
と か ち 支 部

とかち支部 2013年度の活動のあゆみ

１）７年連続増、過去最大会勢835社で強い組織作りへ ～活動の手引き作成へ～

とかち支部では80名の新たな仲間を迎え、会員数は７年連続増、過去最大会勢となる835社となりました。大きな組織でもしっか

りと同友会運動を進め、会員による自主運営の組織を目指すために、全会員で使用し、自主運営を目指す「活動の手引き」をプロジェ

クトで作成し、３月臨時総会で承認されました。地域での活動に取り組む地区会や拓の会、部会活動など様々な場面で活用し、自主

運営への取り組みを本格化さていきます。また、５月には青年経営者の会が誕生。十勝管内の経営者・後継者と全道・全国の同世代

経営者・後継者との連携を図る事を目的に70名の会員で活動しています。

２）例会、学び合い活動の充実

学び合い活動も充実しました。支部例会は仲間から学ぶ例会を企画。原点に立ち返り、とかち支部会員を報告者とした例会を計７

回開催し、延べ453名が参加しました。また、人事・労務、税務、制度改正などをテーマとした経営労務セミナーは６回開催し、延

べ156名が参加しました。

３）〝食と農"連携グループ全国交流会開催 ～農業経営部会25周年～

1989年に全国に先駆けて発足した農業経営部会が設立25周年を迎えました。７月には食と農の可能性について考える全国交流会

を初めて開催し成功を収めました。全国から458人の仲間が集い、フィールドワーク型の全17分科会で今後の農業の在り方について

学びを深めました。

農業経営部会は24年間続けている収穫感謝祭など発足当時の思いを受け継ぎながらも、全国交流会の成功や、十勝農業にスポット

を当てた記念誌の制作にも取り組みました。

４）発展する共同求人活動、社員教育活動

地域の人材流出は深刻な問題になってきています。とかち支部では将来を見据えた取り組みをめざし、帯広市委託事業「若年者就

業支援事業」の一環としてUIターンも視野に入れた十勝版の就職情報冊子「十勝で就職したくなる本・ワークワーク」の作成に協力

しました。インターンシップ受入企業、新卒積極採用企業を中心に27社が掲載され、新しい視点での採用活動へと発展しました。

また、社員教育は新入社員研修会、新入社員フォローアップ研修会、社員ステップアップ講座、中堅幹部学校と階層別研修にも力

を入れました。

５）農商工連携の取組み

十勝農商工連携部会が中心となり、農商工連携人材育成セミナーを全10講で開催し、延べ432人が受講しました（経済産業省 農

商工等連携対策支援事業）。農商工連携の輪は広がり、会員同士が連携した新会社も生まれました。また、厚生労働省委託事業「雇用

創造実現事業」の「Tobgetとかち」「十勝フードラボ」の取組みも継続して行われ、十勝へ首都圏等の食品・飲食関連バイヤーを招

いての商談会や、地域農産品を活用しての商品開発が行われました。

６）広がる海外展開事業、海外に広がる同友会の輪

①シンガポールミッション

10月にシンガポールで行われた日本食品見本市『OishiiJAPAN』へ十勝ブースとして出展しました。さらに現地レストラン、食関

連バイヤー、シェフをお招きした交流と商談会「十勝パワーランチ」を開催。現地で活躍する日本人、シンガポール人を招き、十勝

産食材を使った料理を味わいながら交流を深める「十勝ナイト」などを通じて具体的な商談成立案件も出てきています（経済産業省

「JAPANブランド育成支援事業」を受けて実施）。

さらに、２月にはとかち支部会員を中心にチャンギ国際空港内のスーパーマーケット「フェアプライス」でテスト販売を実施しま

した（全国中小企業団体中央会「共同海外現地進出支援事業」を受けて実施）。

②モンゴルミッション ～JICA・帯広市との連携～

地元にある JICA帯広（国際協力機構 北海道国際センター）と連携しモンゴル国での「農産物安定供給のための貯蔵技術改善・普

及プロジェクト」がスタートしました。中小企業による発展途上国への技術支援を行うということは、とかち支部としても新たな挑

戦となります（JICA草の根技術協力事業として実施）。

総会・幹事会

2013年

4月 8日 四役会 13名

4月15日 第14回幹事会 25名

4月15日 第14回 四役会 8名

4月22日 第39回定時総会 199名

【記念講演】

テーマ：豆魂麦想（とうこんばくそう）

〝『つくる』を『食べる』のもっと近くに"

講師：㈱山本忠信商店

代表取締役 山本 英明 氏（とかち支部長)

（〝食と農"連携グループ全国交流会記念講演会講師)

4月30日 支部四役会・新旧引継懇親会 11名

5月13日 第１回 幹事会 34名

5月13日 第２回 四役会 12名

6月 3日 四役会 9名

6月10日 四役会 12名



6月10日 第２回 幹事会 32名

7月 4日 四役会 10名

7月 8日 四役会 11名

7月 8日 第３回 幹事会 24名

8月 5日 四役会 11名

8月12日 四役会 13名

8月12日 第４回 幹事会 24名

8月12日 第１回 学び部門協議会 19名

8月18日 四役会 7名

9月 2日 四役会 12名

9月 9日 四役会 11名

9月 9日 第５回 幹事会 24名

9月30日 四役会 11名

10月 7日 四役会 8名

10月 7日 第６回 幹事会 26名

11月 5日 四役会 10名

11月11日 四役会 9名

11月11日 第７回 幹事会 28名

12月 4日 四役会 9名

12月 4日 第８回 幹事会＆幹事望年会 36名

2014年

1月 9日 四役会 11名

1月 9日 第９回 幹事会 32名

2月 3日 四役会 8名

2月18日 第10回支部幹事会 26名

3月 3日 役員選考委員会 6名

3月 3日 四役会 9名

3月10日 四役会 8名

3月10日 第11回 幹事会 27名

3月10日 とかち支部第２回役員選考委員会 8名

3月24日 2013年度 臨時総会 53名

基調報告：とかち支部活動の手引きに至るまでの背景と今

後の課題

グループ討論テーマ：同友会の理念とはなにか

報告者：㈲合同保険事務所

代表取締役 羽田 武史 氏

専門委員会

［求人委員会］

2013年

5月31日 地域教育委員会との合同委員会 16名

6月18日 高校生向け事業説明会・情報交換会 29名

12月 4日 第２回委員会 7名

［共育委員会］

2013年

4月15日 第12回委員会 7名

5月13日 第１回委員会 8名

6月27日 第２回委員会 11名

7月30日 第３回委員会 8名

8月27日 第４回委員会 5名

10月 8日 第５回委員会 5名

11月25日 第６回委員会 4名

12月24日 第１回経営者大学設立準備室打ち合わせ会議

6名

12月26日 第７回委員会 8名

2014年

1月20日 第２回経営者大学設立準備室打ち合わせ 6名

2月 7日 第８回委員会 10名

2月14日 第３回経営者大学設立準備室打ち合わせ 6名

3月 5日 第９回委員会＆社員ステップアップセミナー評価

委員会 5名

3月17日 第４回経営者大学設立準備室打ち合わせ 6名

［経営指針委員会］

2013年

4月 9日 第６回委員会 5名

5月16日 第１回委員会 4名

6月20日 第２回委員会 4名

8月 7日 第３回委員会 4名

10月17日 第４回委員会 4名

11月28日 第５回委員会 4名

12月10日 第６回委員会 7名

2014年

1月15日 第７回委員会 5名

2月13日 第８回委員会 2名

2月25日 第９回委員会 5名

［経営指針研究会］

2013年

6月26日 経営指針研究会オリエンテーション 研究会5名

7月23日 経営指針研究会第２講

テーマ：経営理念①

8月29日 経営指針研究会第３講

テーマ：経営理念②

9月26日 経営指針研究会第４講

テーマ：経営方針をつくる①

10月22日 経営指針研究会第５講

テーマ：経営方針をつくる②

11月28日 経営指針研究会第６講

テーマ：財務とは

講師：税理士法人フロンティアパートナー

公認会計士 上野 俊弘 氏

12月10日 経営指針研究会第７講

テーマ：経営戦略をつくる①

2014年

1月15日 経営指針研究会第８講 7名

経営戦略をつくる

2月13日 経営指針研究会第９講

経営指針をいかに浸透させるか

3月18日 2013年度 経営指針研究会成果報告会 22名

① ㈱アイザックス

取締役 相澤 勲 氏

② ㈱関木材工業

常務取締役 山内ゆかり 氏

③ ㈲ニューパックとがし

代表取締役社長 富樫 雅道 氏

④ ㈱プレミアムファクトリー

代表取締役 工藤 竜一 氏

⑤ ㈱ヤマジョウ

専務取締役 太田 雄基 氏

［経営・労務委員会］

2013年

5月 7日 第１回委員会 7名

6月12日 経営労務セミナー 24名

テーマ：元社員に訴えられた その時どうす

る？ 従業員からの斡旋、訴訟・実例い

ろいろ

講師：かしわ労務行政事務所

所長 細川 隆昭 氏

（特定社労士・行政書士)



6月17日 第２回委員会 7名

7月22日 第３回委員会 7名

7月22日 第１回 金融懇談会 12名

9月 3日 第４回委員会 7名

10月 9日 第５回委員会 5名

11月18日 第６回委員会 11名

11月18日 第２回 金融懇談会 11名

商工組合中央金庫帯広支店 支店長 近藤 泰弘 氏

2014年

1月15日 第７回委員会 7名

2月10日 経営労務委員打ち合わせ 4名

［経営労務セミナー］

2013年

8月27日 経営労務セミナー 12名

電信通り商店街視察会

㈲アドサイン 代表取締役 長谷 渉 氏

（帯広電信通り商店街振興組合 理事長)

帯広ケア・センター 所長 片平 修 氏

11月22日 経営労務セミナー・事業承継 39名

テーマ：もしものことがあったら…経営者が倒れたら会社

はどうなる？

講師：税理士法人竹川会計事務所

代表社員 竹川 博之 氏

㈲合同保険事務所

代表取締役 羽田 武史 氏

12月 5日 経営労務セミナー 27名

テーマ：最近の経済情勢と金融機関から高く評価を受ける

ためのヒント ～資金調達に役立つ金融検査の知

識～

講師：帯広財務事務所 財務課

課長 岩田 昭次 氏

主任調査官 野瀬 一彦 氏

12月16日 経営労務セミナー 34名

テーマ：労務問題24時‼ ～実録 時間外未払い問題、労

働基準監督署、労災、メンタルヘルス～

パネラー：岡田経営労務管理事務所

次長 岡田 衆義 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：社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

2014年

3月28日 障がい者雇用セミナー 20名

【講演概要】

１．うちでもできた 障がい者雇用

２．障がい者雇用の実務セミナー

３．質疑応答・個別相談

実践報告：１．太田寝装㈱

代表取締役 太田 隆博 氏

２．帯広ケア・センター

所長 片平 修 氏

［国際交流・ビジネス委員会］

2013年

5月 7日 第１回委員会 5名

6月18日 第２回委員会 8名

2014年

1月16日 第３回委員会 7名

2月28日 第４回委員会 9名

［政策委員会］

2013年

4月 3日 政策委員会 正副委員長会議 4名

4月15日 支部四役会と政策委員会との懇談会 10名

5月29日 第１回委員会 7名

6月24日 第２回委員会 8名

6月15日 神門善久先生（明治学院大学教授）との懇談会

9月10日 基礎から学ぶ中小企業講座① 17名

テーマ：歴史からたどる中小企業政策

講師：北海学園大学経済学部

准教授 大貝 健二 氏

11月14日 基礎から学ぶ中小企業講座② 12名

テーマ：よくわかる中小企業憲章、中小企業基本法

講師：北海学園大学経済学部

准教授 大貝 健二 氏

11月26日 第３回委員会 3名

11月26日 基礎から学ぶ中小企業講座③ 13名

テーマ：中小企業振興基本条例と十勝経済

講師：北海学園大学経済学部

准教授 大貝 健二 氏

2014年

2月 5日 宮崎同友会産学官民連携組織「MANGO」と委員会

との懇談会 17名

中小企業振興基本条例、異業種連携、農商工連携の取組み

について意見交換

［総務企画委員会］

2013年

4月10日 第８回委員会 4名

5月15日 第１回委員会 10名

7月 1日 第２回委員会 9名

テーマ：同友会の歴史と活動・運営から学ぶ

サイトー商事㈱ 代表取締役 齊藤 正 氏

（帯広支部元幹事長）

10月 7日 活動の手引きプロジェクト 9名

10月15日 役員OB会世話人会 4名

11月 5日 第３回活動の手引きプロジェクト 7名

11月12日 第３回委員会 9名

11月18日 第４回活動の手引きプロジェクト 10名

11月25日 同友会役員OB会発会式 17名

12月20日 役員OB会世話人会 4名

2014年

1月20日 第４回委員会・第５回活動の手引きプロジェクト

8名

2月17日 第５回委員会・第６回活動の手引きプロジェクト

10名

2月26日 同友会役員OB会２月例会 12名

テーマ：十勝と同友会のこれから

北海道中小企業家同友会

専務理事 細川 修 氏

3月 5日 第６回委員会・第７回活動の手引きプロジェクト

5名

［組織委員会］

2013年

4月 4日 第10回委員会 7名

4月17日 新会員ガイダンス①4/17 13名

5月 8日 第１回 委員会 6名

5月13日 新会員ガイダンス②5/13 21名

6月 6日 第２回委員会 9名

6月10日 第３回 委員会 10名



7月 4日 第４回 委員会 9名

7月24日 会員交流会 34名

8月 1日 第５回委員会 8名

9月 5日 第６回 委員会

9月 5日 「知り合い・学び合い・援け合い」会員交流会

16名

新会員歓迎 わが社の実践報告 河川環境教育と河川安

全教育について

NPO法人 帯広NPO28サポートセンター

CEO 千葉 利光 氏

9月 9日 新会員ガイダンス 16名

10月 3日 第７回委員会 4名

11月 8日 第８回委員会 6名

11月11日 新会員ガイダンス 17名

11月15日 「知り合い・学び合い・援け合い」会員交流会

18名

テーマ：①変革期の幼稚園経営について

テーマ：②常識はずれの成功体験 ～努力しないで夢は実

現できるのか～

話題提供者①：学校法人 帯広葵学園

理事長 上野 敏郎 氏

話題提供者②：不動産再生研究所 リバイブ

代表 木村 真之 氏

12月 2日 第９回 委員会 6名

2014年

1月17日 第10回 委員会 9名

1月27日 「知り合い・学び合い・援け合い」会員交流会

21名

テーマ：地産地消のその先で…

㈱四季菜（手打 蕎麦人）

代表取締役 吉田 武馬 氏

3月 6日 第13回企業対抗ボウリング大会 80名

3月10日 新会員ガイダンス 17名

3月11日 第11回委員会 7名

［地域教育委員会］

2013年

4月10日 第５回地域教育特別委員会 6名

12月 2日 第２回委員会 7名

2014年

1月17日 第３回委員会 8名

2月12日 第４回委員会 6名

3月12日 第５回委員会 5名

3月12日 進路指導担当教諭との情報交換会 11名

［地区会交流委員会］

2013年

5月17日 第１回委員会＆地区会正副会長・幹事長会議

20名

10月17日 委員会＆地区会正副会長・幹事長会議 17名

10月17日 第２回委員会 7名

11月28日 第３回委員会 9名

12月19日 第４回委員会 10名

2014年

1月23日 第５回委員会 7名

1月29日 第６回地区会交流会実行委員会 17名

2月25日 第６回地区会交流会実行委員会 20名

3月12日 第６回地区会交流会実行委員会 18名

3月25日 第６回地区会交流会実行委員会分科会グループ打

ち合わせ 8名

3月27日 第６回地区会交流会実行委員会懇親会グループ打

ち合わせ 4名

3月27日 第６回地区会交流会実行委員会 19名

［学び合い活動推進委員会］

2013年

4月 3日 第７回委員会 9名

6月28日 第１回委員会 8名

8月 2日 委員会＆拓の会グループ長・副グループ長会議

16名

8月 9日 第２回委員会

10月21日 第３回委員会 9名

11月 7日 委員会＆拓の会グループ長・副グループ長会議

12月 9日 第４回委員会

2014年

1月 7日 学び合い委員会打ち合わせ 4名

1月27日 第５回委員会 9名

1月30日 拓の会グループ長・副グループ長会議

3月 4日 第６回委員会

［拓の会］

2013年

4月18日 2013年スタートオリエンテーション 45名

5月 1日 第４グループ５月例会 6名

「交流会」

5月 7日 第９グループ５月例会 13名

「経営指針に触れる」

とかち豚丼 夢の蔵

代表 高橋 利幸 氏

5月 8日 第１グループ５月例会 10名

「店舗再生への挑戦」

大昭電気工業㈱

代表取締役 出村 行敬 氏

5月13日 第２グループ５月例会 11名

「交流会」

メンバー全員

5月15日 第７グループ５月例会 6名

「あれから一年」

㈲七重建設

代表取締役 前川 学 氏

5月16日 第８グループ５月例会 9名

「新メンバー自己紹介、夢の発表」

メンバー全員

5月21日 第３グループ５月例会 14名

当社農業ビジネスの課題

カワダ商産

副社長 河田 利則 氏

5月28日 第６グループ５月例会 8名

「人柄を知ろう」

メンバー全員

6月 4日 第９グループ６月例会 4名

「経営理念」

メンバー全員

6月 5日 第４グループ６月例会 9名

「社員の自己点検・評価の作成」

帯広コア専門学校

事務長 村川 貴康 氏

所長 嶋谷 耕治 氏

6月14日 第６グループ６月例会 7名

視察見学 ～もしも、認知症になったら～

6月18日 第３グループ６月例会 8名

「物から事へ、プロモーションが経営の生命線 」



ディスカッションテーマ① 社内に向けてプロモーション

の事例を知りたい。

② コラボプロモーションを実践したい

㈱アイ建築工房

代表取締役 太田 好啓 氏

6月19日 第７グループ６月例会 6名

「コーチング入門編」

㈱ネクサス

取締役総務部長 花久 正子 氏

6月19日 第２グループ６月例会 8名

「経営理念とコンプライアンス」

帯広信用金庫

常勤理事 細野 優明 氏

6月19日 第１グループ６月例会 8名

「経営者と社員の求める方向性について」

フォレスト矯正歯科クリニック

院長 大和 志郎 氏

6月20日 第８グループ６月例会 9名

夢を語る

7月 2日 第９グループ７月例会 8名

「経営理念 」

7月 3日 第４グループ７月例会 7名

「職場の人間関係」

㈲アロエベラグレイス

代表取締役 上田 進治 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 8日 第２グループ７月例会 11名

「経営理念について考える」

メンバー全員

7月10日 第１グループ７月例会 11名

「満足戴けるご葬儀の為に」

㈱のむら葬祭

代表取締役 野村 泰司 氏

7月16日 第３グループ７月例会 11名

「みんなを知ろう ～交流会～」

7月17日 第７グループ７月例会 6名

「新規事業成功させるための基本」 ～私が体験して来た医

薬分業の推進～

㈲竹林医薬経営コンサルタント

代表取締役 竹林 源一 氏

7月18日 第８グループ７月例会 7名

夢を語る

メンバー全員

8月 6日 第９グループ８月例会 9名

「僕が経営指針を作ろうと思ったきっかけ」

㈲ニューパックとがし

代表取締役社長 富樫 雅道 氏

8月 7日 第４グループ８月例会 8名

「新規高卒求人に何を求めるか」

北海道幕別高等学校

進路指導部長 菊地 信二 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10日 第１グループ８月例会（ビール会） 7名

8月12日 第２グループ８月例会 6名

「自社の経営理念」

㈲高嶋木工場

代表取締役 高嶋 義則 氏

8月20日 第３グループ８月例会 10名

「成功する経営者に必要な、最強思考の作り方」 ～これか

らの経営者に必要な、成功していくための思考の作り方～

アクトドリームサポート合同会社

代表 中村 博 氏

8月21日 第７グループ８月例会 7名

同友会事務局員として ～問題持ち寄ります～

一般社団法人北海道中小企業家同友会 とかち支部

事務局次長 佐藤 珠実 氏

8月21日 第８グループ８月例会 4名

「夢を語る」

8月27日 第６グループ８月例会 8名

〝食と農"全国交流会成功の秘訣と農業の六次産業化

㈲尾藤農産

代表取締役 尾藤 光一 氏

㈱大野ファーム

企画部長 大野みゆき 氏

9月 2日 第９グループ９月例会 12名

「経営指針で会社はどう変わったか」

ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

9月 4日 第４グループ９月例会 7名

「正しいタイムカードの作り方と労働基準法」

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11日 第１グループ９月例会 11名

『建築・不動産業界の問題点と展望は……？？』 ～皆さん

の業界のこともお話しいただき、相互理解を深めましょう

～

㈱土屋ホーム流通帯広支店

支店長 本田真吉郎 氏

9月17日 第２グループ９月例会 10名

お客様の心を動かすコミュニケーション術

㈱長藏

代表 香河 ララ 氏

9月17日 第３グループ９月例会 11名

クレームについて ～ディスカッション～

9月18日 第７グループ９月例会 5名

郵便局と地域貢献

日本郵便㈱ 帯広電信通郵便局

局長 田中 政行 氏

9月19日 第８グループ９月例会 4名

夢を語る

メンバー全員

9月24日 第６グループ９月例会 8名

「児童養護施設 十勝学園 ～視察見学～」

十勝学園

園長 荒岡 健司 氏

10月 2日 第９グループ10月例会 26名

「一度きりの人生楽しもう‼」 ～常に次の一手を打つ

進化し続ける店作りを目指して～

とかち豚丼 夢の蔵

代表 高橋 利幸 氏

10月 2日 第４グループ10月例会 8名

『当院の７・５・３問題、傾向と対策』 ～従業員エンゲー

ジメント向上に向けて～

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 佐藤 瑠美 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15日 第３グループ10月例会 9名

販売戦略 ～社員の立場から～

㈱北日本広告社帯広支社

熊谷 勇気 氏

10月15日 第２グループ10月例会 9名

「お客様の心に響く接客について」

宮本機械㈱

常務取締役 営業本部長 千石 隆夫 氏

10月16日 第１グループ10月例会 7名

地材地消

㈲水野建設

代表取締役 水野 光義 氏

10月16日 第７グループ10月例会 6名

EV．ゼロエミッションについて

帯広日産自動車㈱

西20条店店長 曽我 和美 氏

10月17日 第８グループ10月例会 4名

夢を進める

10月24日 第６グループ10月例会 4名

桜慈工房 ～視察見学～

11月 5日 第９グループ11月例会 9名

「経営指針研究会を卒業してからのその後」

磯部鉄建㈱

代表取締役 磯部 正博 氏

11月 6日 第４グループ11月例会 8名

「ワーク・ライフ・バランスについてこれから取り組むべき

こと」について

㈲かわい造園

代表取締役 川井 延浩 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12日 第３グループ11月例会 11名

「サイン（看板）で活性化する街のコミュニケーション」

㈲ヒキチ工芸

主任 引地 宣善 氏

11月13日 第１グループ11月例会 16名

『とかちむらの今までとこれから理想の観光交流施設』

㈱ハニージャポン

取締役料理長 金賀 剛彦 氏

11月13日 釧路支部幹事との懇談 6名

①拓の会設立の経緯と苦労 ②初期の様子 ③テーマ別に

なってからの様子 ④設立のメリット ⑤過去と現在の役

割の違い ⑥今後の課題について ⑦その他

㈱テキサス

代表取締役 落合 洋 氏

11月18日 第６グループ11月例会 6名

「通所介護の見学と高齢者の住まい」

㈲ファーデン

代表取締役 倉野 賢 氏

11月20日 第７グループ11月例会 7名

「環境づくりと社員教育」

㈱ノブ

課長 高井 克幸 氏

11月21日 第８グループ11月例会 5名

「夢を進める」

メンバー全員

11月27日 第２グループ11月例会 7名

『ノブ横地』本業を支えるソーシャルメディアのビジネス活

用 inおびひろ

㈲ザワン

ノブ 横地 氏

12月 3日 第９グループ12月例会 9名

「私の経営理念」

松久園

代表 松久 大樹 氏

12月11日 第１グループ12月例会 8名

『山忠の使命』

㈱山本忠信商店 営業部飼料課

課長 尾藤 文康 氏

12月13日 第４グループ12月例会 6名

「大望年会 ～嶋谷先生に今年最後の質問～」

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16日 第６グループ12月例会 7名

「仏壇と神棚について」

㈲丸屋仏壇店

代表取締役 長谷川道正 氏

12月17日 第３グループ12月例会 10名

「大望年会 ～今年を振り返り、来年を展望しましょう～」

12月18日 第７グループ12月例会 5名

「大望年会」 ～一年を振り返りましょう～

12月19日 第８グループ12月例会 7名

「大望年会」 ～今年を振り返り、新しい年を展望しましょ

う～

12月26日 第２グループ12月〝望年会" 5名

「望年会 ～ソーシャルメディア活用について意見交換～」

2014年

1月 6日 第９グループ１月（新年会） 8名

2014年を展望し、大いに語り合いましょう

1月 8日 第４グループ１月例会 7名

会社組織はピラミッド型から「魔法のランプ型」へ、そし

て15年後は「コマ型」？ ～中間管理職の立場から見る年

齢や役職の偏りが招く問題点～

1月13日 第２グループ１月例会 6名

「経営者と健康」

㈱ChipS

代表取締役 佐伯 抄織 氏

1月15日 第７グループ１月例会 6名

「拓の会の今後の活動について」

1月18日 第１グループ１月例会（新年会） 6名

「2014年を展望し、大いに語り合いましょう」

1月20日 第６グループ１月例会 6名

議題：１．グループ活動を振り返って（課題、成果など）

２．今後の活動のあり方について

３．拓の会フォーラムについて

４．その他

1月23日 第８グループ１月例会 4名

「夢を進める」

1月28日 第３グループ１月例会 12名

「虎穴に入らずんば虎子を得ず」 ～死中に活路を見出す超

アナログ経営戦略～

㈱ミートピア

代表取締役 鈴木 勝治 氏



2月 5日 第４グループ２月例会 7名

「リブラス行動指針における人間力UP」

話題提供者：リブラス㈱帯広支店

支店長 服部 直幸 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17日 第６グループ２月例会 9名

「レンタル業で重要な３要素は、人、商品そしてなにより商

品管理システム」

㈱レンタコム北海道

所長 菅野 宏岳 氏

2月17日 第２グループ２月例会 6名

「広告代理店の今までとこれから」 ～メディアバイイング

型からソリューション提案型へ～

㈱北日本広告社帯広支社

熊谷 勇気 氏

2月18日 第３グループ２月例会 9名

「これまでの10年と、これからの戦略」

㈱第一ホテル

三余庵支配人 池田 亮 氏

2月21日 拓の会フォーラム（オープン例会） 43名

討論テーマ：１．社員教育 ～社員のやる気スイッチの入

れ方～

２．経営指針 ～経営理念に込める想いと

は？～

３．社会貢献する会社とは ～スポーツや文

化等による地域創りの在り方～

2月27日 第１グループ２月例会 8名

『99％の会社が勘違いをしている売上アップの方法』

ファーストコンサルティング㈱

代表取締役 乗山 徹 氏

（同友会釧路支部）

3月 5日 第４グループ３月例会 11名

「労務・人事の際どいお話し？」

社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

3月13日 第１グループ３月例会 6名

良い経営者・悪い経営者

㈱ミドリ機材

代表取締役 小野寺慎吾 氏

3月17日 第２グループ３月例会 6名

「新年度のグループ活動」について

3月18日 第９グループ３月例会 7名

「経営指針報告会」 ～経営指針研究生の報告から学ぶ～

3月19日 第７グループ３月例会 4名

「新年度グループのテーマを語る」

3月20日 第８グループ３月例会 3名

3月20日 第３グループ３月例会 11名

「笑顔を繫ぐ ITの活用」 ～十勝の強みを生かした〝お・

も・て・な・し"～

デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

3月26日 第６グループ３月例会 12名

「歯科医院のウラ側全てお見せします 」

こまば歯科

院長 小田 大作 氏

例会・特別企画

2013年

5月24日 ５月例会 48名

テーマ：儲けの秘訣、伝授します‼ ～黒字になる会社の

傾向は～

講師：㈱シンクシステムズ

会長 小椋 俊秀 氏

5月28日 第45回定時総会＆「十勝ナイト」 24名

7月 5日 ７月例会 69名

テーマ：TPPから見える「十勝農業の未来を切り拓く道」

キヤノングローバル戦略研究所

研究主幹 山下 一仁 氏

7月18日 〝食と農"連携グループ全国交流会前夜祭

競馬場で野外ジンギスカンパーティー

7月19日 〝食と農"連携グループ全国交流会 458名

7月20日 〝食と農"連携グループ全国交流会オプションツ

アー

体感 ばんえい競馬バックヤードツアー

リアル「銀の匙」帯広農業高校見学ツアー

9月25日 ９月例会（第44期中堅幹部学校公開講座） 40名

テーマ：そして、これからの世界と日本と北海道の経済

講師：北海道大学 名誉教授 井上 久志 氏

10月29日 10月例会 93名

テーマ：お客様密着、地域密着で営業強化 ～企業体質

を変えた営業戦略～

講師：十勝バス㈱

代表取締役 野村 文吾 氏

11月29日 11月例会 38名

テーマ：社員がつくる会社とそれを支える社長の話 ～み

んなで同友会３つの目的「良い経営者になる」を

考えよう～

講師：㈱ネクサス 代表取締役 曽根 一 氏

（前支部長）

12月19日 12月例会 62名

テーマ：2014年に向けて、十勝で TPPに打ち勝つ秘策と

は？

パネラー：東洋農機㈱ 取締役会長 渡辺 純夫 氏

㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 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

コーディネーター：㈱山本忠信商店

代表取締役社長 山本 英明 氏

2014年

1月21日 2014年新年交礼会 270名

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の共有

㈱カンディハウス 代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

2月24日 ２月例会（同友交流会） 80名

テーマ：Part① 仲間から学ぶ勉強会 農家の○○物語

～ゆめ・希望・存在～

Part② ～お互い知り合いましょう 交流会

報告者：㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

地区会

［池田地区会］

2013年

4月17日 ４月例会 15名

テーマ：再考 ワイン城に輝きを‼



㈲ふるさといけだ

代表取締役社長 髙森 一郎 氏

（㈲テーラー髙森 代表取締役社長）

5月23日 ５月例会 18名

テーマ：ハッピネス・デーリィ「パッケージデザ

イン＆パンフレット」 完成記念パー

ティー‼

6月20日 山幸大学第10講 9名

テーマ：夢の実現と人とのつながり

Jerry’s

代表 稲守 篤也 氏

8月29日 ８月例会 14名

テーマ：銀行員から見た池田町の印象

北洋銀行池田支店

支店長 上野 祐輔 氏

9月26日 山幸大学第11講 17名

テーマ：農家のおじさんの奮闘記

㈱地恵贈

代表取締役 多田 英俊 氏

10月30日 10月例会 22名

テーマ：夢叶うドリームタウン。十勝池田ワイン

王国‼ 建国

池田町観光協会

事務局長 佐藤 恒平 氏

11月19日 11月例会 15名

テーマ：漁師から地域プロデューサーへの転身

～〝新たな価値観"からまちづくりを提案

する～

㈱ノースプロダクション

代表取締役 近江 正隆 氏

12月16日 『望』年会 15名

2014年を大いに展望しよう‼

～2013年 池田地区会 『望』年会～

2014年

1月21日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の

共有

㈱カンディハウス

代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

3月19日 池田・足寄・本別・地区会合同３月例会

テーマ：デザインでこれだけ変わる 商品プロ

デュース戦略の舞台裏

講師：㈱ファームステッド

代表取締役 阿部 岳 氏

代表取締役 長岡 淳一 氏

3月27日 ３月例会 7名

「新年度の役員体制と活動方針」

［本別地区会］

2013年

5月28日 本別・足寄地区会合同５月例会 15名

テーマ：めん羊での新規就農

石田めん羊牧場

代表 石田 直久 氏

6月24日 ６月例会 9名

テーマ：開拓から115年。次の100年本別で何が

できるか。～必要とされる農業を目指し

て 畑からの挑戦～

前田農産食品（資）

専務取締役 前田 茂雄 氏

8月25日 ８月例会 6名

ほんべつ肉まつり ～焼肉だよ‼ 全員集合‼

～に参加・協力をしましょう

9月24日 ９月例会 11名

テーマ：地サイダーについて学びましょう‼

㈱大地

代表取締役 林 秀康 氏

10月21日 10月例会 11名

テーマ：十勝産小麦100％までの道のり

㈱満寿屋商店

代表取締役 杉山 雅則 氏

11月13日 本別・足寄地区会合同11月例会 25名

テーマ：十勝三菱の教育法 ～どったんばったん

試行錯誤の36年～

十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

12月11日 本別・足寄地区会合同『望』年会 14名

2013年を振り返り、2014年を展望しましょう

～本別・足寄地区会合同『望』年会 in本別～

2014年

1月21日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の

共有

㈱カンディハウス

代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

3月19日 本別・足寄・池田地区会合同３月例会 17名

テーマ：デザインでこれだけ変わる 商品プロ

デュース戦略の舞台裏

講師：㈱ファームステッド

代表取締役 阿部 岳 氏

代表取締役 長岡 淳一 氏

3月27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

［清水地区会］

2013年

5月15日 2013清水フラワーライン 4名

5月27日 ５月例会 17名

テーマ：これからの十勝経済

～超長期的観点から、私たちは今、何を

なすべきか～

帯広信用金庫

執行役員・地域経済振興部長 秋元 和夫 氏

5月31日 2013清水フラワーライン 4名

6月26日 清水・新得地区会合同６月例会 18名

テーマ：道東自動車道全線開通後の「牛玉ステー

キ丼」・「十勝４町連携」が地域を活性化

させる‼

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 清水地区会会長）

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

（清水町役場 産業振興課 商工観光係 主査）

7月31日 2013清水フラワーラインインフォメーション

5名

8月 5日 2013清水フラワーラインインフォメーション

3名



清水地区会フラワーライン

8月19日 ペケレ大学（８月例会） 9名

テーマ：道外に向けての商品販売

㈲あすなろファーミング

代表取締役社長 村上 勇治 氏

9月18日 ９月例会 9名

テーマ：親子３代で取り組む自産自消

大草原の小さな家㈲

代表取締役 中野 旭 氏

9月18日 2013清水フラワーライン 6名

2013清水フラワーライン

10月22日 清水・新得地区会合同10月例会 21名

テーマ：観光における街づくりと今後の展望

鹿追町 町長 吉田 弘志 氏

11月20日 ペケレ大学第８講（11月例会） 14名

テーマ：農商工連携とオンリーワン商品開発に向けた取り組み

㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

12月 3日 清水・新得地区会合同『望』年会 in清水 19名

2014年度を大いに展望しよう‼

～2013年度 清水・新得地区会合同『望』年会 in

清水～

2014年

1月21日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の

共有

㈱カンディハウス

代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

2月17日 ２月例会 8名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制につ

いて

3月25日 ３月例会 11名

テーマ：新会員を交えての交流例会

社会保険労務士・行政書士しまや事務所

所長 嶋谷 耕治 氏

（とかち支部組織委員会 委員長）

［足寄地区会］

2013年

5月28日 足寄・本別地区会合同５月例会 15名

テーマ：めん羊での新規就農

石田めん羊牧場

代表 石田 直久 氏

6月28日 ６月例会 14名

テーマ：笑顔をつなぐ Facebook ～SNSから

ムーブメントを発信～

デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

8月19日 ８月例会 13名

テーマ：創業時の想い。これからへの想い…。

桜慈工房

代表 矢野 有紀 氏

9月27日 ９月例会 18名

テーマ：地域に根ざした金融機関の取り組み

帯広信用金庫足寄支店

支店長 横内 寿一 氏

10月11日 10月例会 20名

テーマ：十勝の牛肉生産と加工販売について

農業生産法人北十勝ファーム㈲

代表取締役 上田 金穂 氏

㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

㈱ノベルズ食品

代表取締役社長 西尾 康宏 氏

11月13日 足寄・本別地区会合同11月例会 25名

テーマ：十勝三菱の教育法 ～どったんばったん

試行錯誤の36年～

十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

12月11日 足寄・本別地区会合同『望』年会（12月例会）

14名

2013年を振り返り、2014年を展望しましょう

～足寄・本別地区会合同『望』年会 in本別～

2014年

1月21日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の

共有

㈱カンディハウス

代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

3月19日 足寄・本別・池田地区会合同３月例会

テーマ：デザインでこれだけ変わる 商品プロ

デュース戦略の舞台裏

講師：㈱ファームステッド

代表取締役 阿部 岳 氏

代表取締役 長岡 淳一 氏

３月25日 ３月例会 5名

テーマ：新年度役員体制と活動方針

［大樹地区会］

2013年

6月19日 大樹地区会・Doyou倶楽部合同６月例会 16名

テーマ：企業存続の条件とは？

～100年企業を目指して～

丸富士 三浦建設㈱

代表取締役社長 三浦 公夫 氏

9月19日 ９月例会 13名

テーマ：モンゴルに魅せられて

㈱ネクサス

代表取締役社長 曽根 一 氏

12月10日 大樹・広尾地区会合同『望』年会 in大樹 14名

2014年を大いに展望しよう‼ ～大樹・広尾地区

会合同『望』年会 in大樹～

2014年

1月21日 １月例会（とかち支部新年交礼会） 3名

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の

共有

㈱カンディハウス

代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

3月17日 ３月例会 9名

2014年度の地区会活動方針・活動計画ついて

［新得地区会］

2013年

4月12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：新入社員に贈る言葉

㈱まつもと薬局

代表取締役 松本 健春 氏



5月16日 ５月例会（サホロ大学） 12名

テーマ：新得町に魅せられて

東京中日企業㈱

新得駐在員 米地 奈々 氏

新得町役場 地域戦略室

室長 佐藤 博行 氏

6月26日 新得・清水地区会合同６月例会 18名

テーマ：道東自動車道全線開通後の「牛玉ステー

キ丼」・「十勝４町連携」が地域を活性化

させる‼

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 清水地区会会長）

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

（清水町役場 産業振興課 商工観光係 主査）

8月28日 ８月例会 10名

テーマ：３期目にかける想い

新得町 町長 浜田 正利 氏

9月24日 ９月例会（サホロ大学） 9名

テーマ：私達、森林組合が目指すもの

西十勝森林組合

代表理事組合長 村岡 昇 氏

10月22日 新得・清水地区会合同10月例会 21名

テーマ：観光における街づくりと今後の展望

鹿追町 町長 吉田 弘志 氏

11月18日 11月例会

テーマ：新得駅の現状と地域との共生

新得駅 駅長 菅原 俊明 氏

12月 3日 新得・清水地区会合同『望』年会 in清水 19名

2014年度を大いに展望しよう‼

～2013年度 新得・清水地区会合同『望』年会 in

清水～

12月 8日 親子ふれあいもちつき体験会

親子ふれあいもちつき体験会

2014年

1月29日 新年会 5名

意気高く、新年を展望しましょう

3月13日 ３月例会 5名

新年度の地区会活動計画と役員体制について

［広尾地区会］

2013年

4月 8日 ４月例会 21名

地シャンメリー試飲会‼

5月29日 ５月例会 14名

テーマ：ジェネリックって何だろう？？

㈲イナガミ薬局

管理薬剤師 紺野 賢二 氏

6月12日 ６月例会 19名

テーマ：規模拡大路線から多角化路線へ ～チー

ズとカフェで１万人を呼び込む～

㈲半田ファーム

代表取締役 半田 司 氏

7月11日 ７月特別例会 10名

テーマ：地シャンメリーラベルデザイン及び地

シャンメリー販売方法について

7月22日 ７月特別例会② 13名

テーマ：地シャンメリーラベルデザイン及びラベ

ルの予算について

8月25日 ８月例会 7名

第24回収穫感謝祭に参加しましょう

9月19日 ９月例会 14名

テーマ：地シャンメリー完成に向けて

10月25日 10月例会 13名

テーマ：地シャンメリー完成に向けて＆地シャン

メリーカクテルを飲もう

11月25日 11月例会 13名

テーマ：地シャンメリー制作を振り返って

12月10日 広尾・大樹地区会合同『望』年会 in大樹 14名

2014年を大いに展望しよう‼ ～広尾・大樹地区

会合同『望』年会 in大樹～

2014年

1月21日 １月例会（とかち支部新年交礼会）

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の

共有

㈱カンディハウス

代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

2月27日 ２月例会 19名

テーマ：旬の味をお届けします‼

～仲間との繫がりから生まれた工房物語

～

まるみ工房

代表 川股 政男 氏

3月20日 ３月例会 12名

2014年度の地区会活動方針・活動計画ついて

部会・研究会

［環境部会］

2013年

4月 8日 第10回定時総会 21名

報告者：農業法人組合 共働学舎新得農場

社長 宮嶋 望 氏

4月 8日 第10回世話人会 10名

4月26日 第１回世話人会 10名

5月21日 第２回世話人会 11名

5月29日 ５月例会 11名

テーマ：地域の未利用資源の有効活用について

デンマークとドイツに学ぶ農業と再生可能エネルギーにつ

いて

講師：帯広畜産大学フィールド科学センター長

教授 日高 智 氏

北海道大学大学院経済学研究科

教授 吉田 文和 氏

6月 7日 ６月例会 17名

テーマ：このチャンスに聞いてみよう 地産地食のこ

と、食育のこと、環境のこと。『市長がおじゃまし

ます 』

帯広市長 米沢 則寿 氏

6月11日 ６月移動例会 15名

南とかち見学例会

6月27日 第３回世話人会 11名

7月31日 第４回世話人会 11名

8月15日 ８月オープン例会

テーマ：生態学とは何か ～いのちの奇跡・森の力～

公益財団法人地球環境戦略研究機関国際生態学センター

長・横浜国立大学名誉教授 宮脇 昭 氏

8月19日 第５回世話人会 8名



8月31日 ８月例会報告会（例会） 13名

テーマ：『生態学とは何か―いのちの奇跡・森の力』 ～宮

脇昭先生集中講義報告会～

第２部懇親会>

㈱ネクサス

代表取締役社長 曽根 一 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10日 第６回世話人会 7名

9月24日 ９月例会 13名

テーマ：帯広の新しい給食調理場と地域の食育について

帯広市

学校給食調理場建設担当企画監 和田 亮一 氏

10月 5日 10月例会＆道研オプション企画 12名

道研環境部会オプション企画 持続可能な農業を支える

～当別町ファームエイジ㈱視察

10月10日 10月例会 8名

J-クレジット制度説明会 ～新たな地球温暖化対策のため

の制度がスタート～

10月11日 第７回世話人会 10名

11月 5日 第８回世話人会 11名

11月26日 11月移動例会 11名

㈲大坂林業＆豊頃町大津視察、豊頃町長との懇談会

12月 6日 第９回世話人会 11名

2014年

1月20日 第10回世話人会 12名

1月24日 新年会 14名

2014年の活動のスタートを皆で大いに語り合い、盛り上げ

よう‼

2月 3日 打ち合わせ 3名

2月25日 第11回世話人会 13名

3月 8日 ３月オープン例会① 24名

テーマ：野生が教える「自然に、ゆるゆると生きること」

北翔大学

学長 西村 弘行 氏

3月17日 第12回世話人会 11名

3月17日 ３月オープン例会② 21名

テーマ：原発の今を考える

北海道新聞社 報道センター

記者 関口 裕士 氏

［IT総合研究会］

2013年

4月11日 第12回定時総会 29名

5月13日 第１回例会 31名

テーマ：「おさらい Fecebook」 ～あらためて

ソーシャルネットワークを考えてみる～

㈲ワン・エックス

代表取締役 辻田 茂生 氏

7月22日 第２回オープン例会 33名

テーマ：セキュリティ十大ニュースと標的型攻撃

の実際

ネットエージェント㈱

エバンジェリスト 八尾 崇 氏

12月 5日 第３回例会・望年会 23名

iPad講習会＆望年会‼

㈲ワン・エックス

代表取締役 辻田 茂生 氏

2014年

2月 8日 ・釧路マルチメディア研究会との合同例会 18名

釧路発の試み U-16釧路プログラミングコン

テスト報告会

丸中 釧路中央青果㈱

総務部部長 斉藤 和芳 氏

（釧路支部 マルチメディア研究会 会長）

3月18日 第４回例会 17名

テーマ：クラウドについて

㈲ワン・エックス

代表取締役 辻田 茂生 氏

3月18日 幹事会 6名

［女性部会］

2013年

4月12日 第23回定時総会 14名

5月31日 ５月例会 9名

フリートーク‼

6月12日 幹事会 5名

6月24日 ６月例会 10名

初夏の紫竹ガーデン見学会‼

～道北あさひかわ支部女性部会〝野花の会"との

交流会～

紫竹ガーデン遊華

社長 紫竹 昭葉 氏

7月11日 ７月例会 12名

テーマ：十勝三菱の教育法

～どったんばったん試行錯誤の36年～

十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

8月25日 ８月例会 11名

第24回収穫感謝祭に参加しましょう

9月20日 ９月例会 11名

テーマ：認知症グループホームの開設にあたって

㈲ケアサポートふる郷

代表取締役 松山奈美子 氏

10月17日 10月例会 12名

祝オープン カフェダイニング サルビア見

学・昼食交流会＆紅葉見学会

㈱大月鉄工

取締役 大月真由美 氏

11月29日 11月例会 4名

とかち支部11月例会に参加しましょう‼

12月 6日 望年会 15名

2014年度を大いに展望しよう

2014年

1月15日 幹事会 5名

1月21日 １月例会（とかち支部新年交礼会） 13名

テーマ：カンディハウスの国際戦略、社員と夢の

共有

㈱カンディハウス

代表取締役会長 渡辺 直行 氏

（道北あさひかわ支部長）

2月14日 ２月例会 10名

テーマ：葬儀・仏事とは？

～その歴史から基礎知識まで～

㈲丸屋仏壇店

代表取締役 長谷川道正 氏

2月19日 幹事会 5名

3月 3日 ３月例会 6名

テーマ：社会に求められる会社を目指して

㈱北のハウス



代表取締役社長 小田 衣代 氏

3月14日 2014年度幹事予定者幹事会 7名

［人生大学］

2013年

5月 8日 ５月例会 25名

テーマ：「ディーラーやりなさい 」「ディーラー

やめましょう‼」

十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

6月 3日 ６月例会 29名

テーマ：３代目社長まだまだ奮闘中

帯広トヨペット㈱

代表取締役社長 若林 剛 氏

7月 2日 ７月例会 21名

テーマ：〝つたわる"〝つくる"庭づくりを目指し

て

㈲かわい造園

代表取締役 川井 延浩 氏

8月 2日 ８月例会 16名

テーマ：生まれと育ちと職業観 ～リスクの変化

と保険業界「保険は全てをカバーできる

か？」～

㈲合同保険事務所

代表取締役 羽田 武史 氏

9月 3日 ９月例会 20名

テーマ：たまにはみんなと映画の話してみません

か？

NPO法人 CINEとかち

代表理事 豊島 晃司 氏

9月30日 運営委員会 6名

10月 2日 10月例会（拓の会第９グループ合同例会） 26名

テーマ：一度きりの人生楽しもう‼ ～常に次の

一手を打つ 進化し続ける店作りを目

指して～

とかち豚丼 夢の蔵

代表 高橋 利幸 氏

11月 2日 11月例会 22名

テーマ：農業者から経営者へ

～30頭から4,000頭への道～

㈱大野ファーム

代表取締役 大野 泰裕 氏

12月 2日 12月例会 25名

テーマ：変わらないもの、変えていくもの

～創業明治32年 老舗食堂の挑戦～

㈱藤森商会

代表取締役社長 藤森 裕康 氏

（とかち支部 幹事長）

2014年

2月 3日 ２月例会 25名

テーマ：企業存続の条件とは？

～100年企業を目指して～

丸富士 三浦建設㈱

代表取締役社長 三浦 公夫 氏

2月26日 運営委員会 7名

3月 3日 ３月例会 29名

テーマ：社会に求められる会社を目指して

㈱北のハウス

代表取締役社長 小田 衣代 氏

［Doyou倶楽部］

2013年

5月14日 ５月例会 6名

2013年度の活動計画について

6月19日 Doyou倶楽部・大樹地区会合同６月例会 5名

テーマ：企業存続の条件とは？

～100年企業を目指して～

丸富士 三浦建設㈱

代表取締役社長 三浦 公夫 氏

9月20日 ９月例会 8名

モンゴル視察旅行報告会

10月26日 10月例会 7名

北海道ホープランドで焼肉パーティー

12月15日 「望」年例会 9名

今年を振り返り、2014年を展望しよう

2014年

2月15日 ２月例会 7名

新年会 ＆2014年度の活動について

3月11日 Doyou倶楽部・農業経営部会合同３月例会 36名

テーマ：安平町発 食品から化粧品まで

～菜の花を利用した６次産業化の取り組

み～

㈱小西農園

代表取締役 小西 克典 氏

（札幌支部農業経営部会 幹事）

［農業経営部会］

2013年

4月15日 農業経営部会＆十勝農商工連携部会 共同セミ

ナー 22名

北洋銀行・６次産業化ファンド説明会 ～農林漁業者が食

品加工・販売等に進出する資金を支援 ～

㈱北洋銀行 地域産業支援部 フードビジネス推進室

室長 郷 雄司 氏

㈱札幌北洋リース 帯広支店

支店長 伊藤 成貴 氏

7月20日 日本食農連携機構ととの懇談会 12名

8月19日 第６回幹事会（収穫感謝祭・最終実行委員会）

13名

8月24日 収穫感謝祭 前日手伝い 16名

8月25日 第24回収穫感謝祭 282名

8月25日 収穫感謝祭 当日手伝い＆直会 33名

9月11日 北海学園大学大貝ゼミとの懇談会 7名

9月13日 第７回幹事会 9名

10月 7日 第８回幹事会 14名

10月25日 10月例会 28名

テーマ：①酪農家だからできる愛情たっぷりのヨーグルト

～さくら工房のヨーグルト開発秘話～

テーマ：②６次産業化による新会社「十勝農（みのり）工

房」の挑戦 ～ナタネ・亜麻栽培から油の生産、

商品開発まで～

話題提供①：山岸牧場 さくら工房

マネージャー 北出 愛 氏

話題提供②：佐藤農場

代表 佐藤 健司 氏

（十勝農工房 社長）

11月12日 11月例会 6名

テーマ：出口戦略から考える農業

講師：オイシックス㈱ 商品本部

技術開発チーム 阪下 利休 氏



11月18日 第９回幹事会 13名

12月 6日 12月例会（一泊望年会） 20名

テーマ：新規就農からの挑戦 ～めん羊での新規就農か

ら、地場産食材レストランオープンまで～

話題提供：石田めん羊牧場

代表 石田 直久 氏

2014年

1月22日 １月例会 30名

テーマ：米国研修で見た食と農業の今―TPP、遺伝子組み

換え、有機、食品安全

十勝毎日新聞社

政経部記者 眞尾 敦 氏

1月22日 第11回幹事会 14名

1月23日 第６回記念誌打ち合わせ 4名

2月 5日 ２月例会 28名

テーマ：GAP（農業生産工程管理）の活用法とは？

話題提供：NPO法人日本 GAP協会

専務理事・事務局長 武田 泰明 氏

2月24日 第12回記念誌打ち合わせ 3名

2月24日 第12回幹事会 14名

3月11日 第13回幹事会 11名

3月11日 農業経営部会・Doyou倶楽部合同３月例会 36名

テーマ：安平町発 食品から化粧品まで ～菜の花を利

用した６次産業化の取り組み～

㈱小西農園

代表取締役 小西 克典 氏

（札幌支部農業経営部会 幹事）

［農業経営部会25周年記念事業］

2013年

4月 2日 25周年記念事業 総務> 5名

4月 5日 第25回定時総会 62名

25周年記念パネルディスカッション>

十勝農業と農業経営部会 ～日本初の農業経営部会誕生秘

話～

パネリスト：㈲北海ファーム三和

代表取締役 早苗 諭 氏

（初代部会長）

㈱北海運輸

代表取締役社長 沢本 輝之 氏

（２代目部会長）

㈲夢がいっぱい牧場

代表取締役会長 片岡 文洋 氏

（３代目部会長）

コーディネーター：㈲尾藤農産

代表取締役 尾藤 光一 氏

（現部会長）

4月11日 25周年記念事業 懇親会グループ> 11名

4月16日 25周年記念事業 オプション> 7名

4月17日 第１回幹事会・25周年記念事業実行委員会 16名

5月13日 25周年記念事業 懇親会> 10名

5月20日 第２回幹事会・25周年記念事業実行委員会

5月30日 25周年記念事業 懇親会>

5月30日 25周年記念事業 分科会> 2名

6月 7日 25周年記念事業 記念誌> 3名

ソーゴー印刷さんからの記念誌構成の提案を受けて

6月 7日 25周年記念事業 オプション> 6名

6月10日 〝食と農"全国交流会「分科会報告者・座長・室長

説明会」 20名

6月11日 拡大実行委員会＆懇親パーティ試食会 30名

6月13日 第３回幹事会・25周年記念事業実行委員会 16名

6月20日 25周年記念事業 記念誌> 4名

ソーゴー印刷・鎌田さんも交えて記念誌構成に関する提案

を受けて、内容検討

7月 3日 〝食と農"全国交流会「分科会報告者・座長・室長」

会議 31名

7月 8日 25周年記念事業 懇親会グループ> 9名

7月10日 第４回幹事会＆全国交流会最終実行委員会 17名

7月22日 〝食と農"全国交流会「解散式」＆幹事会 27名

11月14日 25周年記念編さん部会 4名

2014年

1月 6日 25周年記念編さん部会 4名

［十勝農商工連携部会］

2013年

4月 9日 海外販路開拓研究会セミナー 21名

テーマ：シンガポールへ北海道の情報発信 ～HTB海

外向番組『恋する北海道』の挑戦～

話題提供者：北海道テレビ放送㈱

帯広支社長 中村 雅男 氏

4月11日 2013年度定時総会 24名

5月23日 幹事会 6名

6月 5日 小規模加工食品研究会６月例会 18名

テーマ：小規模の食品加工場をはじめるために必要なこと

講師：帯広保健所

管理栄養士 佐藤 剛平 氏

6月19日 商品デザイン開発研究会７月例会 8名

札幌パック2013（食品加工・包装＆リサイクル展）見学会

～今トレンドの包装資材、食品加工を見に行こう ～

6月25日 幹事会 8名

7月26日 幹事会 7名

8月 5日 十勝フードミーディング2013 15名

8月22日 小規模加工食品研究会８月例会 9名

テーマ：ベリー類低木果樹加工品について ～ハスカッ

プ、ブルーベリー等々の新商品開発のために～

北海道立総合研究機構林業試験場緑化樹センター

研究主幹 脇田 陽一 氏

8月26日 商品デザイン開発研究会８月例会 12名

テーマ：バイヤー目線から見た「売れる商品」「売れない商

品」 ～良い商品が必ず売れるわけではない ～

おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

8月31日 海外販路開拓研究会セミナー 34名

テーマ：十勝から海外へ ～地元企業の挑戦～ プロット

APとプライムストリームアジアの経営戦略

プロットアジアアンドパシフィック

取締役 後藤 健市 氏

プライムストリームアジア

代表取締役 山本 英明 氏

（北海道ブランディング海外販路開拓説明会、シンガポール

食品見本市OishiiJAPAN説明会）

9月 7日 幹事会 8名

10月 4日 チャレンジドショップ研究会10月移動例会 8名

植物工場から車いす製造まで ～障がい者雇用の最先端か

ら学ぶ～ そらち道研独自オプション企画・社会福祉法人

クピド・フェア（岩見沢）視察

10月11日 シンガポールミッション最終打合せ 9名

10月14日 シンガポール販路開拓事業

10月24日 商品デザイン開発研究会10月オープン例会

25名



テーマ：「売る立場」「買う立場」から見た商品づくり、商

品提案

講師：ショッピングアドバイザー

今野 保 氏

※後半：中央化学㈱の「売れるパッケージ紹介」

11月13日 幹事会 10名

11月25日 十勝フードミーティング2013-2014 18名

12月17日 スピーチコンテスト＆懇親会 26名

シンガポール日本語スピーチコンテスト＆シンガポール

ミッション・観光客受入事業報告会

12月18日 幹事会 11名

2014年

1月16日 幹事会 7名

1月28日 第１回地サイダー協議会設立準備会 10名

2月10日 シンガポール販路開拓事業〝テスト販売"

2月13日 幹事会 7名

2月19日 第２回地サイダー協議会設立準備会

2月20日 チャレンジドショップ研究会２月移動例会 3名

社会福祉法人更葉園 視察例会 ～障がい者雇用・高齢者

介護事業を学ぶ～

3月 5日 商品デザイン開発研究会３月例会 23名

中央化学㈱展示会見学例会 ～食卓への新しいご提案～

3月13日 チャレンジドショップ研究会３月移動例会 3名

〝TOKACHI PIE てのひら"見学例会 ～障害者就労支

援事業を学ぶ～

㈱花

代表取締役 久保 陽一 氏

3月18日 幹事会 7名

3月26日 とかち地サイダー研究会（予定）発足準備会

13名

3月28日 商品デザイン研究会３月例会 18名

㈱高島屋MD本部

食料品・食堂ディビジョンバイヤー 新井 将士 氏

エムデザイン

フリーランスデザイナー 真浦 綾子 氏

山岸牧場「さくら工房」

酪農・製造業・サービス 北出 愛 氏

［十勝〝食農"繁盛塾］

2014年

1月14日 十勝〝食農"繁盛塾 61名

テーマ：時代は誰から買うか？ 国産飼料100％「プレミ

アム近江牛」誕生の物語

㈱サカエヤ

代表取締役 新保 吉伸 氏

1月20日 十勝〝食農"繁盛塾 43名

テーマ：消費者が買いたくなる商品づくりとは？ 地域の

魅力を最大限に活かす商品開発

ブランディングプロデューザーバーヤー

永戸 早苗 氏

2月 4日 十勝〝食農"繁盛塾 61名

テーマ：食育の原点は味覚から、美味しさには理由がある

～基本の味覚と売れる味セオリー～

MIIKU日本味育協会

代表 宮川 順子 氏

2月12日 十勝〝食農"繁盛塾 55名

テーマ：地域・職人＋デザイン ～全国の製造業とデザイ

ン業、次の協業のかたち～

㈲セメントプロデュースデザイン

代表取締役 金谷 勉 氏

2月17日 十勝〝食農"繁盛塾 125名

テーマ：TPP締結目前 ブローバル経済下における地

域の魅力づくりとはなにか？

経済評論家・中央大学ビジネススクール客員教授

勝間 和代 氏

［農商工連携人材育成セミナー］

2014年

2月14日 農商工連携人材育成セミナー 8名

テーマ：全国の農商工連携成功の秘訣 ～成功例と失敗例

から学ぼう～

一般社団法人食品需給研究センター 食料産業クラスター

チームリーダー 長谷川潤一 氏

2月19日 農商工連携人材育成セミナー 13名

テーマ：これからの社会と会社 ～地域社会とビジネスモ

デルを考える～

鎌田醤油㈱

代表取締役 鎌田 武雄 氏

2月27日 農商工連携人材育成セミナー 20名

テーマ：新しいビジネスモデルを生み出す方法とは？

～企業をつなげることで新ビジネスを～

一般社団法人起業支援ネットワークNICe

代表理事 増田 紀彦 氏

3月 3日 農商工連携人材育成セミナー 18名

テーマ：コミュニティプロデューサーが伝授するまち育て

の秘訣

一般社団法人北海道活性化機構

代表理事 木村 俊昭 氏

3月 7日 農商工連携人材育成セミナー 49名

テーマ：農家のマーケティング戦略の秘訣

寺坂農園㈱

代表取締役 寺坂 祐一 氏

（道北あさひかわ支部会員）

［あすなる会］

2013年

4月 4日 2012年度、2013年度新旧・合同運営委員会 15名

4月17日 第15回定時総会 48名

テーマ：ディーラーやめます。～企業改革で激動

の時代を生き抜く ～

講師：十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 享 氏

4月25日 第１回 運営委員会 12名

5月10日 承継見聞学グループ５月例会 14名

自己紹介

5月14日 人事労務グループ５月例会 11名

テーマ：孔子の論語に触れて人を動かす社長学を

学ぶ

岡田建設株式会社

代表取締役 岡田 俊治 氏

5月18日 マーケティンググループ５月例会 9名

テーマ：自己紹介とオリエンテーション

講師：おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

5月23日 財務会計グループ５月例会 15名

テーマ：キャッシュフロー・資金繰りのポイント

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

5月27日 第２回 運営委員会 14名

6月 6日 承継見聞学グループ６月例会 13名

テーマ：コミュニケーションについて



㈲カミヤマオートセブン

取締役部長 上山 純司 氏

㈱タカケン

常務取締役 髙橋 正志 氏

高嶋コンクリート工業㈱

取締役 加藤 貴裕 氏

6月12日 マーケティンググループ６月例会 8名

テーマ：各社商品の詳細と販売のアドバイス

おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

6月19日 人事労務グループ６月例会 12名

テーマ：社長である前に人である

講師：岡田建設株式会社

代表取締役 岡田 俊治 氏

6月21日 財務会計グループ６月例会 14名

テーマ：財務基礎②：新規設備投資計画

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

6月24日 ６月例会（全体例会） 24名

テーマ：予期せぬ問題勃発 そのときあなたはどうしますか？

～経営に関わる身近な法律知識を学ぶ～

木野村英明法律事務所

弁護士 木野村英明 氏

6月27日 第３回 運営委員会 13名

7月 8日 マーケティンググループ７月例会 7名

テーマ：各社商品の詳細と販売のアドバイス２

おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

7月 9日 承継見聞学グループ７月例会 13名

テーマ：コミュニケーションについて

㈲カミヤマオートセブン

取締役部長 上山 純司 氏

㈱タカケン

常務取締役 髙橋 正志 氏

7月17日 人事労務グループ７月例会 9名

岡田建設㈱

代表取締役 岡田 俊治 氏

7月25日 財務会計グループ７月例会 14名

テーマ：銀行との付き合い方・融資審査の仕組み

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

7月26日 第４回 運営委員会 13名

8月 8日 承継見聞学グループ８月例会 10名

組織づくりについて

8月20日 財務会計グループ８月例会 9名

テーマ：事業計画書作成のポイント①：既存事業

の計画

8月21日 ８月例会（全体例会） 20名

テーマ：社長である前に人間である

岡田建設株式会社

代表取締役 岡田 俊治 氏

8月22日 マーケティンググループ８月例会 8名

テーマ：人気店の秘密討論会

講師：おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

8月29日 第５回 運営委員会 10名

9月 4日 承継見聞学グループ９月例会 14名

テーマ：「人事制度（賃金制度・退職金制度・評価

制度等）」について

9月 9日 第６回 運営委員会 9名

9月18日 マーケティンググループ９月例会 9名

テーマ：売れるには理由がある ～消費者の購

買動機～

講師：おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

9月19日 財務会計グループ９月例会 11名

テーマ：事業計画書作成のポイント②：新規設備

投資計画

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

9月25日 人事労務グループ９月例会

テーマ：「労働管理の基本」および「労働時間」

講師：古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

9月30日 ９月例会（オープン） 31名

テーマ：社員を成長させ、組織を強くする参加型経営の紹介

講師：税理士法人 池脇会計事務所

執行役員 工藤 秋一 氏

10月 9日 承継見聞学グループ10月例会 12名

テーマ：「人材育成・採用」について

10月10日 マーケティンググループ10月例会 6名

テーマ：「ファンが増えるマーケティング

～強みの見つけ方、活かし方～

講師：おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

10月16日 第７回 運営委員会 12名

10月17日 財務会計グループ10月例会 10名

テーマ：売上アップの方法

10月28日 人事労務グループ10月例会 11名

テーマ：「賃金」と「給与計算」

講師：古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

11月 5日 第８回運営委員会 7名

11月 8日 承継見聞学グループ11月例会 13名

テーマ：「社長とは」について

11月13日 マーケティンググループ11月例会 8名

テーマ：伝え方でファンが増える方法

おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

11月15日 全道青年部・後継者部会交流会 in小樽 オプショ

ン

テーマ：100年企業の四代目の挑戦田中酒造㈱の

『承継見聞学』

～引き継ぎなくして会社を継いだ社長の

地産地消と『十勝晴れ』～

話題提供：曲イ 田中酒造㈱

代表取締役 田中 一良 氏

11月19日 財務会計グループ11月例会 12名

テーマ：売上を上げるアイディア発想法

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

11月26日 人事労務グループ11月例会 10名

テーマ：「休憩・休日・休暇」

講師：古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

12月 2日 マーケティンググループ12月例会 10名

３月担当例会について

12月 6日 第９回 運営委員会 12名



12月10日 人事労務グループ12月例会 11名

テーマ：「休職・退職」

古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

12月12日 臨時総会・12月例会 38名

テーマ：「現役・OB 交流例会」

～我々後継者の目指すべき道とは～

パネリスト・会社名50音順>

青木建設㈱

代表取締役社長 青木 昇 氏

（2011年卒）

㈱タニワキ

代表取締役社長 谷脇 正人 氏

（2003年卒）

㈱藤森商会

代表取締役社長 藤森 裕康 氏

（2007年卒）

㈲北海ファーム三和

代表取締役 早苗 朗 氏

（2010年卒）

12月16日 財務会計グループ12月例会 8名

議題

１．２月担当例会について

２．今年を振り返り意見交換

３．その他

12月17日 承継見聞学グループ12月例会 12名

テーマ：「社長とは」について

2014年

1月15日 二役会 5名

1月17日 第10回 運営委員会 11名

1月27日 人事労務グループ１月例会 9名

テーマ：「労基法その他の関係法令」

古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

1月28日 臨時総会・１月例会 25名

テーマ：社長になるために〝今"必要なこととは？

2月 5日 マーケティンググループ２月例会 8名

テーマ：今までの例会から得た学び、実践してみ

た事、してみたい事の発表

おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

2月13日 第11回 運営委員会（新旧合同） 18名

2月18日 ２月例会（全体例会） 14名

テーマ：私たちの勉強の成果

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

2月25日 承継見聞学グループ２月例会 13名

一年の振り返り、まとめ

2月25日 人事労務グループ２月例会 10名

テーマ：「育児・介護高齢者規定」

古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

3月11日 第12回運営委員会（2013年・2014年運営委員合

同委員会） 22名

3月13日 ３月例会

テーマ：ファンを増やすには？ 伝えると伝わる

の違い ～POPの実践で体験してみま

しょう～

おべりべりライフサポート

代表 大野 有加 氏

3月25日 人事労務グループ３月例会 9名

テーマ：「自社の面接体験談・人材確保・育成につ

いて」

古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

3月25日 承継見聞学グループ３月例会 15名

テーマ：明日へ繫がる一時を過ごしましょう

3月26日 財務会計グループ３月例会 8名

テーマ：納会「１年間ありがとう また会う日

まで」

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

［青年経営者の会］

2013年

5月23日 設立総会 51名

テーマ：山本英明と同友会

㈱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）

8月 7日 世話人会 6名

8月27日 第２回例会 33名

テーマ：職場における人間関係を協同で考える

上士幌中学校

教諭 石川 晋 氏

10月24日 第３回 27名

テーマ：魅力的に伝わるプレゼンテーション術 ～実践講座～

鎌田商事㈱北海道支店

代表取締役社長 鎌田 武雄 氏

11月21日 第３回例会 21名

テーマ：魅力的に伝わるプレゼンテーション術 ～実践講座②～

鎌田商事㈱北海道支店

代表取締役社長 鎌田 武雄 氏

12月25日 世話人会 8名

2014年

1月 8日 代表世話人会 6名

1月15日 世話人会 8名

1月24日 第３回例会 15名

テーマ：魅力的に伝わるプレゼンテーション術

～実践講座③～

鎌田商事㈱北海道支店

代表取締役社長 鎌田 武雄 氏

2月 6日 世話人会 8名

2月20日 第４回オープン例会 35名

創業から歩んだ波乱万丈物語

㈱プラスゲート

代表取締役 荒田 祐一 氏

（札幌支部 未知の会世話人、全道青年部・後継者部会連絡会 副代表）

3月 4日 第６回 世話人会（新旧合同開催） 16名

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2013年

4月15日 総会 14名

5月 9日 第１回例会 19名

6月13日 第２回例会 14名

7月11日 第３回例会 9名

8月 8日 第４回例会 17名

9月11日 第５回例会 10名



10月10日 第６回例会 11名

10月24日 納会 11名

共育・求人活動

［新入社員研修会］

2013年

4月 3日 2013年 新入社員研修会③ 33名

7月 1日 新入社員フォローアップ研修会① 12名

テーマ：私が新入社員だった頃

仕事の基本 ～働くことの意味とは～

㈱山本忠信商店 製造部原料管理課 手取 将利 氏

㈲石田コンサルタントオフィス 代表 石田 邦雄 氏

7月 2日 新入社員フォローアップ研修会② 33名

テーマ：私が新入社員だった頃

仕事の基本 ～働くことの意味とは～

㈱山本忠信商店 製造部原料管理課 手取 将利 氏

㈲石田コンサルタントオフィス 代表 石田 邦雄 氏

［第44期中堅幹部学校］

2013年

8月28日 第１講・入学式 13名修了

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

9月 4日 第２講

テーマ：中堅幹部像

講師：㈱まつもと薬局

代表取締役 松本 健春 氏

9月18日 第４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

9月25日 第５講・公開講座

テーマ：そして、これからの世界と日本と北海道

の経済

講師：北海道大学

特任教授 井上 久志 氏

9月27日 第６講・７講

9月28日 第８講

9月30日 第３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

10月 2日 第９講

テーマ：財務ワークショップ１回目（会社再建）

発表者：昨年のワークショップ発表優秀グループ

10月 9日 第10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：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

10月16日 第11講

テーマ：品質管理について

講師：コスモ食品㈱北海道工場

製造部部長 柴山 進一 氏

10月23日 第12講

テーマ：訴訟社会とコンプライアンス

講師：あおば法律事務所

代表 千々和博志 氏

10月30日 第13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 6日 第14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13日 第15講

テーマ：求められる中堅幹部の役割

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20日 第16講

ワークショップ発表会

11月27日 卒業式

卒業式・懇親会

［第３期社員ステップアップセミナー］

2014年

1月15日 第１講 10名修了

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22日 第２講

テーマ：会社を担う社員像とは

講師：㈱三ッ星レストランシステム

常務取締役 鎌田 律子 氏

1月29日 第３講

テーマ：私の仕事観 ～あなたにとって仕事と

は？～

講師：㈱山本忠信商店

営業部農産課 山本 健嗣 氏

（第44期中堅幹部学校卒業生）

コスモ食品㈱北海道工場 製造部 森 哲也 氏

（第２期中堅社員ステップアップセミナー修了生）

2月 5日 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 健

康推進課

精神保健医療係主任保健師 須田あゆみ 氏

精神在宅支援係

保健師 森 由香利 氏

2月14日 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15日 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19日 第７講

テーマ：能力と貢献

講師：税理士法人 とかち会計パートナーズ

代表社員 内田 勇介 氏

2月26日 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 5日 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12日 第10講・修了式> 19名



テーマ：仕事を自らのものとする

講師：㈱大野ファーム

代表取締役 大野 泰裕 氏

［社員マナー研修会］

2014年

3月 6日 先輩社員マナー研修会 22名

テーマ：基調講演『先輩社員に期待するもの』

テーマ：講義『あなたにとってマナーとはなんで

すか？』

テーマ：ロールプレイング『ビジネスマナーの総

点検』

㈱ChipS

代表取締役 佐伯 抄織 氏

十勝障害者就業・生活支援センターだいち

人材育成トレーナー 佐藤 尚美 氏

［新入社員研修会］

2014年

3月26日 2014年新入社員研修会① 16名

［求人委員会］

2013年

7月30日 社会人になるための就職セミナー 144名

テーマ：企業の仕組みと企業が求める人材とは

就職の心構えと自己分析

求人票の読み方と企業研究について

大人のビジネス常識と企業面接時の訪問マナー

カウンセリング実践面接

講師：㈳北海道中小企業家同友会とかち支部

求人委員会 委員長 兼子 賢 氏

（サンテクノ㈱・社長）

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

2014年

2月 1日 高校２年生のための企業説明会 65名

3月15日 高校一年生のためのはたらくセミナー 16名

テーマ：ちょっと先輩社会人によるパネルディカッション

～はたらくことと生きること～

［共同求人活動］

2013年

5月29日 2013十勝合同企業説明会②

8月 2日 2014十勝合同企業説明会

8月 3日 高校生のための合同企業説明会

8月 3日 2013十勝合同企業説明会③

9月26日 2014十勝合同企業説明会

2014年

2月21日 2014十勝合同企業説明会

3月31日 2014年合同入社式＆新入社員研修会 99名

［地域教育委員会］

2013年

7月23日 インターンシップ 「ガイダンス＆企業打ち合わ

せ」

講師派遣

2013年

6月15日 帯広大谷短期大学面接指導

於 帯広大谷短期大学

「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

㈱平和園

本部長 伊藤 三夫 氏

アクトドリームサポート合同会社

代表 中村 博 氏

8月27日 上士幌高等学校面接指導

於 上士幌高校

「模擬面接」

面接官：サンテクノ㈱

代表取締役 兼子 賢 氏

㈱ChipS

代表取締役 佐伯 抄織 氏

㈱ノベルズ食品

代表取締役社長 西尾 康宏 氏

松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

㈱平和園

本部長 伊藤 三夫 氏

㈳北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局員 今野 勉

8月29日 新得高等学校模擬面接

於 新得高校

「模擬面接」

面接官：サンテクノ㈱

代表取締役 兼子 賢 氏

北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局次長 佐藤 珠実

10月31日 江陵高等学校

於 江陵高校

「第２学年対象の進路ガイダンス」

講師：北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局次長 佐藤 珠実

2014年

2月13日 上士幌高等学校面接指導（２学年）

於 上士幌高校

「模擬面接」

面接官：サンテクノ㈱

代表取締役 兼子 賢 氏

㈱ChipS

代表取締役 佐伯 抄織 氏

㈱ノベルズ食品

代表取締役社長 西尾 康宏 氏

松田孝志税理士事務所

所長 松田 孝志 氏

㈱マリエッタ

代表取締役 成田 孔一 氏

㈳北海道中小企業家同友会とかち支部

事務局員 今野 勉

その他

2013年

7月11日 中同協第45回定時総会 in宮崎 12名

9月12日 青年経営者全国交流会 in東京 5名

10月 4日 第30回全道経営者〝共育"研究集会 53名

11月15日 全道青年部・後継者部会交流会 in小樽 32名

12月27日 四役・事務局望年会 15名



2014年

1月 7日 2014新年交礼会（全道） 9名

2月 7日 全道経営指針委員会一泊研修会 3名

2月13日 第44回中小企業問題全国研究集会 in広島 2名


