の若者を繫ぐ「きたベジ」プロジェクト北川

由依さんとの情報交換会

「きたベジ」プロジェクト 北川 由依 氏

6月28日 ６月例会 14名

銀行なんか怖くない

上手に融資を受けるための銀行取引のツボ

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

7月 4日 農村観光研究会７月例会 21名

私たちが進むべき道は… ～有機農業と TPPについて～

茨城大学 名誉教授 中島 紀一 氏

7月10日 農林漁業成長産業化ファンド（仮称）説明会

農林漁業成長産業化ファンド（仮称）について

農林水産省 食料産業局 ファンド企画室

企画官 岸 憲正 氏

7月17日 幹事会 9名

7月27日 シンガポールミッション打合せ 4名

8月 3日 食品関連スキルアップ職場定着セミナー 8名

⑴ 食肉加工実習

帯広畜産大学 准教授 島田謙一郎 氏

8月20日 幹事会 11名

8月27日 「タベルナ・ラ・トカチ 」試食会（十勝農商工連

携部会）

9月20日 幹事会 10名

9月20日 海外販路開拓研究会 ロフトクラブアカデミー

アジア連携の現状と今後の展望

10月19日 幹事会 10名

10月22日 障がい者の雇用等に関する意見交換会

10月30日 シンガポール販路開拓事業 25社29名

11月 1日 農業経営部会11月例会 17名

11月14日 幹事会 6名

11月16日 十勝「食・農」繁盛塾 第１講 39名

北海道の〝食"を支えるクリエイトカンパニーの挑戦

～食品加工の新たな可能性と異業種連携～

㈱ツカモトミルズ 代表取締役社長 鎌田 英宏 氏

札幌

11月22日 十勝「食・農」繁盛塾 第２講

産直・直売がつなぐ小さな農家と消費者の笑顔

産直新聞社 代表発行人 毛賀澤明宏 氏

長野

11月26日 「十勝フードミーティング2012」試食会

12月 3日 十勝「食・農」繁盛塾 第３講

激動の新時代 ～竹文化の創造で拓く 地方主義のオン

リーワン IT戦略

㈱山岸竹材店 代表取締役社長 山岸 義浩 氏

高知

12月 6日 シンガポールミッション情報交換会

12月11日 十勝「食・農」繁盛塾 第４講

ここだけのノウハウと技術で新たな食品工場の設計・施

工・設備を提案 ～品質管理と合理化のプロフェッショナ

ルが語る「求められる工場」とは～

㈱アイ・ティ・エス 代表取締役 松本 清史 氏

埼玉

12月15日 望年会 9名

大望年会 じっくり語り合い、農商工連携の新たな芽を

探ろう‼

12月17日 十勝「食・農」繁盛塾 第５講

農業は千年産業。有機農業で土や水を守りたい。金沢大地

が大切にしていること

㈱金沢大地 代表 井村辰二郎 氏

石川

2013年

1月15日 十勝「食・農」繁盛塾 第６講

伊賀の里モクモク手づくりファームが発信

～新たな農業のカタチとつながり～

伊賀の里モクモク手づくりファーム

代表取締役専務 吉田 修 氏

三重

1月18日 海外販路開拓研究会〝香港シンガポール販路開拓"

セミナー

過冷却物流システムの構築と、JAPANプレミアムストア

展開

㈱スーパークーリングラボ

代表取締役 大野 三規 氏

1月18日 十勝「食・農」繁盛塾 第７講

生産者直結の事業で世の中に新しい価値を。ミッションは

「食のあるべき姿を追求する」

㈱エーピーカンパニー 代表取締役 米山 久 氏

東京

1月29日 十勝「食・農」繁盛塾 第９講

新しい農産産業構築 ～農業を職業に変える～

農業生産法人㈲伊豆沼農産

代表取締役 伊東 秀雄 氏

宮城

1月31日 幹事会 8名

2月 5日 十勝「食・農」繁盛塾 第10講

十勝の佳い食を売るために

㈱グッドテーブルズ 代表取締役 山本 謙治 氏

東京

2月 7日 十勝「食・農」繁盛塾 第８講

手作りで本当のおいしさを追求する、商品開発・製造の〝み

かた"

㈱見方/北のシェフ 常務取締役 宮川 隆一 氏

北広島

2月12日 ２月例会 9名

十勝の「ものづくり」支援現場を歩く

2月21日 物流システム活用＆効率化セミナー

2月26日 幹事会 7名

3月15日 幹事会 7名

3月28日 海外販路開拓研究会〝香港台湾シンガポール"個

別商談会 9名

テーマ：JAPANプレミアムストア〝香港・台湾・シンガ

ポール"個別商談会

㈱スーパークーリングラボ

代表取締役 大野 三規 氏

［女性部会］

2012年

4月 6日 第１回幹事会 6名

4月13日 第23回定時総会 13名

5月 8日 ５月幹事会 4名

5月30日 ５月例会 26名

食の安全 ～放射性物質汚染とは～

話題提供者：関川 三男 氏

6月15日 第1回女性部25周年記念事業実行委員会 8名
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6月20日 第15回女性経営者全国交流会（６月例会） 3名

7月 3日 ７月例会 15名

十勝千年の森北海道ガーデンショー視察

7月10日 第２回女性部25周年記念事業実行委員会 9名

7月30日 女性部幹事会＆第３回女性部25周年記念事業実

行委員会 8名

8月26日 ８月例会 11名

8月31日 第4回女性部25周年記念事業実行委員会 6名

9月 7日 ９月例会 3名

第29回全道経営者〝共育"研究集会 inくしろ

9月10日 第１回女性部25周年記念事業全体会 14名

9月28日 第６回女性部25周年記念事業実行委員会 7名

10月10日 第７回女性部25周年記念事業実行委員会 7名

10月10日 第２回女性部25周年記念事業全体会 16名

10月18日 十勝地域視察 11名

東京同友会・札幌支部・とかち支部交流会

11月27日 第８回25周年記念事業実行委員会 6名

11月27日 第３回25周年記念事業全体会 9名

12月13日 望年会（12月例会） 6名

2013年度を大いに展望しよう

2013年

1月18日 第９回25周年記念事業実行委員会 5名

2月 1日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

激動の時代幕開け…世界は、日本は、地域はどうなる？

～政権交代、TPP、原発、財政問題…最新の情報から見え

てくる明日の日本～

慶應義塾大学 教授 金子 勝 氏

2月22日 幹事会 6名

2月28日 ２月例会 9名

技術と信頼で勝負 ～誠実に真面目に取り組み30年～

話題提供者：㈲田辺サイディング

取締役 田辺智也子 氏

（女性部会 副部会長)

3月 6日 第10回25周年記念事業実行委員会 4名

3月19日 ３月例会 11名

被災地視察報告 ～岩手・福島・宮城を視察して～

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

㈱大月鉄工 取締役会長 大月 帛子 氏

3月22日 第11回25周年記念事業実行委員会 7名

［人生大学］

2012年

5月 2日 ５月例会 28名

選ばれる会社になるために ～人との出会いを大切に～

話題提供者：㈲太野電設 代表取締役 長利 修孝 氏

6月 2日 ６月例会 21名

一生、挑戦者であり続ける ～これから目指す形とは？～

話題提供者：㈲FLAVOR 代表取締役 長岡 淳一 氏

7月 2日 ７月例会 20名

事業承継の決断 ～広尾に根付く～

話題提供者：㈱神野木工場

専務取締役 神野 梢 氏

8月 2日 ８月例会 24名

廃油業者として ～会社を維持し続ける為に出来ること～

話題提供者：㈲十勝リサイクル

代表取締役 時安 徹 氏

9月 3日 ９月例会 23名

紆余曲折な我が人生

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

10月 2日 10月例会 27名

ベトナムでの新たな挑戦

話題提供者：㈲北海道ホープランド

代表取締役 妹尾 英美 氏

11月 2日 11月例会 17名

もったいない資源の有効利用

話題提供者：コスモ食品㈱北海道工場

取締役工場長 熊谷 勝吉 氏

12月 1日 12月例会 19名

なぜ帯広に ITベンチャーがないのか？ 「帯広から世界

へ」を目指す、スカイアークの〝非常識"経営

話題提供者：㈱スカイアーク

代表取締役 小林 晋也 氏

2013年

1月21日 １月オープン例会 28名

〝波乱万丈人生"また楽し

話題提供者：㈱タム 代表取締役会長 松原 信一 氏

（北海道中小企業家同友会帯広支部（現とかち支部）・元幹

事長)

3月 2日 ３月例会 21名

食卓と畑を結ぶ ～いただきますカンパニーの取り組み～

話題提供者：いただきますカンパニー

代表 井口 芙美子 氏

［地域再生部会］

2012年

4月10日 ３月例会 9名

2011年度の振り返り、2012年度の活動方針・計画について

5月25日 ５月例会 8名

地産地消 ～一薬局の取り組み～

話題提供者：㈱まつもと薬局

代表取締役 松本 健春 氏

6月20日 ６月例会 8名

電信通商店街の取組

～お年寄り・障がいのある方と協働・共生する商店街～

話題提供者：帯広電信通商店街振興組合

代表理事 長谷 渉 氏

（㈲アドサイン 代表取締役)

7月 7日 ７月例会（地区会交流会 in足寄・本別）

大空と大地の中でロマンを語ろう、歌おう‼

8月20日 ８月例会 10名

益子社長と松田社長の卓話

話題提供者：㈱マスバリュー

代表取締役 益子 裕之 氏

㈲ルーラルコーポレーション

代表取締役 松田 幹典 氏

9月22日 ９月例会 9名

自らの取り組みと今後について語り合おう

話題提供者：地域再生部会メンバー

10月31日 10月例会 9名

ログハウス完成記念 焼肉パーティー

12月20日 「望」年例会 8名

今年度を振り返り、2013年度を展望しよう

2013年

2月 4日 新年会 9名

モンゴル活動報告＆2013年度を大いに展望しよう

話題提供者：㈱ネクサス

代表取締役社長 曽根 一 氏

3月19日 ３月例会 8名
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出村社長の卓話

話題提供者：大昭電気工業㈱

代表取締役 出村 行敬 氏

［農業経営部会］

2012年

4月 4日 第13回幹事会 10名

4月 6日 第24回定時総会 53名

記念講演：農業に革命を起こす‼

～TPPを見据えて・農業者から農業経営者への脱皮～

講師：㈱ナチュラルアート

代表取締役 鈴木 誠 氏

4月16日 第１回幹事会 12名

4月21日 ふぁーまーずとかち第２回打ち合わせ会議

5月18日 第２回幹事会 9名

6月12日 第３回幹事会 11名

6月20日 ６月例会 35名

十勝農業への期待

講演者：北海道十勝総合振興局 局長 橋本 博行 氏

十勝畑作農業の課題と技術開発

講演者：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 木村 秀雄 氏

6月23日 ふぁーまーずとかち第３回打ち合わせ会議

7月10日 農林漁業成長産業化ファンド（仮称）説明会

13名

農林漁業成長産業化ファンド（仮称）について

農林水産省 食料産業局 ファンド企画室

企画官 岸 憲正 氏

7月19日 ７月例会 11名

十勝管内大移動例会 ～十勝農業の新たな発信の仕方～

訪問①：kitchen& cafe ふわふわ畑（K’s FARM）

窓から見える一面の畑と癒しの空間での美味しい

ランチ

訪問②：前田農産 小麦畑ミステリーサークル見学

「十勝のパワースポット」から大地の力を感じて元

気になろう‼

7月23日 第４回幹事会 9名

8月10日 第５回幹事会 17名

8月26日 第23回収穫感謝祭 1200名

9月18日 第６回幹事会 15名

10月 4日 25周年記念事業実行委員会 12名

10月23日 第７回幹事会・25周年記念事業実行委員会 8名

10月25日 10月例会 14名

農業者が知っておきたい 労務管理と安全衛生について

～労働災害発生状況の事例から学ぶ～

講師：帯広労働基準監督署 監督課長 徳本 勝則 氏

11月 1日 11月例会 第１弾>

植物工場は十勝にとって必要か⁉

講師：㈱森久エンジニアリング

代表取締役 森 一生 氏

11月19日 11月例会 第２弾>

１．今なぜ食の海外輸出を目指すのか

講師：日本貿易振興機構（JETRO）農林水産食品部

農林水産食品調査課長 長谷川直行 氏

２．中国における消費者動向について

講師：日本政策金融公庫農林水産事業本部

情報戦略部部長 吉原 孝 氏

11月21日 勉強会 18名

農家、農地、消費者の惨状に正しく絶望する

そこからしか農業再生はありえない

講師：明治学院大学経済学部 教授 神門 善久 氏

11月27日 第７回幹事会・25周年記念事業実行委員会 15名

12月 5日 臨時総会・12月望年会 35名

健康長寿時代の農と食を考える

～十勝農業へのラブコール～

講師：農業活性化研究所 代表 菊地 治己 氏

(北海道ヘンプネット 世話人代表、元 十勝農業試

験場長）

12月13日 25周年記念事業 オプション>①

12月14日 25周年記念事業 記念誌>②

12月21日 第４回25周年記念事業実行委員会 13名

12月22日 25周年記念事業 懇親会>①

2013年

1月 8日 第５回25周年記念事業実行委員会 12名

1月16日 25周年記念事業 オプション>②

1月24日 25周年記念事業 総務>②

1月25日 １月例会 24名

① 自分でデザインする新しいワークスタイル

～十勝から目指す形とは～

話題提供：㈲FLAVOR 代表取締役 長岡 淳一 氏

② トヨニシファームの目指す生産・販売の形

話題提供：㈲トヨニシファーム

代表取締役 小倉 修二 氏

2月 1日 全道農業関連部会交流会 in北見 19名

2月 6日 第10回幹事会・25周年記念事業実行委員会

14名

2月12日 25周年記念事業 総務>③

2月12日 25周年記念事業 懇親会>②

2月13日 25周年記念事業 オプション>③

2月18日 25周年記念事業 分科会>①

2月26日 25周年記念事業 記念誌>

3月 1日 第11回幹事会・25周年記念事業実行委員会

16名

3月 1日 25周年記念 懇親会>

3月12日 ３月例会 41名

十勝産小麦100％までの道のり

話題提供者：㈱満寿屋商店

代表取締役社長 杉山 雅則 氏

3月13日 25周年記念事業 総務>

3月15日 25周年記念事業 記念誌>

3月15日 25周年記念事業 オプション>

3月22日 25周年記念事業 懇親会>

3月22日 25周年記念事業 総務>

3月29日 第12回幹事会・25周年記念事業実行委員会

13名

［経営指針研究会］

2012年

4月27日 一泊研修会 11名

話題提供者：㈱山本忠信商店

代表取締役社長 山本 英明 氏

5月11日 一泊研修会（２回目） 5名

5月31日 ５月勉強会 10名

6月27日 ６月勉強会 4名

7月31日 ７月勉強会 6名

話題提供者：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

8月30日 ８月勉強会 7名

9月28日 ９月勉強会 5名
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10月31日 10月勉強会 3名

12月 6日 12月勉強会 3名

2013年

2月 8日 全道経営指針づくり推進委員会拡大一泊交流会

8名

3月 8日 一泊オープン研修会 12名

講師：ソーゴー印刷㈱ 代表取締役 高原 淳 氏

長谷川産業㈱ 代表取締役社長 長谷川貫一 氏

㈱北のハウス 代表取締役社長 小田 衣代 氏

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2012年

4月16日 総会

5月10日 第１回例会 16名

6月14日 第２回例会

7月24日 第３回例会

8月 9日 第４回例会

9月13日 第５回例会

10月11日 第６回例会

10月24日 納会

5月 9日 第１回例会

6月13日 第２回例会

7月11日 第３回例会

8月 8日 第４回例会

9月11日 第５回例会

10月10日 第６回例会

共育・求人活動

［共同求人活動］

2012年

6月12日 2012年度合同企業説明会 24社

8月 1日 社会人になるための就職セミナー 高校生151名

①企業の仕組みと企業が求める人材とは

②就職の心構えと自己分析

③求人票の読み方と企業研究（訪問）について

④大人のビジネス常識と企業面接時のマナー

⑤カウンセリング実践面接

⑥グループ討論

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)

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

8月 8日 2012年度合同企業説明会 35社

8月 8日 高校生のための合同企業説明会 26社

2013年

2月 2日 高校２年生のための企業研究セミナー 134名

3月16日 2013十勝合同企業説明会① 28社

3月29日 2013年 合同入社式 31社91名

［社員教育活動］

2012年

4月 5日 2012年 新入社員研修会 40名

１)新入社員の皆さんに期待すること

２)ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の基本①

３)ビジネスマナーを学ぼう 執務姿勢と応対の基本②

講師：瀬上製材所 代表取締役 瀬上 晃彦 氏

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

8月22日 第43期中堅幹部学校・入校式・第１講

受講生13名

テーマ：人間力、人生観

講師：帯広大谷短期大学 学長 中川皓三郎 氏

8月29日 第43期中堅幹部学校・第２講

テーマ：中堅幹部像

講師：㈲合同保険事務所 代表取締役 羽田 武史 氏

9月 5日 第43期中堅幹部学校・第３講

テーマ：求められる中堅幹部の役割（全体像、４つの機能）

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

9月12日 第43期中堅幹部学校・第４講

テーマ：財務ワークショップ１回目

講師：第42期ワークショップ発表優秀グループ

9月19日 第43期中堅幹部学校・第５講

テーマ：財務ワークショップ２回目（実践 会社再建法）

講師：松田孝志税理事務所 所長 松田 孝志 氏

9月28日 第43期中堅幹部学校・第６講

テーマ：経営者からの問題提起＋問題解決

部下育成とコーチング

組織活性化とファシリテーション

カラー活用法 ～色の力でセルフコントロール～

講師：㈲瀬上製材所 代表取締役 瀬上 晃彦 氏

アクトドリームサポート 代表 中村 博 氏

㈲石田コンサルタントオフィス

代表取締役 石田 邦雄 氏

Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

9月29日 第43期中堅幹部学校・第７講 第８講

テーマ：部下育成とコーチング

組織活性化とファシリテーション

カラー活用法 ～色の力でセルフコントロール～

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

㈲石田コンサルタントオフィス

代表取締役 石田 邦雄 氏

10月 3日 第43期中堅幹部学校・第９講

テーマ：農業マーケティング

講師：帯広畜産大学 准教授 仙北谷 康 氏

10月10日 第43期中堅幹部学校・第10講

テーマ：グローバル化と中小企業

講師：北洋銀行国際部

10月17日 新入社員フォローアップ研修会

【第１講】テーマ：私が新入社員だった頃・新入社員に期待

すること

報告者：オムニス林産協同組合

加工管理責任者 吉田 雄太 氏

（第１期中堅社員ステップアップセミナー修了生)

【第２講】テーマ：仕事の基本

～働くことの意味とは～

講師：㈲石田コンサルタントオフィス

代表 石田 邦雄 氏

10月17日 第43期中堅幹部学校・第11講

テーマ：日本経済

講師：北海道大学 特任教授 井上 久志 氏
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10月24日 第43期中堅幹部学校・第12講

テーマ：訴訟社会

講師：あおば法律事務所 代表 千々和博志 氏

10月25日 中堅社員ステップアップセミナー・半年後研修

17名

基調報告：あなたの〝気づき"…仕事に会社に反映してい

ますか

報告者：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

アドバイザー：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

アクトドリームサポート 代表 中村 博 氏

10月31日 第43期中堅幹部学校・第13講

テーマ：セルフマネジメントとラインケア

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

11月 7日 第43期中堅幹部学校・第14講

テーマ：リーダーシップとコミュニケーション

講師：アクトドリームサポート 代表 中村 博 氏

11月12日 第43期中堅幹部学校『公開講座』 18名

テーマ：『国内外の経済動向と倒産防止対策』

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

11月14日 第43期中堅幹部学校・第15講

テーマ：ロジカルシンキング

講師：帯広大谷短期大学 教授 田中 厚一 氏

11月21日 第43期中堅幹部学校・第16講

ワークショップ発表会

11月28日 第43期中堅幹部学校・卒業式

2013年

1月16日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第１講

受講生14名

テーマ：自己分析 ～自分はどうなりたいか～

講師：アクトドリームサポート 代表 中村 博 氏

1月23日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第２講

テーマ：求められる中堅社員像とは

講師：㈱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30日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第３講

テーマ：私の仕事観 ～あなたにとって仕事とは？～

講師：特定非営利活動法人グリーンライフサポートとかち

宇佐美龍也 氏

（第43期中堅幹部学校卒業生)

㈱北一やまざき 統括課長 栗林 尚悟 氏

（第１期中堅社員ステップアップセミナー修了生)

2月 6日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第４講

テーマ：私のメンタルヘルス

講師：十勝総合振興局保健環境部保健行政室 子ども・健

康推進課

精神保健医療 主任保健師 菅原 洋子 氏

北海道帯広保健所 子ども・健康推進課

精神在宅支援係長 住尾 幸恵 氏

2月14日 先輩社員マナー研修会

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：㈱プロト警備保障 代表取締役 山内 好子 氏

意見交換会：あなたのビジネスマナーの悩みは何ですか

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15日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第５講

テーマ：コミュニケーション力アップ

講師：Style Direction Spring Palette

代表 渡邉 尚美 氏

2月16日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第６講

テーマ：問題発見・解決能力を身に着ける

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20日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第７講

テーマ：能力と貢献

講師：タジマ会計事務所 副所長 内田 勇介 氏

2月27日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第８講

テーマ：私のキャリアデザイン

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

3月 6日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第９講

テーマ：私のライフデザイン

講師：おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

3月13日 第２期中堅社員ステップアップセミナー第10

講・修了式

テーマ：仕事を自らのものとする

講師：十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

3月27日 新入社員研修会 21名

基調講演：新入社員のみなさんに期待すること

講師：コスモ食品㈱北海道工場

取締役工場長 熊谷 勝吉 氏

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

3月29日 新入社員研修会 67名

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

講師派遣

2012年

8月27日 上士幌高校模擬面接

8月29日 新得高校模擬面接

11月 9日 緑陽高校２学年進路別講演会

・十勝管内での求人状況・採用状況・日頃から気をつけて

おくべきこと、やっておくべきこと
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