
と か ち 支 部

とかち支部 2014年度の活動のあゆみ

１）８年連続増、過去最大会勢888社会員を達成

とかち支部では97名の新たな仲間を迎え、会員数は８年連続増、過去最大会勢となる888社となりました。年間53社の純増は実

に30年振りです。また、新会員の方に早く同友会に馴染んでもらえるように、組織委員会が企画する「知り合い・学びあい・援けあ

い会員交流会」など誰でも参加しやすい企画を充実させてフォローに取り組みました。また、役員研修会を支部幹事を対象に開催し、

とかち支部を長年支えた役員OBから同友会活動の原点を学びました。

２）強靱な企業体質作りへ ～地区会交流会 in帯広等、例会、学び合い活動の充実～

２年ぶりに開催された地区会交流会は参加者が300名を超えました。移動型、現地集合型のそれぞれ特徴のある８つの分科会に分

かれ学びあいました。支部例会では同友会の仲間から学ぶ例会を中心に計７回開催し、延べ443名が参加しました。また、人事・労

務、税務、障がい者雇用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252名が参加しました。経営指針研究会は１年を

通して侃侃 々と議論し、５名が経営理念を成文化しました。

３）中小企業家の声を地域に届ける ～政策活動の展開～

外形標準課税適用拡大反対運動を展開しました。帯広市や十勝町村会への意見書の提出や、署名運動を展開し9,016筆の署名を国

会に提出しました。また、帯広市産業振興ビジョン見直しに関して産業振興会議での議論や、各町村での条例制定を視野に入れたア

ンケートに取り組みました。

４）発展する社員教育活動、共同求人活動 ～第１期十勝経営者大学が開講～

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セミナー、中堅幹部学校と階層別研修にも力を入れました。

特に十勝地域の産業教育の最高峰としてアカデミックな学びの場を作りたいとの声から、第１期十勝経営者大学が開講されました。

１期５コースで、2014年度は経営学コースが開講され、延べ41人が受講、16名が修了しました。

また、とかち支部では新卒、中途向け合同企業説明会のみならず、帯広市と連携した高校生の就職支援も展開しています。帯広市

委託事業「若年者地元企業定着支援事業」では高校生向け就職セミナーを各学年で開催、インターンシップ「十勝インカレサークル」

では健康食品、観光をテーマに商品開発に挑戦しました。

５）農商工連携の取組み ～連携で十勝の魅力アップ～

十勝農商工連携部会では新グループ「とかち地サイダー研究会」が立ち上がりました。町おこしの観点から地元産品から地サイダー

を作り、統一ロゴマークをつけて販売する予定です。また、農商工連携人材育成セミナーを全10講で開催しました（経済産業省 農

商工等連携対策支援事業）。

帯広市が地域の関係団体と連携して取り組んでいる帯広地域雇用創出促進協議会では「食ラボとかち」「旅ラボとかち」の取り組み

から、地域農産品を利用しての新商品開発、外国観光客向けモデルツアーを通じて十勝の魅力を発信しています（厚生労働省 実践

型地域雇用創造事業）。また、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も継続して行いました（十勝総合振興局 首

都圏販路拡大推進事業）。

６）十勝を世界へ ～食と食を支える技術を世界へ発信～

①シンガポールミッション

４年目となるシンガポールミッションは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。展示会と合わせて現地で活躍する方々との交流などを継続して参加することで「Tokachi」の知名度が上がっています。（経

済産業省 JAPANブランド育成支援事業、帯広市 商品開発・海外販路開拓支援人材育成事業）。

②モンゴルミッション ～農産物貯蔵技術移転～

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」は、ボルノール地方にとかち支部会員が連携して農

産物のモデル貯蔵施設が建設されました。現在は現地で収穫されたジャガイモを運び込み実証実験が進んでいます。また、10月には

モンゴルの技術者等を十勝にお迎えし、十勝農業や施設建設技術を学ぶ研修を行いました。（JICA草の根技術協力事業）

総会・幹事会

2014年

4月15日 2014年正副委員長会議 19名

4月18日 四役会 11名

4月21日 四役会 11名

4月21日 第２回 幹事会 30名

4月24日 第40回定時総会 254名

テーマ：地域にこだわる セイコーマートの経営戦略

講師：㈱セイコーマート 社長 丸谷 智保 氏

5月13日 四役会 13名

5月26日 四役会 10名

5月26日 第３回 幹事会 28名

6月 9日 四役会 12名

6月 9日 第４回 幹事会 31名

7月 8日 四役会 9名

7月14日 四役会 9名

7月14日 第５回 幹事会 22名

7月22日 小グループ活動プロジェクト 7名

8月 4日 四役会 10名



8月11日 四役会 10名

8月11日 第６回 幹事会 25名

9月 1日 四役会 10名

9月 8日 四役会 9名

9月 8日 第７回 幹事会 20名

10月 6日 四役会 8名

10月10日 四役会 9名

10月10日 第８回幹事会・第１回役員研修会 19名

11月 4日 四役会 11名

11月 6日 四役会 7名

11月 6日 第９回幹事会・第２回役員研修会 25名

12月 1日 四役会 11名

12月 8日 四役会 9名

12月 8日 第10回幹事会・幹事望年会 26名

12月27日 2014四役・事務局望年会

2015年

1月13日 四役会 9名

1月16日 第11回四役会 10名

1月16日 第11回幹事会 30名

1月27日 〝緊急"四役会 7名

2月 3日 2015年新年交礼会

テーマ：京野菜「九条ねぎ」で売上10億円

～脱サラ〝農人"がめざす夢～

講師：農業生産法人こと京都㈱

代表取締役 山田 敏之 氏

（京都中小企業家同友会会員）

2月 9日 四役会 11名

2月16日 第12回四役会 11名

2月16日 第12回幹事会 29名

3月 2日 四役会 10名

3月 9日 四役会 10名

3月 9日 第13回幹事会 27名

3月16日 2014年度 臨時総会 63名

［小グループ活動検討プロジェクト］

2014年

6月10日 小グループ活動検討プロジェクト 3名

8月11日 小グループ活動検討プロジェクト 6名

9月16日 小グループ活動検討プロジェクト 7名

10月10日 小グループ活動検討プロジェクト 8名

10月28日 小グループ活動検討プロジェクト 5名

11月19日 四役会と小グループ活動推進プロジェクトとの意

見交換会 10名

2015年

2月27日 小グループ活動運営プロジェクト 5名

［事務所移転検討プロジェクト］

2014年

7月 4日 事務所プロジェクト第１回

7月29日 事務所プロジェクト第２回

9月 4日 事務所検討プロジェクト第３回

12月 1日 事務所移転検討プロジェクト第４回

2015年

1月22日 事務所移転検討プロジェクト第５回・現地視察

［道青交 inとかち実行委員会］

2014年

5月27日 第１回道青交準備委員会

7月 2日 道青交 in帯広第１回実行委員会 15名

8月 5日 第２回道青交 in帯広実行委員会 10名

8月29日 道青交 in帯広実行委員会 8名

9月25日 第４回道青交 inとかち実行委員会 14名

10月23日 第４回道青交 inとかち実行委員会 11名

11月18日 道青交 inとかち分科会部会打ち合わせ 7名

11月19日 道青交 inとかち総務部会打ち合わせ 5名

11月27日 第５回道青交 inとかち実行委員会 11名

12月 4日 道青交 inとかち第２回分科会部会打ち合わせ

8名

12月18日 道青交 inとかち 第３回分科会部会打ち合わせ

7名

2015年

1月13日 第６回道青交 inとかち実行委員会 10名

1月26日 道青交 inとかち 第４回分科会部会打ち合わせ

6名

2月 4日 道青交 inとかち総務部会打ち合わせ 6名

2月 9日 道青交 inとかち分科会部会打ち合わせ 6名

2月16日 第７回道青交 inとかち実行委員会 13名

2月24日 道青交 inとかち第６回分科会部会打ち合わせ

6名

3月 4日 道青交 inとかち 第７回分科会部会打ち合わせ

7名

3月 9日 第８回道青交 inとかち実行委員会 13名

専門委員会

［経営指針委員会］

2014年

4月23日 第１回委員会 4名

4月23日 経営指針研究会オリエンテーション 7名

5月30日 経営指針研究会第２講 11名

6月23日 経営指針研究会第３講 9名

7月31日 経営指針研究会第４講 12名

8月22日 経営指針研究会第５講 8名

9月27日 経営指針研究会第６講 10名

10月26日 経営指針研究会第７講 9名

12月17日 経営指針研究会第８講 8名

12月17日 第３回委員会 6名

2015年

1月30日 経営指針研究会第９講 8名

2月 6日 全道経営指針づくり推進委員会拡大一泊研修交流

会

3月14日 経営指針研究会第10講 8名

3月14日 第４回委員会 4名

3月17日 2014年度 経営指針研究会 総括報告会 25名

㈲音更環境管理センター 取締役専務 畠山 卓也 氏

㈱共同電設 専務取締役 原田 健太 氏

㈱神野木工場 専務取締役 神野 梢 氏

トォータルフーズ㈱ 取締役副社長 香川 澄子 氏

㈱ひらかわ 取締役専務 平川 直樹 氏

［地区会交流委員会］

2014年

4月 1日 委員会 12名

4月17日 地区会交流会分科会打ち合わせ 10名

4月22日 地区会交流会懇親会グループ打ち合わせ ５名

4月22日 地区会交流会第５回実行委員会 18名

5月 1日 第６回地区会交流会分科会打ち合わせ 13名

5月12日 地区会交流会懇親会グループ打ち合わせ ５名

5月14日 地区会交流委員会＆地区会正副会長・幹事長会議

18名

5月22日 地区会交流会第６回実行委員会 13名

6月10日 地区会交流会第７回実行委員会 16名

6月17日 地区会交流会第８回実行委員会 15名



6月23日 地区会交流会第９回実行委員会 18名

6月28日 第６回地区会交流会 in帯広 309名

十勝を知ろう・遊ぼう・語り合おう

7月 1日 地区会交流会実行委員会打ち上げ 21名

11月25日 委員会＆地区会正副会長・幹事長会議 13名

2015年

2月13日 第３回委員会 7名

［総務・企画委員会］

2014年

4月14日 第１回委員会 7名

5月13日 活動の手引きプロジェクト 8名

6月20日 活動の手引きプロジェクト 8名

10月22日 第２回委員会 4名

11月10日 第３回委員会 7名

2015年

1月29日 第４回委員会 9名

［絆の会］

2014年

5月26日 世話人会 5名

7月 1日 ７月例会 14名

テーマ：とかち支部の今を語る

話題提供：一般社団法人北海道中小企業家同友会とかち支

部 支部長 山本 英明 氏

9月24日 ９月例会 12名

テーマ：引き継ぐまで心配だったこと、引き継いでから心

配だったこと

話題提供：㈱衣料のマツダ

取締役会長 松田 充弘 氏

2015年

1月23日 １月新年会 9名

3月23日

～25日

旅行例会

［組織委員会］

2014年

4月15日 第１回委員会 4名

5月16日 第２回委員会 8名

5月19日 新会員ガイダンス 15名

6月 3日 第３回 委員会 8名

6月23日 「知り合い・学び合い・援け合い」会員交流会

20名

テーマ：わが社の実践報告お肉屋さんの目利き力

～信頼される、会社づくり～

話題提供者：㈲五日市 専務取締役 五日市 大 氏

7月 3日 第４回 委員会 8名

7月14日 新会員ガイダンス 18名

8月 1日 第５回 委員会 6名

9月 4日 第６回 委員会 7名

9月 8日 新会員ガイダンス 14名

9月11日 「知り合い・学び合い・援け合い」会員交流会

14名

テーマ：こだわりの店づくりで地域に根ざす

話題提供者：お茶だけの店 日曜喫茶館

代表 田守丈太郎 氏

10月 3日 第７回 委員会 7名

10月31日 第８回委員会 8名

11月 6日 新会員ガイダンス 20名

11月10日 ご無沙汰会員一斉訪問 4名

11月28日 第９回 委員会 7名

12月22日 第10回 委員会 9名

2015年

1月 8日 第11回 委員会 7名

1月21日 新会員ガイダンス 12名

2月 6日 第12回 委員会 3名

2月23日 第13回委員会 5名

2月26日 第14回企業対抗ボウリング大会 80名

3月10日 同友交流会 24名

テーマ：企業も福祉も共に育つ同友会

～同友会障がい者問題委員会で見えてきた自社の

特徴と社会的責任～

報告者：㈱特殊衣料 代表取締役 池田 啓子 氏

（札幌支部会員）

3月16日 第14回 委員会 2名

3月23日 新会員ガイダンス 11名

［国際交流・ビジネス委員会］

2014年

4月30日 国際交流ビジネス正副委員長会議 3名

5月31日 JICA北海道（帯広）・外国人研修生との交流会

20名

6月11日 第１回委員会 5名

8月 5日 第２回委員会 7名

12月 5日 第３回委員会 6名

2015年

1月15日 第４回委員会 5名

1月27日 世界のNISEKO地域視察＆札幌支部「外国人留学

生と企業経営者交流の夕べ」 5名

2月12日 JICA中小企業海外展開支援セミナー 3名

①『大型廃棄物の回収・再資源化サービス事業調査』

実施企業発表：㈲タナベ 専務 田邊 義康 氏

コンサルタント発表：ブレインストームワールドワイド㈱

マネージングディレクター 石崎 浩之 氏

②『モンゴル国における農畜産業総合強化プロジェクト』

実施企業発表：㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

3月 5日 第５回委員会 2名

3月 7日 JICA北海道（帯広）・外国人研修員との交流会

24名

［経営・労務委員会］

2014年

4月25日 第２回委員会 7名

5月23日 第１回 金融懇談会 10名

日本銀行帯広事務所 所長 小林 一夫 氏

6月20日 実務セミナー① 20名

テーマ：税制改正のポイント

講師：東城会計事務所 代表・税理士 東城 敬貴 氏

6月25日 実務セミナー② 25名

テーマ：改正労働法について

講師：社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

7月22日 第３回委員会 8名

8月 5日 リスク回避術セミナー 26名

テーマ：何かあってからでは遅い

安心経営のための、リスク回避術セミナー

講師：木野村英明法律事務所 弁護士 木野村英明 氏

（とかち支部会員）

10月 3日 第２回金融懇談会 16名

日本政策金融公庫 釧路支店

中小企業事業統轄 伊藤 敏雄 氏

融資課長 早野 弘展 氏

11月12日 第４回委員会 5名



11月17日 障害者問題オープンセミナー 102名

テーマ：なぜ障がい者を雇う中小企業は業績を上げ続ける

のか？

講師：横浜市立大学 都市社会文化研究科

教授 影山摩子弥 氏

11月27日 経営労務セミナー 47名

テーマ：危ない会社の見分け方

講師：㈱帝国データバンク帯広支店

支店長 長瀬 崇 氏

2015年

1月 9日 第５回委員会 8名

2月18日 第６回委員会 6名

2月24日 経営労務セミナー 32名

テーマ：ワーク・ライフ・バランスのすすめ

㈱東レ経営研究所 研究部長 渥美 由喜 氏

パネルディスカッション>

㈱竹中配管 代表取締役 山田 幸恵 氏

㈱福原 GM（ゼネラルマネージャー) 清野 範純 氏

［学び合い活動推進委員会］

2014年

4月 2日 拓の会正副グループ長会議 23名

6月26日 第１回学び合い活動推進委員会 7名

10月 7日 第２回学び合い活動推進委員会 7名

11月14日 グループ長・副グループ長会議

12月11日 第３回学び合い活動推進委員会 8名

2015年

1月30日 拓の会グループ長・副グループ長会議 17名

2月25日 第４回学び合い活動推進委員会 10名

［拓の会］

2014年

4月16日 スタートオリエンテーション 51名

5月 7日 第４グループ５月例会 11名

テーマ：交流会

アドバイザー：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

5月13日 ５月例会（第８グループ） 7名

テーマ：人を生かす経営の読み合わせと討論

5月13日 ５月例会（第９グループ） 8名

テーマ：懇親会 ～コミュニケーションについて～

5月14日 ５月例会（第１グループ） 11名

テーマ：事業継承して思うこと

話題提供者：㈱ハニージャポン

ビストロ・コムニ 店長 田中 将 氏

5月15日 第７グループ５月例会 6名

テーマ：懇親会 ～メンバー自己紹介、夢の発表～

5月21日 ５月例会（第６グループ） 7名

テーマ：増税とわが社の取り組み

5月23日 ５月例会（第２グループ） 12名

テーマ：地域に根ざした会社作り ～強い会社を作ろう～

5月23日 ５月例会（第３グループ） 6名

テーマ：懇親会 ～異業種相互理解の場から、その向こう

側へ～

5月24日 ５月例会（第５グループ） 3名

テーマ：会員ファーム見学例会 in旭山・御影＆昼食交流

会

6月 4日 ６月例会（第４グループ） 11名

テーマ：就業規則の作り方

話題提供者：㈲アロエベラグレイス

代表取締役 上田 進治 氏

6月10日 ６月例会（第９グループ） 5名

テーマ：働く意欲について

話題提供者：高嶋コンクリート工業㈱ 岸下 哲也 氏

6月11日 ６月例会（第１グループ） 8名

テーマ：こんな仕事で開業しました。

でも顧客開拓に悩んでいます。

話題提供者：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

6月12日 ６月例会（第７グループ） 5名

テーマ：子供の頃の夢と今

話題提供者：㈱レックス 稲田整骨院

代表取締役 中井 隆裕 氏

6月17日 ６月例会（第３グループ） 6名

テーマ：顧客満足度を高め口コミ営業をめざす ～営業担

当を置けない零細企業が元請になるには～

話題提供者：㈲裕信電気 代表取締役 牧野 裕一 氏

6月18日 ６月例会（第６グループ） 7名

テーマ：社内の問題 ～人材～

6月19日 ６月例会（第８グループ） 7名

テーマ：経営指針の仕組みと経営指針作成シート

6月20日 ６月例会（第２グループ） 10名

テーマ：景気に左右されない会社づくり

6月28日 ６月例会（第５グループ） 4名

テーマ：日本の食文化の安全とそのサポートの取り組みを

学ぼう

地区会交流会に参加

7月 2日 ７月例会（第４グループ） 10名

テーマ：退職金（その他）の決め方

話題提供者：㈲十勝リサイクル

代表取締役 時安 徹 氏

アドバイザー：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

7月10日 ７月例会（第７グループ） 5名

テーマ：夢の中で踊る、世界を見たプロダンス講師の話

話題提供者：イトウダンスプロデュース

代表 伊藤 雅幸 氏

7月15日 ７月例会（第９グループ） 4名

テーマ：人財づくり

話題提供者：トォータルフーズ㈱

常務取締役 山崎 浩昭 氏

7月15日 ７月例会（第３グループ） 5名

テーマ：人財づくり

話題提供者：トォータルフーズ㈱

常務取締役 山崎 浩昭 氏

7月16日 ７月例会（第１グループ） 12名

テーマ：社内の問題 ～人材～

7月16日 ７月例会（第６グループ） 6名

テーマ：社内の問題 ～人材～

7月18日 ７月例会（第２グループ） 8名

テーマ：会社経営で参考にした人や本

7月24日 ７月例会（第８グループ） 7名

テーマ：経営指針事例報告 ～二社の事例から学ぶ～

話題提供①：㈱エイムカンパニー

代表取締役 佐藤 慎吾 氏

話題提供②：㈱ヤマジョウ

専務取締役 太田 雄基 氏

7月28日 ７月例会（第５グループ） 9名

テーマ：十勝めむろ赤レンガ倉庫見学＆焼肉KAGURA

昼食交流会 inめむろ

8月 5日 ８月例会（第９グループ） 4名



テーマ：働く意欲

話題提供者：㈱山本忠信商店 鳥本みのり 氏

8月 6日 ８月例会（第４グループ） 10名

テーマ：ブラック企業とは ～弊社はブラック？ 賞与無

し、死ぬまで働け～

話題提供者：北海道道路保全㈱

代表取締役 土屋 英之 氏

アドバイザー：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

8月 9日 ８月例会（第１グループ） 9名

8月18日 ８月例会（第５グループ） 7名

テーマ：ノベルズのノウハウとは？

ご案内：㈱ノベルズ 取締役 西尾 康宏 氏

8月19日 ８月例会（第８グループ） 5名

テーマ：経営理念シートの書き方と考え方

8月19日 ８月例会（第３グループ）

テーマ：帯広コアの広報戦略について

話題提供者：帯広コア専門学校

事務長 村川 貴康 氏

8月28日 ８月例会（第７グループ） 5名

テーマ：生き残り対策と60歳からの夢プロジェクト

話題提供者：㈲アースプラン

代表取締役 市田 寛 氏

8月28日 ８月例会（第６グループ） 6名

テーマ：外部環境への対応

8月29日 ８月オープン例会（第２グループ） 16名

テーマ：『組織のパフォーマンスを決める人の要素』

～人間関係の問題を解決する心の持ち方～

話題提供者：㈱風 代表 小林 克志 氏

9月 3日 ９月例会（第４グループ） 10名

テーマ：社員の定着率向上のためにはどうするか？

～長く働いてもらうための職場作り～

特定非営利活動法人グリーンライフサポートとかち

施設長 倉野 拓彦 氏

9月 9日 ９月例会（第９グループ） 6名

テーマ：皆さんにとっての会社とは

話題提供者：㈱梶原倉庫 取締役 梶原 成悟 氏

9月10日 ８月＆９月例会（第３グループ） 5名

9月10日 ９月例会（第１グループ） 10名

テーマ：皆さんの社内規定を見てみましょう

9月11日 ９月例会（第７グループ） 6名

テーマ：後半の活動と眠りから覚めた夢の話

9月22日 第５グループ・広尾地区会合同９月例会 16名

テーマ：広尾地区会会員企業見学会‼

池下産業見学会＆昼食交流会‼

9月24日 ９月例会（第８グループ） 4名

テーマ：経営指針作り状況の発表 ～意見交換～

9月25日 ９月例会（第２グループ） 12名

テーマ：『自社で行っている社員教育』 ～意見交換～

9月26日 ９月例会（第６グループ） 6名

テーマ：錦織 圭選手に学ぶ人材育成

10月 1日 10月例会（第４グループ） 9名

テーマ：メンタルヘルス対策の現状と対応

～社員の心の健康づくりで体力ある企業へ～

話題提供者：カラーコーディネートオフィス・アイリー

代表 伊藤 郁子 氏

アドバイザー：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

10月 8日 10月オープン例会（第１グループ） 12名

テーマ：グループが成長し、つながりあうためのヒント

話題提供者：FCCNクリエイティブクラス認定心理セラ

ピスト

日本家族と子どもセラピスト学会員

AIU／カリフォルニア臨床心理大学院在学中

中谷内由美 氏

10月 9日 10月例会（第７グループ） 5名

テーマ：むかしはこんな人になりたかった…

話題提供者：㈱ネオプロセス

代表取締役 松田 英明 氏

10月10日 10月例会（第９グループ）

テーマ：これからの活動について ～懇親会～

10月15日 10月例会（第６グループ） 6名

テーマ：職員を定着させるコツ

話題提供者：㈱ミートピア

代表取締役 鈴木 勝治 氏

10月20日 10月例会（第２グループ） 13名

テーマ：女性のライフスタイルに合わせた雇用の仕方

～就業規則の見直しと人件費の考え方～

話題提供者：㈱ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

10月20日 第５グループ・大樹地区会・合同10月例会 16名

テーマ：ヤスダリネンサプライ見学会＆昼食交流会

10月21日 10月例会（第３グループ） 7名

テーマ：十勝の観光ツーリズムについて

話題提供者：㈱ふく井ホテル

宿泊兼料飲事業部長 武田 照久 氏

10月21日 10月例会（第８グループ） 4名

テーマ：経営理念を考える ～意見交換～

11月 5日 11月例会（第４グループ） 10名

テーマ：良い人材と出会うためには？

～履歴書を信用できますか～

話題提供者：磯部鉄建㈱ 代表取締役 磯部 正博 氏

11月12日 11月例会（第１グループ） 7名

テーマ：知っていますか？ 農事組合法人を

農事組合法人西上経営組合 専務理事 竹俣 明 氏

11月12日 11月例会（第６グループ） 8名

テーマ：会社経営のビジョンと価値観を考える

話題提供者：㈲柴田工業 代表取締役 柴田 公一 氏

11月17日 11月例会（第５グループ） 16名

テーマ：〝からまつ"の有効利用とは

話題提供：オムニス林産協同組合

代表理事 瀨上 晃彦 氏

11月18日 11月例会（第３グループ） 5名

テーマ：へき地の店の営業戦略

話題提供者：松久園 代表 松久 大樹 氏

11月19日 11例会（第８グループ） 4名

テーマ：経営理念を考える ～意見交換～

11月27日 11月例会（第７グループ） 5名

テーマ：むかしはこんな人になりたかった…

話題提供者：不動産再生研究所リバイブ

代表 木村 真之 氏

11月28日 11月例会（第２グループ） 10名

テーマ：『職員が働きやすい職場づくり』

～よりよい人材を確保するために～

12月 9日 12月例会 望年会（第４グループ） 8名

テーマ：人事、労務の際どいお話

～Oh人事 Oh人事 となる前にやっておく

べき事～



アドバイザー：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

12月 9日 12月例会（第２グループ） 6名

テーマ：『新しい年に向けて』

12月10日 12月例会（第１グループ） 9名

テーマ：十勝農業の移り替わり

話題提供者：中村農場 代表 中村 正信 氏

12月15日 12月例会（第５グループ） 5名

テーマ：衛生管理の取り組み

㈱ハニージャポン 店長 田中 将 氏

料理長 髙橋 光彦 氏

12月16日 第６グループ12月例会（望年会） 6名

テーマ：一年を振り返って

12月16日 第８グループ12月例会（望年会）

テーマ：一年の活動を振り返って

12月16日 12月例会（第３グループ） 6名

テーマ：新規事業を始めて、半年経ちました。どうでしょ

う？

話題提供者：合同会社グラベイト

代表社員 増田 信隆 氏

12月19日 12月例会（第９グループ） 3名

テーマ：これからの活動について ～望年会～

2015年

1月 7日 １月例会（第４グループ） 9名

テーマ：労基法と自分の会社の実際 ～それは突然やって

来た、労働基準監督官の査察 その時現場は？～

話題提供者：㈲キリヤガラス店

代表取締役 滝田 雅裕 氏

アドバイザー：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

1月17日 １月例会新年会（第１グループ） 10名

1月19日 １月例会（第２グループ） 7名

テーマ：『インターンシップ受入れで変わったこと』

～社員の成長に繫げるには～

話題提供者：㈱内藤生花店

代表取締役 菅田 光子 氏

1月19日 １月例会（第５グループ） 7名

テーマ：魅惑の香りの秘密

話題提供：㈱珈琲専科ヨシダ

専務取締役 高橋 克己 氏

1月20日 １月例会新年会（第３グループ） 7名

1月21日 １月例会（第８グループ） 4名

テーマ：経営理念シートの作成 ～意見交換～

1月28日 １月例会（第６グループ） 7名

テーマ：雑穀業界について

話題提供者：㈱山本忠信商店

食品原料課課長 長谷川浩史 氏

1月29日 １月例会新年会（第７グループ） 5名

2月 4日 ２月例会（第４グループ） 8名

テーマ：素直に暴露します、４年前迄当院はブラック企業

でした。～ワークライフハピネスを目指し、小規

模組織でも出来た人事評価制度～

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 佐藤 瑠美 氏

2月 9日 ２月例会（第５グループ） 12名

見学先：トォータルフーズ㈱

話題提供：トォータルフーズ㈱

取締役副社長 香川 澄子 氏

2月10日 １月＆２月例会（第９グループ） 4名

テーマ：コミュニケーションをとるコツは？

～まず、自分を知ろう～

話題提供者：㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

2月13日 拓の会フォーラム 31名

【討論テーマ】

１．社員教育 ２．経営指針 ３．社会貢献する会社とは

2月13日 ２月例会（第３グループ）

テーマ：拓の会フォーラム

2月24日 ２月例会（第２グループ） 5名

テーマ：今後のグループ活動と編成について

2月26日 ２月例会（第７グループ） 6名

テーマ：子供の頃の夢、今の夢、これからの夢

話題提供者：㈱ビゴラス 代表取締役 掛村 真二 氏

2月28日 １グループ２月例会（釧路支部一歩の会合同）

7名

3月 4日 ３月例会（第４グループ） 8名

テーマ：会社に貢献した社員を評価したい

話題提供者：㈱ヤマジョウ

専務取締役 太田 雄基 氏

3月 9日 第５グループ・池田地区会合同３月例会 13名

見学先：㈱池田の森牧場

3月11日 ３月例会（第１グループ） 13名

テーマ：これまでの例会活動を振り返り、皆が求める討論

のスタイルはどうあるべきか侃々 々しましょう

話題提供者：フォレスト矯正歯科クリニック

院長 大和 志郎 氏

3月12日 ３月例会（第７グループ） 4名

テーマ：一年の活動を振り返るとともに、来年度の活動計

画について話し合います。

3月17日 ３月例会（第８グループ） 4名

テーマ：2014年度 経営指針研究会 総括報告会

話題提供者：

㈲音更環境管理センター 取締役専務 畠山 卓也 氏

㈱共同電設 専務取締役 原田 健太 氏

㈱神野木工場 専務取締役 神野 梢 氏

トォータルフーズ㈱ 取締役副社長 香川 澄子 氏

㈱ひらかわ 取締役専務 平川 直樹 氏

3月17日 ３月例会（第３グループ） 5名

テーマ：2014年活動のまとめ

3月17日 ３月例会（第９グループ） 5名

テーマ：コミュニケーションをとるコツは？ Part2

～まず、自分を知ろう～

話題提供者：㈱ネオプロセス 丹羽 広樹 氏

3月18日 第６グループ３月例会 6名

テーマ：2014年グループ活動まとめ

3月19日 ３月例会（第２グループ） 7名

テーマ：2014年度グループ活動のまとめ

［共育委員会］

2014年

4月14日 第１回委員会 6名

5月 9日 第２回委員会 9名

5月22日 第３回委員会 10名

6月18日 第４回委員会 8名

8月12日 第５回委員会 11名

9月 2日 第６回委員会 11名

9月18日 第７回委員会＆社員ステップアップセミナー評価

委員会 7名

11月 7日 第８回委員会 10名



12月 2日 第９回委員会 12名

2015年

1月14日 第10回委員会 7名

2月 6日 第11回委員会 10名

3月12日 第12回委員会＆中堅幹部学校卒業審査会議 9名

［求人委員会］

2014年

6月25日 高校生向け事業説明会・情報交換会 32名

9月12日 第１回委員会 5名

［政策委員会］

2014年

4月15日 第１回委員会 3名

8月 6日 法人税改革に伴う緊急セミナー 39名

１．法人税改革で中小企業の負担はどう増えるのか

２．「個人保証制度見直し」でどう変わる金融機関融資

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 9日 外形標準課税反対運動特別プロジェクト 5名

11月28日 外形標準課税適用拡大に関する意見書提出 6名

2015年

2月 5日 第２回委員会 7名

［地域教育委員会］

2014年

6月19日 第１回委員会 4名

7月31日 高校生インターンシップ 2社 9名

8月 8日 2014十勝インカレサークル第１回会議

テーマ：商品開発の基礎知識と実例

講師：帯広畜産大学 教授 仙北谷 康 氏

例会・特別企画

2014年

5月29日 ５月例会 75名

テーマ：社長が代われば会社も変わる⁉ ～突然の事業承

継は変化のチャンス 私が作りたい会社とは…～

講師：岩見沢液化ガス㈱ 代表取締役 渡辺美智留 氏

6月 4日 ７月例会担当幹事ミーティング 4名

6月12日 ８月例会担当幹事ミーティング 4名

6月24日 支部役員研修会 27名

テーマ：十勝の未来を同友会で考えよう

～同友会理念を十勝のまちづくりに活かす方法～

講師：北海学園大学経済学部 准教授 大貝 健二 氏

7月11日 ９月例会担当幹事ミーティング 5名

7月28日 ７月例会 65名

テーマ：経営指針の実践を通じて社員に教わったこと

～企業変革支援プログラムに学んだ社員とのコ

ミュニケーション～

話題提供：㈱岩崎 専務取締役 古口 淳士 氏

（札幌支部 経営指針委員長）

8月21日 ８月例会 68名

テーマ：誠実さを貫けば、道は開ける ～食肉偽装事件で

取引停止のピンチを乗り越えて～

講師：サンマルコ食品㈱ 代表取締役 藤井 幸一 氏

（札幌支部長）

8月29日 10月例会担当幹事ミーティング 6名

9月17日 ９月例会 99名

テーマ：コミュニケーションの悩み、抱えていませんか？

職場活性化・社員教育に役立つ 心理学入門

講師：帯広畜産大学 教授 渡邊 芳之 氏

9月22日 10月例会担当幹事ミーティング② 7名

10月 8日 第31回道研 in札幌 とかちナイト 31名

10月27日 10月例会 84名

テーマ：社員をメンタル不調にさせない組織作り

～事例紹介から見える良い会社とは～

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

講師：十勝障がい者就業・生活支援センターだいち

センター長 新明 雅之 氏

10月30日 支部12月例会担当幹事ミーティング 6名

11月26日 11月例会（食農繁盛塾第３講） 44名

テーマ：食の職人魂に火をつけろ ～生産者から消費者ま

で感動をつなげる～

講師：㈱サンヨネ 代表取締役 三浦 和雄 氏

12月15日 12月例会 44名

テーマ：経営者に求められるリーダーシップとは

～二つの経営に関する苦労話から学ぶ～

ケース①創業社長：㈱まつもと薬局

代表取締役社長 松本 健春 氏

ケース②後継者：㈲ニューパックとがし

代表取締役社長 富樫 雅道 氏

2015年

3月16日 ３月例会 63名

テーマ：十勝発、食をキーワードにした医療業界の全国展開

報告者：つがやす歯科医院 院長 栂安 秀樹 氏

地区会

［広尾地区会］

2014年

4月24日 ４月例会

テーマ：第40回とかち支部定時総会へ参加しましょう

5月21日 ５月例会 17名

テーマ：労使トラブル小劇場 ～物語でみるあんな事例・

こんな事例～

講師：古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

6月28日 ６月例会

テーマ：第６回地区会交流会 in帯広に参加しましょう

7月 7日 ７月例会 16名

テーマ：新会員さん発表‼ 自動車業界の近況

講師：広尾ボデー工業㈲ 代表取締役 面野 一 氏

8月31日 ８月例会

テーマ：「第25回収穫感謝祭に参加しましょう 」

9月22日 拓の会第５グループ合同９月例会 17名

テーマ：広尾地区会会員企業見学会‼

池下産業見学会＆昼食交流会‼

10月30日 10月例会 16名

テーマ：飼料・畜産業界の現状について

講師：十勝グレーンセンター㈱

代表取締役社長 織井 稔 氏

11月17日 11月例会 16名

テーマ：飼養頭数30頭から4,000頭への道 ～大規模化

から６次産業化まで 大野ファームの過去・現

在・未来～

講師：㈱大野ファーム 代表取締役 大野 泰裕 氏

（同友会とかち支部 副支部長）

12月12日 合同『望』年会 in広尾 15名

テーマ：2015年を大いに展望しよう‼ ～広尾・合同『望』

年会 in広尾～



2015年

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会へ参加）

2月18日 ２月例会 16名

テーマ：かんの温泉復活秘話

話題提供：勝海電気㈱

代表取締役社長 勝海 敏正 氏

3月17日 ３月例会 13名

テーマ：2015年度の地区会活動方針・活動計画ついて

［新得地区会］

2014年

4月11日 新しく新社会人になるみなさんを歓迎する集い

8名

4月24日 ４月例会

テーマ：第40回とかち支部定時総会へ参加しましょう

4月25日 ４月例会 13名

テーマ：経営指針研究会を終えて

講師：㈱関木材工業 常務取締役 山内ゆかり 氏

5月20日 ５月例会 11名

テーマ：中小企業振興基本条例について学ぼう ～制定

までの道のりと今後の展望～

報告者：東洋農機㈱ 取締役会長 渡邉 純夫 氏

（とかち支部政策委員会 委員）

6月28日 ６月例会

テーマ：第６回地区会交流会 in帯広に参加しましょう

7月16日 ７月例会 13名

テーマ：「十勝ワイナリーぶどう果汁サイダー」誕生秘話

～池田の地サイダーづくり実践から学ぶ～

講師：池田町観光協会 事務局長 佐藤 恒平 氏

8月23日 新得・清水地区会合同８月例会 15名

テーマ：お互いの交流を深めよう 夏の大交流会 in

新得

10月 3日 10月例会 14名

テーマ：十勝、新得町の経済状況と地域経済振興部の取り

組み ～地域経済の活性化に必要なこととは？～

講師：帯広信用金庫 地域経済振興部

推進役 中元 慎二 氏

11月14日 11月例会（サホロ大学） 14名

テーマ：蕎麦を使って新得町を活性化させたい

講師：原企画 副代表 原 大知 氏

12月 3日 『望』年会（12月例会） 10名

テーマ：2015年度を大いに展望しよう‼＆NHK朝の連

続テレビ小説「マッサン」にちなみウイスキーを

味わおう

12月14日 親子ふれあいもちつき体験会

テーマ：親子ふれあいもちつき体験会

2015年

1月23日 新年会（１月例会） 7名

テーマ：意気高く、新年を展望しましょう

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会へ参加）

3月 6日 ３月例会 5名

テーマ：新年度の地区会活動計画と役員体制について

［清水地区会］

2014年

4月23日 ４月例会 12名

テーマ：ヨーロッパ視察報告

話題提供：紺野建設㈱ 代表取締役 紺野 宏 氏

4月24日 ４月例会

テーマ：第40回とかち支部定時総会へ参加しましょう

5月24日 拓の会第５グループ合同５月例会 12名

テーマ：会員ファーム見学例会 in旭山・御影＆昼食交流

会 ～出田牧場（旭山）→フルタイムファーム

（御影）→レストラン風車（御影）～

6月28日 ６月例会

テーマ：第６回地区会交流会 in帯広に参加しましょう

7月30日 ７月例会 16名

テーマ：地域から必要とされる薬局を目指して ～未来志

向の会社作りで最後まで生き残る ～

講師：㈱まつもと薬局 代表取締役 松本 健春 氏

（同友会とかち支部 副支部長）

8月23日 清水・新得地区会合同８月例会

お互いの交流を深めよう 夏の大交流会 in新得

9月19日 ９月例会 15名

テーマ：農業者から経営者へ ～大規模化、ブランディン

グ、ファームレストラン…大野ファームが目指す

農業経営とは？～

講師：㈱大野ファーム 代表取締役 大野 泰裕 氏

（同友会とかち支部 副支部長）

10月15日 ペケレ大学第９講（10月例会） 15名

テーマ：新米社長の半年間 ～地域に愛される会社になる

ためにはどうしたらいいですか？～

講師：㈲コスモス マネージャー

㈱風車 代表取締役 安藤 智孝 氏

11月21日 11月例会 9名

テーマ：橋本畜産見学会 ＆昼食交流会 ～橋本畜産

（人舞）→カフェダイニング サルビア（清水）～

12月18日 『望』年会（12月例会） 11名

テーマ：2015年度を大いに展望しよう‼

2015年

2月 2日 環境部会合同２月例会 17名

テーマ：清水町や十勝の農業環境の現状と未来を語り合お

う

ゲスト：上清水地域振興会 役員２名

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会へ参加）

2月24日 ２月例会 7名

テーマ：新年度の地区会活動方針と活動計画について

3月18日 ペケレ大学第10講（３月例会） 12名

テーマ：清水地区会会員交流会‼

［足寄地区会］

2014年

4月24日 ４月例会

テーマ：第40回とかち支部定時総会へ参加しましょう

5月15日 ５月例会 9名

テーマ：キュウホーの今までとこれから

講師：㈱キュウホー 代表取締役 永井 博道 氏

7月24日 足寄・本別地区会合同７月例会 17名

テーマ：逆境こそ成功への鍵‼ ～人生大学スタイルで経

営者の実体験から学ぼう ～

講師：㈱テキサス 代表取締役 落合 洋 氏

（同友会とかち支部・元支部長 人生大学学長）

8月29日 ８月例会 8名

テーマ：次世代に想いを伝える経営指針づくり

講師：㈱アイザックス 取締役 相澤 勲 氏

9月24日 ９月例会 15名

テーマ：足寄町経済の現状と今後 ～町と商工会の取り組

みに関して～

講師：足寄町役場 経済産業課課長 寺地 優 氏

足寄町商工会 会長 武藤 衛賢 氏

10月17日 10月例会 10名



テーマ：十勝産野菜を使った農商工連携 ～農家さんとの

つながりを求めて～

講師：㈱珈琲専科ヨシダ 代表取締役 三野宮厚子 氏

11月11日 足寄・池田・本別地区会合同11月例会（オープン

例会）

テーマ：ライフスタイルの総合提案で家具業界の常識を変

える ～SWEET DECORATION白樺店見学

会＆講演会～

講師：長谷川産業㈱ 代表取締役社長 長谷川貫一 氏

12月 1日 本別地区会合同『望』年会 14名

テーマ：2014年を振り返り、2015年を展望しましょう

～足寄・本別地区会合同『望』年会 in足寄～

2015年

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会へ参加）

2月27日 ２月例会

テーマ：温泉旅館の事業承継。115年の歴史と今後

話題提供：芽登温泉ホテル 支配人 伊東 司 氏

3月30日 ３月例会 7名

テーマ：新年度の地区会活動方針と活動計画について

［大樹地区会］

2014年

4月24日 ４月例会

テーマ：第40回とかち支部定時総会へ参加しましょう

6月 6日 ６月例会 13名

テーマ：みなさまのお知恵を拝借‼ 晩成温泉の経営課題

と今後の展望

講師：ヤスダリネンサプライ㈱

代表取締役 田中 正一 氏

6月28日 ６月例会②

テーマ：第６回地区会交流会 in帯広に参加しましょう

10月20日 拓の会第５グループ合同10月例会 12名

テーマ：ヤスダリネンサプライ見学会＆昼食交流会

11月21日 11月例会 10名

テーマ：雑誌スロウの取材事例から考える、地域の魅力づ

くりと情報発信

講師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

（同友会とかち支部・副支部長）

12月12日 広尾地区会合同『望』年会 in広尾（12月例会）

テーマ：2015年を大いに展望しよう‼ ～大樹・広尾地区

会合同『望』年会 in広尾～

2015年

2月24日 ２月例会 10名

テーマ：広尾地区会の皆さんと交流しよう in大樹

3月24日 ３月例会 8名

テーマ：2015年度の地区会活動方針・活動計画ついて

［池田地区会］

2014年

4月24日 ４月例会

テーマ：第40回とかち支部定時総会へ参加しましょう

5月27日 山幸大学第12講 12名

テーマ：ハッピネス・デーリィの25年間は人との出会い

講師：㈲ハッピネス・デーリィ

取締役 嶋木 正一 氏

6月28日 ６月例会

テーマ：第６回地区会交流会 in帯広に参加しましょう

7月23日 ７月例会 14名

テーマ：零細企業のニッチ戦略 笑顔を繫ぐ仕事とは

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27日 ８月例会 13名

テーマ：激変したドライブイン・お土産屋 ～観光施設の

楽しさ・無限の可能性～

講師：㈱山下観光 代表取締役 野崎 勝敏 氏

（同友会とかち支部 清水地区会 会長）

9月29日 ９月例会 14名

テーマ：ライフスタイルをデザインする ～必要なのは

ちょっとした勇気と挑戦～

講師：㈱ファームステッド

代表取締役 長岡 淳一 氏

10月31日 山幸大学（やまさちだいがく）第13講（10月例会）

13名

テーマ：DIY（どうなっても いいから やってみよう）

～行政書士・カフェ経営・除雪機修理、どれが本

業⁉ 全て本業です‼～

講師：行政書士たんの法務事務所

所長 丹野 啓太 氏

11月11日 池田・本別・足寄地区会合同11月例会（オープン

例会）

テーマ：ライフスタイルの総合提案で家具業界の常識を変

える ～SWEET DECORATION白樺店見学

会＆講演会～

講師：長谷川産業㈱ 代表取締役社長 長谷川貫一 氏

12月19日 『望』年会（12月例会） 15名

テーマ：2015年を大いに展望しよう‼ ～2014年池田地

区会『望』年会～

2015年

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会へ参加）

2月25日 ２月例会 12名

テーマ：従業員のメンタルヘルス

～働きやすい職場とは～

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

3月 9日 拓の会第グループ合同３月例会

見学先：㈱池田の森牧場

［本別地区会］

2014年

4月24日 ４月例会

テーマ：第40回とかち支部定時総会へ参加しましょう

5月16日 ５月例会 11名

テーマ：本別町観光行政の取り組みについて

講師：本別町役場 企画振興課 商工観光・元気まち担当

課長補佐 高橋 哲也 氏

7月24日 本別・足寄地区会合同７月例会

テーマ：逆境こそ成功への鍵‼ ～人生大学スタイルで経

営者の実体験から学ぼう ～

講師：㈱テキサス 代表取締役 落合 洋 氏

（同友会とかち支部・元支部長 人生大学学長）

9月 1日 ９月例会 14名

テーマ：銀行から融資を受けるためのポイント

講師：北洋銀行本別支店 支店長 和泉 秀樹 氏

10月14日 10月例会 10名

テーマ：生産・加工・販売から更なる挑戦へ

講師：本寺畜産 副代表 本寺 政則 氏

11月11日 本別・足寄・池田地区会合同11月例会（オープン

例会） 29名

テーマ：ライフスタイルの総合提案で家具業界の常識を変



える ～SWEET DECORATION白樺店見学

会＆講演会～

講師：長谷川産業㈱ 代表取締役社長 長谷川貫一 氏

12月 1日 足寄地区会合同『望』年会（12月例会）

テーマ：2014年を振り返り、2015年を展望しましょう

～本別・足寄地区会合同『望』年会 in足寄～

2015年

2月23日 ２月例会 8名

テーマ：我が社の実践と今後の展望

講師：㈲佐藤牧場 代表取締役 佐藤 俊行 氏

部会・研究会

［女性部会］

2014年

4月11日 第24回定時総会 16名

5月23日 ５月例会 10名

テーマ：交流を深めましょう フリートーク‼

6月28日 ６月例会

テーマ：第６回地区会交流会 in帯広に参加しましょう

7月 7日 幹事会 9名

7月23日 ７月例会 12名

テーマ：色の効果を使って、〝幸せづくり"のお手伝い

話題提供：カラーコーディネートオフィス・アイリー

代表 伊藤 郁子 氏

8月31日 ８月例会 10名

テーマ：「第25回収穫感謝祭に参加しましょう 」

9月16日 ９月例会 9名

テーマ：フリーテーマで語り合おう 大交流会

10月 2日 10月例会 12名

テーマ：焼きたてを味わおう パン作り教室に参加しま

しょう

11月 6日 11月例会 13名

テーマ：厳しい経営環境下における経営の留意点

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13日 望年会（12月例会） 12名

テーマ：2015年度を大いに展望しましょう

2015年

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会） 11名

テーマ：京野菜「九条ねぎ」で売上10億円 ～脱サラ〝農

人"がめざす夢～

講師：農業生産法人こと京都㈱

代表取締役 山田 敏之 氏

（京都中小企業家同友会会員）

2月17日 幹事会 8名

3月19日 ３月例会 13名

テーマ：おもてなしの心を伝えるマナー講座

講師：Office フォージェミネート

代表 高橋好志子 氏

4月 3日 幹事会 6名

［十勝農商工連携部会］

2014年

4月 3日 幹事会 10名

4月 8日 2014年度定時総会 25名

4月16日 とかち地サイダー研究会設立総会 25名

テーマ：日本の地サイダー事情

講師：㈱丸善市町 工場長 市町 貴世 氏

（苫小牧支部）

5月21日 農業経営部会合同５月例会 21名

テーマ：６次産業化ファンド説明会

講師：北海道ベンチャーキャピタル㈱

代表取締役 三浦 淳一 氏

5月26日 ５月幹事会 10名

6月16日 第１回とかち地サイダー研究会 12名

テーマ：どんなサイダーを作りたいですか？

6月18日 幹事会 11名

6月26日 農業経営部会合同６月例会 19名

テーマ：我が社の商品名、本当に大丈夫？ ～本当に知っ

ておきたい知的財産の勘どころ～

講師：あさかぜ特許商標事務所 所長 中山 俊彦 氏

7月16日 チャレンジドショップ研究会７月例会 8名

7月22日 第２回とかち地サイダー研究会 13名

テーマ：〝十勝らしい"サイダー開発に向けて

7月24日 「知財」無料相談会 4名

8月 2日 幹事会 10名

8月26日 第３回とかち地サイダー研究会（苫小牧移動例会）

16名

9月 6日 幹事会 8名

9月18日 チャレンジドショップ研究会９月例会

テーマ：スイーツ店舗での障がい者の働き方 ～帯広電信

通り商店街「ぶどうの木」見学例会～ 9名

9月24日 首都圏販路拡大セミナー 29名

テーマ：高鮮度、高品質、高感度を皆さまの食卓へ 「安さ

以外にお客様が求めるモノ」をお届けするために、

『店づくり』、『品ぞろえ』、『サービス』に、とこと

んこだわります。

講師：㈱エース（北野エース）

専務取締役 高橋 一実 氏

10月14日 第４回とかち地サイダー研究会 16名

テーマ：地サイダー開発及び今後の販売に向けて ～丸善

市町 地サイダーサンプル試飲会 ～

10月14日 シンガポール販路開拓事業

10月23日 〝知財"無料相談会 第２弾 7名

講師：あさかぜ特許商標事務所所長

弁理士 中山 俊彦 氏

10月24日 幹事会 9名

11月12日 十勝まるごとフードコネクション2014 試食交流

会>

11月13日 十勝まるごとフードコネクション2014 商談会>

11月17日 小規模加工食品研究会 10名

テーマ：缶詰からレトルトパウチ、冷凍食品・野菜まで

～身近にあった驚きの加工技術・日本罐詰十勝工

場見学例会～

11月19日 第５回とかち地サイダー研究会 10名

テーマ：地サイダーの今後の販売方法に関して

12月12日 12月幹事会 8名

2015年

1月 6日 １月例会（新年例会） 22名

テーマ：①開拓舎とかち㈱設立から１年 ～現状と今後の

展望～

②〝十勝"から〝世界"へ ～農商工連携部会から

羽ばたいた２つの事例を見る～

１）シンガポール販路開拓の成果報告と今後の

課題

２）新たな地モンゴルの農産物貯蔵施設の建設

へ向けた挑戦

③十勝産野菜を使った農商工連携 ～十勝に根ざ

し40年、珈琲専科ヨシダの新たな挑戦～



報告者：開拓舎とかち㈱ 取締役 大石 富一 氏

㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

㈱珈琲専科ヨシダ

代表取締役 三野宮厚子 氏

1月14日 幹事会 11名

1月15日 とかち地サイダー研究会第６回例会 9名

テーマ：2015年度の活動に向けて

1月27日 とかち地サイダー研究会ラベルデザイン打ち合わ

せ 8名

1月29日 １月例会（エコマックスジャパン視察） 15名

テーマ：環境と調和した社会の実現を目指して ～全道・

全国に誇る自然エネルギーシステムの現場を見よ

う エコマックスジャパン視察会～

2月12日 商品デザイン研究会２月例会 19名

テーマ：人を惹きつける商品・デザインとは？ ～自社の

商品をお持ち寄りください 商品開発・デザイ

ン情報交換会～

話題提供：㈱江戸屋 取締役営業部長 塩野谷壯志 氏

野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

㈱プロコム北海道

制作部アートディレクター 前川 良二 氏

コーディネーター：㈲ニューパックとがし

代表取締役社長 富樫 雅道 氏

2月14日 幹事会 10名

2月17日 とかち地サイダー研究会ラベルデザイン打ち合わ

せ 12名

テーマ：統一ラベルのデザインに関して

2月26日 第７回とかち地サイダー研究会 10名

テーマ：2015年度の活動に関して

3月 3日 チャレンジドショップ研究会３月例会 6名

テーマ： 啄童子（そったくどうじ）施設見学会＆昼食交

流会

3月19日 第８回とかち地サイダー研究会 11名

テーマ：今後の活動計画について

3月27日 幹事会 9名

3月31日 第９回とかち地サイダー研究会 11名

テーマ：サイダーの販売方法 今後の活動計画について

［十勝〝食農"繁盛塾］

2014年

10月31日 十勝〝食農"繁盛塾 第１講 52名

テーマ：わが社の経営戦略と商品戦略

講師：農業生産法人 グリンリーフ㈱

代表取締役 澤浦 彰治 氏

11月19日 十勝〝食農"繁盛塾 第２講 50名

テーマ：世界唯一のパッケージマーケッター

～パッケージを売らないパッケージ屋～

講師：㈱パッケージ松浦 代表取締役 松浦 陽司 氏

11月26日 十勝〝食農"繁盛塾 第３講 94名

テーマ：食の職人魂に火をつけろ ～生産者から消費者ま

で感動をつなげる～

講師：㈱サンヨネ 代表取締役 三浦 和雄 氏

12月 3日 十勝〝食農"繁盛塾 第４講 51名

テーマ：暮らしの中の不思議

講師：おいしいものブティック 平翠軒

森田昭一郎 氏

12月10日 十勝〝食農"繁盛塾 第５講 47名

テーマ：新たなビジネス創出や発展に向けて ～ビジネス

の多氏性を想定した STP戦略をみがく～

講師：一般社団法人 食農共創プロデューサーズ

長谷川潤一 氏

12月17日 十勝〝食農"繁盛塾 第６講 50名

テーマ：食と農のブランド化とマーケット創造

講師：草場企画 代表取締役 草場 佳朗 氏

2015年

1月22日 十勝〝食農"繁盛塾 第７講 57名

テーマ：「農・学・福」をつなげ、魅力的な商品をつくる実

践的手法

講師：ホライズンコンサルティンググループ㈱

代表取締役 庄司 和弘 氏

1月28日 十勝〝食農"繁盛塾 第８講 49名

テーマ：商品開発、その先… ～お客様に喜んでいただく

ために～

講師：㈱パイロットフィッシュ

代表取締役 五日市知香 氏

2月18日 十勝〝食農"繁盛塾 第９講 51名

テーマ：地域資源を活かした商品・サービスづくり

～共感を生み出すブランディングの手法～

講師：㈱ファーマーズ・フォレスト 松本 譲 氏

2月25日 十勝〝食農"繁盛塾 第10講 50名

テーマ：りんご輸出について最近思う事

講師：山野りんご株式会社

代表取締役 山野 豊 氏

［農業経営部会］

2014年

4月 4日 第26回定時総会 64名

テーマ：大野ファームの過去・現在・未来、そこまで言っ

ていいんかい

講師：㈱大野ファーム 代表取締役 大野 泰裕 氏

4月15日 第１回幹事会 16名

4月18日 JGAP研究・推進プロジェクト第１回研究会

22名

テーマ：JGAPで、安全安心の農場つくり

①実践事例報告

⑴ テーマ：A-Netファーム十勝の JGAP

⑵ テーマ：JGAP審査とは？

② JGAP研究・推進プロジェクト研究会 発足と内容協議

講師：㈱A-Netファーム十勝

代表取締役 森田 哲也 氏

㈱北海道有機認証センター

センター長 塩田 彦隆 氏

5月23日 ５月幹事会 9名

6月 3日 JGAP研究・推進プロジェクト第２回研究会

14名

テーマ：本気の JGAP座学と実践農場視察

①JGAP認定基準の基準書の勉強

講師：バイエルクロップサイエンス㈱

マーケティング部アドバイザー 橋本 省三 氏

②JGAP実践農場視察（㈱A-Netファーム十勝）

6月 4日 ６月例会 41名

講演① テーマ：十勝農業への期待

講演② テーマ：十勝農業の現状・課題と道総研の果たす

役割について

講演：北海道十勝総合振興局 局長 濱﨑 隆文 氏

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 柳沢 朗 氏

6月16日 ６月幹事会 13名



7月 7日 ７月例会 20名

旭川・富良野地方移動例会

7月11日 第４回幹事会 15名

8月11日 第５回幹事会 13名

8月24日 JGAP研究・推進プロジェクト第３回研究会

9名

テーマ：JGAP審査のポイントと対策を学ぼう

講師：バイエルクロップサイエンス㈱

マーケティング部アドバイザー 橋本 省三 氏

8月31日 第25回収穫感謝祭

8月31日 第25回収穫感謝祭実行委員会

9月10日 第６回幹事会 13名

10月23日 第７回幹事会 15名

10月30日 10月例会 30名

テーマ：農業 IT管理ツール「豊作計画」について

講師：トヨタ自動車㈱

新事業企画部 企画総括グループ主任

喜多 賢二 氏

11月 5日 伊勢丹バイヤーとの情報交換会 19名

テーマ：最近の首都圏消費者の動向 傾向と対策

講師：㈱三越伊勢丹

食品統括部食品第３商品部 バイヤー

大野 真人 氏

（伊勢丹新宿/日本橋三越/銀座三越 北海道催事担当）

11月18日 11月例会（アグリフードネットワーク in帯広）

37名

12月 9日 12月例会（一泊望年会） 35名

テーマ：金融マンが見た農業経営の実態

講師：日本政策金融公庫帯広支店

支店長 小野 峰宏 氏

12月 9日 幹事会（在札幌オーストラリア領事との懇談会）

18名

2015年

1月13日 １月例会 55名

テーマ①：ファンが支える新たな投資システム「クラウド

ファンディング」とは？ ～あなたの想いを誰

かが応援 実例を交えてわかりやすくご紹介

します～

講師：ミュージックセキュリティーズ㈱

北海道支店長 渡部 泰地 氏

テーマ②：「北洋６次産業化応援ファンド」、「北洋農業応援

ファンド」について

講師：北洋銀行 地域産業支援部

調査役 大和田 康 氏

1月20日 第９回幹事会 13名

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会）

テーマ：京野菜「九条ねぎ」で売上10億円 ～脱サラ〝農

人"がめざす夢～

講師：農業生産法人こと京都㈱

代表取締役 山田 敏之 氏

（京都中小企業家同友会会員）

2月18日 全道農業関連部会道北あさひかわ交流会 24名

2月23日 第10回幹事会 6名

2月25日 JGAP研究・推進プロジェクト第４回研究会

9名

テーマ：私の GAP取得の目的とメリット＆デメリット

講師：山野りんご㈱ 代表取締役 山野 豊 氏

（青森）

3月 4日 ３月例会 講師を囲む会> 16名

3月 5日 ３月例会 情報交換・講演会> 40名

テーマ：クックパッドにみる消費者の実態

講師：クックパッド㈱ 執行役 堀口 育代 氏

3月25日 第11回幹事会 12名

［Doyou倶楽部］

2014年

6月 3日 ６月例会 9名

テーマ：2014年度の活動計画に関して

7月 9日 ７月例会 6名

テーマ：映画館を作るには？

講師：NPO法人 CINEとかち

代表理事 豊島 晃司 氏

8月22日 ８月例会（オープン例会）

テーマ：ドキュメンタリー映画「夢は牛のお医者さん」プ

レ試写会

9月27日 ９月例会 7名

テーマ：８月例会を振り返って＆懇親会

10月12日 10月例会 10名

テーマ：北海道ホープランドで焼肉パーティー

11月13日 11月例会 9名

テーマ：紆余曲折の15年 ～わが人生、わが同友会～

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 氏

12月 5日 「望」年例会 8名

テーマ：今年を振り返り、2015年を展望しよう

2015年

1月24日 １月例会（新年会） 7名

テーマ：2015年を大いに展望しましょう

2月23日 ２月例会 7名

テーマ：ミャンマー視察報告会‼

3月17日 ３月例会 8名

テーマ：今後の Doyou倶楽部の活動について

［人生大学］

2014年

5月 7日 ５月例会 38名

テーマ：社会に出て55年 ～人との出会い…そして学ん

だこと～

話題提供：東洋農機㈱ 取締役会長 渡邉 純夫 氏

6月 2日 ６月例会 22名

テーマ：働くことと生きること ～質問なんでも答えま

す ～

話題提供：㈱美容室ア・ラモード

代表取締役 竹内 勲 氏

7月 2日 ７月例会 23名

テーマ：十勝農業に携わり30年 ～その経験から今思う

こと…～

話題提供：児玉ヘルス商事㈱

代表取締役 児玉 誠也 氏

8月 4日 ８月例会 21名

テーマ：ライフスタイルの総合提案で家具業界の常識を変

える ～北海道から日本、そして世界へ…長谷

川産業の挑戦～

話題提供：長谷川産業㈱

代表取締役社長 長谷川貫一 氏

9月 2日 ９月例会 19名

テーマ：オンリーワン商品で勝負 ～農商工連携とオリ

ジナル商品開発に向けた取り組み

話題提供：㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏



10月 2日 10月例会 18名

テーマ：阪神淡路大震災から十勝へ ～ちょっと苦労した

私の30代～

話題提供：㈱ネオプロセス

代表取締役 松田 英明 氏

11月 4日 11月例会 19名

テーマ：社長業を通して学んだこと

話題提供：㈱ヒット 取締役会長 今井 久 氏

12月 2日 12月例会 16名

テーマ：後悔しない人生をおくるために

話題提供：ときいろファーム 代表 鴇崎 伊吹 氏

2015年

2月 2日 ２月例会 22名

テーマ：とかちの農業技術をモンゴルへ ～モンゴルプ

ロジェクトにかける思い～

話題提供：㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

2月20日 運営委員会 6名

3月 2日 ３月例会 16名

テーマ：自社の道すじ・あるべき姿を形にする

経営指針づくりから得た〝後継者になる"決意

話題提供：㈱関木材工業 常務取締役 山内ゆかり 氏

［IT総合研究会］

2014年

4月16日 第13回定時総会 19名

5月20日 第１回幹事会 10名

5月26日 第１回例会 23名

テーマ：ただで使えるオンライン版Word・Excelを勉強

しよう

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

6月24日 第２回例会（オープン例会） 33名

テーマ：プロが教える 上手に商品撮影するコツ

講師：㈲十条写真スタジオ

代表取締役社長 郷 誠一 氏

課長 塚本 逸彦 氏

7月23日 第３回例会 35名

テーマ：当社がネット販売を始めた理由。～試行錯誤で学

んだウラとオモテ～

講師：㈱Ｊパワーズ 代表取締役 戸田 好浩 氏

8月20日 第４回例会 21名

テーマ：アプリケーション（LINEの使い方）について

講師：㈱近藤商会 常務取締役 近藤 真治 氏

9月19日 第５回例会 20名

テーマ：検索エンジンからホームページに集客する方法

講師：㈱もりの 代表取締役専務 森野 直樹 氏

12月19日 第６回 IT総研例会・望年会 18名

テーマ：SNSを活かすホームページの構築について＆望

年会‼

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

2015年

1月23日 第７回例会 13名

テーマ：無料ソフトでプロ並みの写真加工『GIMP（ギン

プ）』を使ってみよう。

講師：㈱ノブ 係長 高井 道雅 氏

2月20日 第８回例会 18名

テーマ：インターネットを利用した宣伝広告

講師：㈱フジプロ 代表取締役 池田 正義 氏

3月20日 幹事会 8名

3月20日 第９回例会 18名

テーマ：すぐに使える 実用的なWord＆Excel講座

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

［あすなる会］

2014年

4月 3日 第13回運営委員会（2013年・2014年運営委員合

同委員会） 17名

4月10日 第16回定時総会 42名

テーマ：お客さま密着 で地域に貢献する十勝バスの経営

～「40年ぶりの利用者増加の実例」からの今後の

展望～

講師：十勝バス㈱ 代表取締役社長 野村 文吾 氏

4月28日 二役会 5名

5月 9日 第１回運営委員会 14名

5月15日 企業力向上討論グループ５月例会 14名

テーマ：自己紹介（名刺交換）と一年間の討論内容計画

5月22日 財務グループ５月例会 20名

テーマ：１分間自己紹介と財務基礎講座（PL・BS講座）

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

5月23日 社内問題共有グループ５月例会 16名

内容：

・オリエンテーション（自己紹介）

・今後の講師案について

・現在の社内問題について

6月 5日 第２回運営委員会 15名

6月17日 社内問題共有グループ６月例会 15名

テーマ：就業規則・労働問題・社内環境に関して

講師：古田社労士行政書士事務所

代表 古田 裕 氏

6月18日 財務グループ６月例会 22名

テーマ：「社長になるための財務講座」

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19日 企業力向上討論グループ６月例会 15名

テーマ：人間関係・コミュニケーション・モチベーション

について討論

7月 8日 第３回運営委員会 16名

7月15日 企業力向上討論グループ７月例会 12名

テーマ：人間関係・コミュニケーション・モチベーション

について討論

7月16日 社内問題共有グループ７月例会 13名

テーマ：面接・採用・人材育成に関して

講師：サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 氏

（同友会とかち支部 求人委員長）

7月17日 財務グループ７月例会 20名

テーマ：「社長になるための財務講座」 ～財務基礎講座③～

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

8月 8日 第４回運営委員会 15名

8月27日 ８月全体例会 44名

テーマ：〝あす"ために〝なる"金融セミナー

講師：㈱商工組合中央金庫 帯広支店

支店長 近藤 泰弘 氏

9月 3日 第５回運営委員会 14名

9月 5日 あすなる会・青年経営者の会合同交流会 43名

テーマ：お互いの活動について知ろう あすなる会・青

年経営者の会 合同交流会

9月10日 企業力向上討論グループ９月例会 16名

テーマ：コミュニケーション向上ゲーム（人狼）でシミュ

レーション



9月16日 社内問題共有グループ９月例会 12名

テーマ：就業規則活用術

講師：かしわ労務行政事務所 所長 細川 隆昭 氏

9月22日 財務グループ９月例会 19名

テーマ：「社長になるための財務講座」 ～財務基礎講座④～

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

10月 3日 第６回運営委員会 15名

10月17日 企業力向上討論グループ10月例会 13名

テーマ：今実際に悩んでいること各社で行っているお奨め

のことの討論

10月20日 財務グループ10月例会 19名

テーマ：「社長になるための財務講座」 ～財務基礎講座⑤～

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

10月22日 社内問題共有グループ10月例会 14名

テーマ：社内のベクトルとモチベーションUP術

講師：アクトドリームサポート合同会社

代表 中村 博 氏

11月 7日 全道青年部・後継者部会 inふらの 51名

テーマ：『株式会社未来 ～きっかけは富良野～』

11月10日 第７回運営委員会 18名

11月17日 財務グループ11月例会 20名

テーマ：「社長になるための財務講座」 ～財務基礎講座⑥～

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

11月20日 企業力向上討論グループ11月例会 16名

テーマ：今実際に悩んでること、各社で行っているお奨め

のことの討論②

11月25日 社内問題共有グループ11月例会 12名

テーマ：人事考課は必要か？ どう役立てるか？

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

12月 5日 臨時総会・12月全体例会 46名

テーマ：「現役・OB交流例会」 ～あす社長になる、我々に

不可欠な要素は‼～

OBパネリスト

大成ベルト工販㈱ 代表取締役 岸 龍吉 氏

㈱タム 代表取締役社長 松原 雅人 氏

㈱内藤生花店 代表取締役 菅田 光子 氏

㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

コーディネーター

㈲おかやす 専務取締役 岡安 純一 氏

12月12日 第８回運営委員会（2014年度・2015年度合同）

21名

2015年

1月21日 第９回運営委員会 11名

2月 3日 新年例会（とかち支部新年交礼会）

テーマ：京野菜「九条ねぎ」で売上10億円 ～脱サラ〝農

人"がめざす夢～

農業生産法人こと京都㈱ 代表取締役 山田 敏之 氏

（京都中小企業家同友会会員）

2月 6日 第10回運営委員会（2014年度・2015年度運営委

員合同） 21名

2月18日 企業力向上討論グループ２月例会 12名

テーマ：一年間のまとめ討論 一年間の反省と討論から学

んだこと これから実践したいこと

2月20日 社内問題共有グループ２月例会 9名

テーマ：2014年度を振り返ろう、大懇親会

2月23日 財務グループ２月例会 19名

テーマ：「社長になるための財務講座・まとめ」 ～財務基

礎講座⑦～

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

3月 6日 第11回運営委員会 18名

3月13日 ３月全体例会 39名

テーマ：あすなる会グループ活動報告会＆大討論会

～１年間の気付きと学びを語り合おう ～

3月18日 運営委員会（総務企画委員会） 6名

4月 3日 第12回運営委員会 17名

［環境部会］

2014年

4月 9日 第11回定時総会 25名

ヘンプの有用性と普及活動

報告者：北海道ヘンプネット

世話人代表 菊地 治己 氏

（農業活性化研究所代表、元十勝農業試験場長）

4月17日 第１回世話人会 13名

5月12日 第２回世話人会 13名

5月20日 ５月例会 13名

テーマ：視察した東北の被災地のその後

話題提供：㈲ルーラルコーポレーション

代表取締役 松田 幹典 氏

6月 2日 第３回世話人会 12名

6月23日 ６月世話人会 12名

6月24日 ６月移動例会 14名

テーマ：大樹町林業試験区見学例会

講師：地方独立行政法人北海道立総合研究機構

林業試験場 森林環境部 部長 佐藤 創 氏

7月 4日 ７月例会 18名

テーマ：「再生可能エネルギー」ってほんと自然にも人にも

やさしいの？ ～いまあるものでじゅうぶんでき

る ～

講師：ひとりNGO 山
やま
田
だ

征
せい

氏

7月 8日 ７月例会Part2  14名

テーマ：映画『ブルー・ゴールド ～狙われた水の真実～』

鑑賞

8月 4日 第５回世話人会 12名

8月23日24日 ８月例会 5名

テーマ：竹田津実の仕事 ～キタキツネ、オホーツク村、

土、アフリカ～

9月 8日 ９月例会（道北一泊研修） 11名

テーマ：道北の環境問題最前線を行く ～移動例会 in旭

川・名寄～

薬用植物の栽培現場から、産業用ヘンプ（大麻）圃場、東

川町水道事業視察

10月 1日 植樹プロジェクト 13名

テーマ：来年の植樹へ向けた豊頃町長との打ち合わせ

同行者：地方独立行政法人北海道立総合研究機構

林業試験場 森林環境部 部長 佐藤 創 氏

10月 8日 10月例会 14名

テーマ：レンタバスで行く『北翔大学＆最新植物工場見学

ツアー』 ～西村弘行・北翔大学学長による校内案

内＆Ｊファーム苫小牧見学～

10月20日 第７回世話人会 11名

11月20日 11月例会 13名

テーマ：シシャモ山に登る ～シシャモを通して見る自然



環境問題～

講師：十勝川のシシャモを守る会

代表 和田 宏樹 氏

12月 1日 第８回世話人会 13名

12月 7日 12月例会

テーマ：映画「100年ごはん」上映会

2015年

1月17日 １月例会 7名

テーマ：生活を守る森林の働き

講師：地方独立行政法人北海道立総合研究機構

林業試験場 森林環境部 部長 佐藤 創 氏

1月26日 第９回世話人会 14名

2月 2日 清水地区会合同２月例会 17名

テーマ：清水町や十勝の農業環境の現状と未来を語り合おう

ゲスト：上清水地域振興会 役員２名

2月19日 第10回世話人会 12名

2月27日 農業経営部会・合同２月例会（オープン例会）

40名

テーマ：TPPとわが国農畜産業を巡る情勢について

～『和の経済』の視点から～

講師：札幌大学 客員教授 三野 耕治 氏

3月20日 第11回世話人会（一泊） 10名

［青年経営者の会］

2014年

4月17日 第２回定時総会 27名

テーマ：「自己紹介」もしくは「自社 PR」

6月12日 二役会 5名

7月15日 第１回世話人会 9名

8月 4日 第２回例会 35名

テーマ：お客様と繫がるダイレクトマーケティングの秘訣

～顧客満足度を高めて、継続的にファンになって

もらう仕組み作り～

講師：寺坂農園㈱ 代表取締役社長 寺坂 祐一 氏

（道北あさひかわ支部富良野地区会わかば会）

9月 5日 あすなる会合同交流会 43名

テーマ：お互いの活動について知ろう

青年経営者の会・あすなる会 合同交流会

10月 6日 二役会 5名

10月31日 第２回世話人会 9名

11月21日 第３回例会＆望年会 24名

テーマ：十勝の歴史を学んで、経営者としての先見性と実

行力を考える ～100年企業を目指して～

講師：豊頃町教育委員会 教育長 菅原 裕一 氏

12月17日 青年経営者の会二役会 5名

2015年

1月 8日 第３回青年経営者の会世話人会 12名

2月10日 第４回例会 33名

テーマ：同友会バル

2月24日 第４回世話人会 9名

4月 1日 第５回世話人会 7名

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2014年

4月 3日 2014年総会 16名

4月17日 肩慣らしオープニング例会 10名

5月 8日 第１回例会 16名

6月12日 第２回例会 10名

7月 9日 第３回例会 9名

8月 7日 第４回例会 10名

9月11日 第５回例会 11名

9月26日 第５回例会 11名

10月 9日 第６回例会 11名

10月29日 特別例会 11名

10月29日 納会 11名

共育・求人活動

［共同求人活動］

2014年

7月30日 社会人になるための就職セミナー 133名

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 委員長 兼子 賢 氏

（サンテクノ㈱社長）

テーマ：就職の心構えと自己分析

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

テーマ：大人のビジネス常識と企業面接時の訪問マナー

講師：十勝障がい者就業・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

8月 2日 2014十勝合同企業説明会 第２次> 45名

8月 2日 高校生のための合同企業説明会 29名

9月26日 2014十勝合同企業説明会 第３次> 37名

2015年

2月 7日 高校２年生のための企業説明会 56名

3月27日 高校１年生のための就職セミナー

『ちょっと先輩社会人によるパネルディスカッション』

～働くことと、生きること～

3月30日 2015年合同入社式＆新入社員研修会

［社員教育活動］

2014年

4月 3日 2014年新入社員研修会③ 31名

7月 1日 新入社員フォローアップ研修会 32名

テーマ：私が新入社員だった頃

報告者：㈱まつもと薬局 事務責任者 横田衣理那 氏

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

2015年

2月17日 社員マナー研修会 33名

2月17日 2014年度入社社員対象フォローアップ研修会

20名

テーマ：一年を振り返って、自分の人生ビジョンの作成と

会社のビジョンを知ろう

講師：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

3月18日 第45期中堅幹部学校 卒業式 26名

3月25日 2015年新入社員研修会①

3月30日 2015年新入社員研修会②

［第１期十勝経営者大学・経営学コース］

2015年

1月24日 第１講 17名

テーマ：実践で応用できるマーケティング基礎

講師：帯広畜産大学 教授 仙北谷 康 氏

1月31日 第２講

テーマ：農業経営学

講師：帯広畜産大学 教授 志賀 永一 氏

2月 7日 第３講

テーマ：経営管理論



講師：釧路公立大学 教授 西村 友幸 氏

2月14日 第４講

テーマ：地域密着で全国マーケットへ

講師：㈱ダテハキ 取締役会長 守 和彦 氏

2月21日 第５講

テーマ：企業のケース分析

講師：小樽商科大学

商学研究科 教授 籏本 智之 氏

2月28日 第６講

テーマ：心理学を経営に生かす

講師：帯広畜産大学 教授 渡邊 芳之 氏

3月 7日 第７講

テーマ：激動する世界経済をどう見るか

講師：北星学園大学 教授 佐々木隆生 氏

3月14日 第８講

テーマ：浜中町農協の挑戦

講師：浜中町農業協同組合 理事長 石橋 榮紀 氏

3月21日 第９講

テーマ：人と人との心を結び、お菓子を通じて幸せを届ける

～徹底した経営理念の実践で、日本一の菓子店づ

くりをめざす～

講師：㈱柳月 代表取締役 田村 昇 氏

3月28日 第10講

テーマ：中小企業の経営戦略

講師：小樽商科大学 教授 玉井 健一 氏

［第４期社員ステップアップセミナー］

2014年

7月16日 第１講 16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

7月23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

8月 1日 第３講

テーマ：コミュニケーション力アップ

講師：十勝障がい者就業・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

8月 2日 第４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

8月 6日 第５講

テーマ：私の仕事観 ～あなたにとって仕事とは？～

講師：ソーゴー印刷㈱ しゅん編集部 猿渡 亜美 氏

（第44期中堅幹部学校卒業生）

㈱山本忠信商店 営業部農産課 豊吉 純 氏

（第３期社員ステップアップセミナー修了生）

8月20日 第６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

8月27日 第７講

テーマ：給料の源泉

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

9月 3日 第８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

9月10日 第９講

テーマ：私のメンタルヘルス

講師：カラーコーディネートオフィス・アイリー

代表 伊藤 郁子 氏

9月24日 第10講（修了式）

テーマ：仕事を自らのものとする

講師：㈲尾藤農産 代表取締役 尾藤 光一 氏

［第45期中堅幹部学校］

2014年

11月12日 第１講 13名

テーマ：中小企業に求められる中堅幹部像とは何か

講師：㈱まつもと薬局 代表取締役 松本 健春 氏

11月19日 第２講

テーマ：部下育成とコーチング

講師：KIDOライフデザイン研究所

所長 城戸 和子 氏

11月26日 第３講

テーマ：ロジカルシンキング ～筋が通った考え方～

講師：帯広大谷短期大学 学長 田中 厚一 氏

11月28日 第４講（一泊研修）

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29日 第５講（一泊研修）

テーマ：経営者からの問題提起（現場見学）

講師：オムニス林産協同組合

代表理事 瀨上 晃彦 氏

12月 3日 第６講

テーマ：財務分析のABC

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

12月10日 第７講

テーマ：財務ワークショップ ～実践 会社再建法～

発表者：昨年のワークショップ発表優秀グループ

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

2015年

1月14日 第８講

テーマ：日本経済

～明日から新聞を読むのが楽しくなる ～

講師：北海道大学 特任教授 井上 久志 氏

1月21日 第９講

テーマ：組織活性化とファシリテーション

講師：㈲石田コンサルタントオフィス

代表取締役 石田 邦雄 氏

1月28日 第10講

テーマ：十勝地域の経済情勢とその展望

～自社に引き寄せて考えよう～

講師：帯広信用金庫

地域経済振興部長 秋元 和夫 氏

2月 4日 第11講

テーマ：マーケティング基礎

講師：帯広畜産大学 教授 仙北谷 康 氏

2月12日 第12講

テーマ：牛も人もどんどん育つ牧場 経営指針に基づい

た企業づくり

講師：㈲藤井牧場 代表取締役社長 藤井雄一郎 氏

（道北あさひかわ支部）

2月18日 第13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

2月25日 第14講

テーマ：山忠は人でできている

～社員が育つ社風作りと中堅幹部に求めること～

講師：㈱山本忠信商店 代表取締役 山本 英明 氏

3月 4日 第15講

ワークショップ発表会

3月18日 卒業式

講師派遣

2014年

7月 5日 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

㈱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

事務局次長 佐藤 珠実

8月28日 上士幌高校模擬面接

面接官：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

㈱柳月

管理部人事グループ 相談役 深瀬 光正 氏

㈱ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 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

9月10日 北海道新得高校模擬面接

面接官：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 氏

2015年

2月 6日 上士幌高校模擬面接

面接官：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

㈱ノベルズ食品

代表取締役社長 西尾 康宏 氏

㈱ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 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


