
と か ち 支 部

とかち支部 2015年度の活動のあゆみ

１）支部設立40周年記念事業を実施

1975年に設立された帯広支部（当時）も40周年の節目の年を迎え、様々な活動を展開してまいりました。

11月６日には、全道青年部後継者部会交流会 inとかちの設営を担当し、あすなる会と青年経営者の会が連携し、50回を超える実行

委員会、各担当部会の打合せをへて、十勝全域を会場として６分科会に分かれて学び合いました。当日は全道から353名の参加者を

迎え、大いに学び交流しました。

また、2016年２月２日には、支部設立40周年記念祝賀会を執り行い、歴代支部長による支部活動を振り返るパネルディスカッショ

ンや、永年会員表彰などを行い、40周年を祝いました。

さらに、２月12日には、とかち支部として初めて行う会員企業による展示会「十勝の企業力2016」を開催し、会員相互のビジネス

マッチングが促進されました。また、展示会へは地元高校生も参加し、「キャリアクエスト2016」として、企業展示ブースを訪問し、

企業研究を行いました。

２）９年連続増、過去最大会勢896社会員を達成 ～新会員へのフォロー体制も充実～

とかち支部では87名の新たな仲間を迎え、会員数は９年連続増、過去最大会勢となる896社となりました。

また、新入会員のフォローアップ活動として、これまで組織委員会が行っていた新入会員ガイダンスに加え、同期入会どうしの学

び合い活動として「いろはの会」がスタートしました。１年間同じグループで互いに自社の取り組みなどについて話題提供を行うな

ど、フォロー体制が充実しました。

３）強靱な企業体質作りへ ～例会、学び合い活動の充実～

支部例会では同友会の仲間から学ぶ例会を中心に計10回開催し、延べ1,054名が参加しました。また、人事・労務、事業承継など

をテーマとした経営労務セミナーは２回開催し、延べ45名が参加しました。経営指針研究会は１年を通して侃々 々と議論し、８名

が経営理念を成文化しました。

４）さらに充実する社員教育活動、共同求人活動 ～東京での合同企業説明会開催～

新入社員研修会、新入社員フォローアップ研修会、第５期社員ステップアップセミナー、第46期中堅幹部学校など階層別研修にも

力を入れました。第１期十勝経営者大学を開講し、2015年度は北海道論コースが開講されています。

また、2015年度は帯広地域雇用創出促進協議会と連携した新卒、中途向け合同企業説明会に加え、帯広市と連携して人材確保の取

り組みとして「UIJターン促進事業」を実施しました。前年度に引き続き、十勝で暮らし、働き方を紹介した『ワークワークとかち』

を関係団体と連携し発行し、全国の大学等へ配布、さらに東京での合同企業説明会や、移住就職相談会を開催しました。また、移住

体験ツアーを企画、実施するなど、十勝地域での人材確保のみならず、全道全国へ向けた共同求人活動を行いました。

さらに、2016年３月には帯広大谷短期大学ととかち支部との間で包括連携協定を調印し、学生の就職指導や、インターンシップ受

入、産学連携の促進などに取り組むこととなりました。

５）農商工連携・６次産業化の取り組み ～日本食農連携機構と農業経営部会が連携協定～

全国の農業者の育成や食と農のビジネスマッチングなどに取り組んでいる、日本食農連携機構と支部農業経営部会は、2015年４月

に連携協定を締結しました。全国の農業者との交流や、食関連企業とのビジネスマッチングが進みました。

また、十勝農商工連携部会の中で活動していた「とかち地サイダー研究会」が新たに部会として立ち上がり、統一ロゴをつくるな

ど連携が促進し、新たな地サイダーが生まれました。

６）さらに広がる海外展開活動 ～シンガポールでの物産展出展、モンゴルでの新プロジェクト始動～

５年目を迎えたシンガポールミッション。今年度は帯広市と連携し2016年１月から２月に高島屋シンガポールの物産展へ13社が

出展し、海外販路開拓に取り組みました。

また、前年度より継続している JICA草の根技術協力事業「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」も農産物の試験貯蔵が２年目を迎え、実証実験が進んでいます。さらにモンゴル国での農産物直売所の運営や土壌改良を進める

プロジェクトが新たにスタートし、十勝農業が培ってきた技術が世界に浸透していきます。



総会・幹事会

2015年

4月13日 四役会 13名

4月13日 第２回 幹事会 32名

4月21日 第41回定時総会 204名

記念講演：めんたいこの元祖ふくや私の経営理念

～人をいかす経営～

報告者：㈱ふくや 代表取締役社長 川原 正孝 氏

（福岡同友会会員)

5月11日 四役会 7名

5月13日 第３回 幹事会 30名

6月 1日 四役会 11名

6月 8日 四役会 9名

6月 8日 第４回 幹事会 26名

7月 6日 四役会 6名

7月13日 四役会 11名

7月13日 第５回 幹事会 28名

8月 3日 四役会 10名

8月10日 四役会 9名

8月10日 第６回 幹事会 24名

9月 8日 四役会 7名

9月14日 四役会 12名

9月14日 第７回 幹事会 29名

10月 5日 四役会 10名

10月13日 四役会 9名

10月13日 第８回 幹事会 27名

11月 2日 四役会 11名

11月 9日 第９回 四役会 11名

11月 9日 第９回 幹事会 25名

12月 7日 四役会 11名

12月14日 四役会 11名

12月14日 第10回幹事会・幹事望年会 30名

2016年

1月12日 四役会 9名

1月18日 第11回 幹事会 24名

1月18日 四役会 8名

2月 2日 設立40周年記念祝賀会（新年交礼会） 287名

2月 8日 四役会 11名

2月15日 四役会 10名

2月15日 第12回 幹事会 26名

3月 7日 四役会 9名

3月14日 四役会 10名

3月14日 第13回 幹事会 28名

3月22日 2015年度 臨時総会 66名

3月23日 帯広大谷短期大学との包括連携協定調印式

専門委員会

［経営指針委員会］

2015年

4月 6日 第１回委員会 7名

4月28日 経営指針研究会オリエンテーション 16名

テーマ：経営理念の根本課題

～何のために経営を行うのか～

報告者：㈱あんずカンパニー

代表取締役 須藤 隆昭 氏

（釧路支部経営指針委員長)

5月28日 経営指針研究会第２講 12名

6月19日 経営指針研究会第３講 11名

7月28日 経営指針研究会第４講 11名

8月18日 経営指針研究会第５講 12名

9月28日 経営指針研究会第６講 10名

10月 8日 第２回委員会 5名

10月18日 経営指針研究会第７講（一泊研修） 13名

11月11日 経営指針研究会フォローアップセミナー 9名

11月16日 経営指針研究会第８講 11名

12月11日 経営指針研究会第９講 11名

12月11日 第３回委員会 5名

2016年

1月28日 経営指針研究会第10講 12名

2月 9日 経営指針研究会第11講 12名

3月 8日 経営指針委員会３月セミナー 12名

テーマ：銀行に選ばれる会社経営

～なぜ、経営指針が必要なのか～

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17日 2015年度 経営指針研究会総括報告会 19名

3月23日 第４回委員会 5名

［総務企画委員会］

2015年

4月 9日 第１回委員会 8名

10月19日 第２回委員会 7名

2016年

1月27日 第３回委員会 7名

［絆の会］

2015年

4月 9日 ３月旅行報告 17名

8月 3日 ８月例会 11名

テーマ：生協生活43年を振り返って

講師：北海道生活協同組合連合会

専務理事 山口 敏文 氏

12月 3日 12月例会 19名

テーマ：ムトウ自動車のあゆみと足寄地区会

～後継者にゆずる気持ち～

講師：㈲ムトウ自動車

代表取締役会長 武藤 衛賢 氏

2016年

3月23日 ３月例会 14名

テーマ：同友会と私、そして同友会での思い出

講師：古川建設㈱ 取締役会長 古川 盛 氏

［求人委員会］

2015年

4月17日 第１回委員会 7名

6月19日 高校生向け事業説明会・情報交換会 27名

9月17日 第２回委員会 5名

11月10日 第３回委員会 4名

2016年

2月19日 第５回委員会 3名

［共育委員会］

2015年

4月22日 第１回委員会 8名

5月14日 第２回委員会 5名

6月 2日 第３回委員会 5名

8月 5日 第４回委員会 4名

8月27日 第５回委員会 8名

9月 7日 第６回委員会 6名

9月28日 ステップアップセミナー打ち合わせ 4名

10月 2日 第７回委員会 7名



12月 1日 第８回委員会 9名

2016年

1月 6日 第９回委員会 6名

2月15日 第10回委員会 7名

3月11日 第11回委員会 7名

［地域教育委員会］

2015年

4月30日 第１回委員会 3名

9月29日 第２回委員会 5名

10月 6日 進路指導担当の先生と経営者との情報交換会

17名

11月10日 第３回委員会 5名

12月16日 第１回求人委員会合同委員会（2/12高校生向けセ

ミナー企画会議） 6名

2016年

1月19日 第２回求人委員会合同委員会（2/12高校生向けセ

ミナー企画会議） 8名

2月 4日 第４回委員会（求人委員会合同） 5名

［地域政策委員会］

2015年

7月21日 第１回委員会 4名

8月24日 第２回委員会 7名

11月 9日 地理的表示保護制度セミナー 24名

2016年

3月 1日 第３回委員会 5名

［組織委員会］

2015年

5月 7日 第１回委員会 5名

6月 4日 第２回委員会 6名

6月 9日 新入会員ガイダンス＆いろはの会15Ａガイダン

ス 19名

6月29日 第３回委員会＆移動全道・組織企画委員会 inとか

ち 8名

7月21日 「知り合い・学び合い・援け合い」会員交流会

30名

テーマ：わが社の実践報告

自販機一筋41年 わが社の歴史と経営環境変化

～自動販売機のメンテナンスから大手コンビニの

カフェ・コーヒーマシンまで～

講師：㈲エコマート／店舗工房

代表取締役 藤田 国敏 氏

（㈲ふじたエンジニアーサービス代表取締役)

7月30日 第４回委員会 6名

9月 1日 第５回委員会 7名

9月30日 第６回委員会 5名

10月 2日 新入会員ガイダンス＆いろはの会15Ｂガイダン

ス 14名

10月27日 第７回委員会 6名

11月24日 第８回委員会 4名

2016年

1月18日 第９回委員会 7名

2月 8日 第10回委員会 5名

3月 3日 第15回企業対抗ボウリング大会 80名

3月 7日 第11回委員会 4名

3月15日 新入会員ガイダンス＆いろはの会15Ｃガイダン

ス 17名

［組織内情報共有プロジェクト］

2015年

6月30日 第１回会議 5名

7月22日 第２回会議 6名

8月17日 第３回会議 5名

9月15日 第４回会議 5名

11月 4日 第５回会議 6名

12月16日 第６回会議 6名

［小グループ活動運営プロジェクト］

2015年

5月 8日 第１回会議 4名

6月 4日 第２回会議 6名

7月14日 いろはの会15Ａ ７月例会 10名

テーマ：創業社長の波風体験～十勝と私と同友会～

話題提供：㈱ネオプロセス

代表取締役 松田 英明 氏

8月20日 いろはの会15Ａ ８月例会 9名

テーマ：二代目社長の苦悩～社風づくりと同友会～

話題提供：㈲ニューパックとがし

代表取締役 富樫 雅道 氏

9月 1日 第３回会議 6名

9月17日 いろはの会Ａ15 ９月例会 6名

テーマ：一歩先行く、社会保険労務士がゆく

～自社と顧客先での人間尊重経営の実践から～

話題提供：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 9日 いろはの会15Ｂ 11月例会 8名

テーマ：十勝農業の50年～中村農場の50年のあゆみ～

話題提供：中村農場 代表 中村 正信 氏

11月17日 いろはの会15Ａ 11月例会 9名

テーマ①：私の失敗談

テーマ②：営業職の同友会活用法

話題提供：片桐機械㈱帯広営業所

法人担当マネージャー 菅野 宏岳 氏

12月 9日 いろはの会15Ａ 12月例会 6名

ざっくばらん交流

～今年出会った仲間と新年への思いを語ろう ～

12月10日 いろはの会15Ｂ 12月例会 8名

ざっくばらん交流

～今年出会った仲間で新しい年を展望しよう ～

2016年

1月14日 いろはの会15Ａ １月例会 8名

テーマ：失敗は成功のもと～まずはやってみる～

話題提供：早坂農場 代表 早坂 佳徳 氏

1月19日 いろはの会15Ｂ １月例会 8名

テーマ：会社のあゆみと女性経営者として

話題提供：㈱竹中配管 代表取締役 山田 幸恵 氏

2月 1日 第４回会議 5名

2月15日 いろはの会15Ｂ ２月例会 11名

テーマ：公務員から経営者へ

話題提供：㈱タカノ（パイスショップたかの）

代表取締役 髙野 文洋 氏

2月22日 いろはの会15Ａ ２月例会 6名

テーマ：創業から今、そしてこれから

～いろいろな人に支えられながら～

話題提供：㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

3月16日 いろはの会15Ｂ ３月例会 9名

テーマ：干物一筋50年の能本水産に入社して…。

話題提供：能本水産㈱ 常務取締役 能本祥二郎 氏

3月18日 いろはの会Ａ15 ３月例会 8名

テーマ：今までを振り返って

話題提供：中島農場 副代表 中島瑠理子 氏



［経営・労務委員会］

2015年

5月25日 第１回委員会 5名

7月 6日 第２回委員会 5名

9月 7日 第３回委員会 5名

9月10日 第１回 金融懇談会 10名

北洋銀行帯広中央支店

常務執行役員支店長 山根 正人 氏

11月17日 第４回委員会 5名

2016年

2月23日 第５回委員会 6名

2月23日 IT総合研究会合同例会 26名

テーマ：業績をゼッタイ向上させる「あしたの人事評価」

講師：㈱あしたのチーム札幌支社

営業部 大久保慶延 氏

2月29日 第２回 金融懇談会 9名

日本銀行帯広事務所 所長 加藤 健吾 氏

3月15日 経営労務セミナー 19名

テーマ：中小企業における事業承継問題を考える

～事業承継の選択肢としてのＭ＆Ａを今考える～

講師：中小企業診断士 北原慎一郎事務所

所長 北原慎一郎 氏

（札幌支部会員)

［40周年記念事業実行委員会］

2015年

6月 1日 第１回委員会 4名

6月22日 第２回委員会 5名

7月23日 第３回委員会 4名

8月12日 第４回委員会 5名

9月 1日 第５回委員会 4名

10月19日 第６回委員会 5名

12月 2日 第７回委員会 6名

2016年

1月 7日 第８回委員会 9名

1月15日 40周年記念事業出展検討者向け事前説明会 28名

1月18日 第９回委員会 7名

2月 4日 第10回委員会 7名

2月12日 企業展示会『十勝の企業力2016』 50名

2月12日 『キャリアクエスト2016』 103名

3月14日 とかち支部40周年記念事業実行委員会

解散式 5名

［バリューアッププロジェクト検討会議］

2015年

10月 7日 第１回会議 8名

11月12日 第２回会議 9名

12月 7日 第３回会議 10名

2016年

1月 7日 第４回会議 6名

3月 7日 第５回会議 5名

［地区会交流委員会］

2015年

4月16日 第１回委員会 7名

5月26日 第１回委員会・地区会正副会長・幹事長会議

15名

11月13日 第２回委員会・地区会正副会長・幹事長会議

15名

［国際交流・ビジネス委員会］

2015年

5月26日 第１回委員会 6名

6月30日 第２回委員会（臨時） 6名

9月17日 ベトナム進出企業セミナー 12名

テーマ：当社のベトナムとの関わりについて

話題提供①：㈲北海道ホープランド

代表取締役会長 妹尾 英美 氏

話題提供②：東城会計事務所

代表・税理士 東城 敬貴 氏

11月15日 ベトナム視察研修 ７名

～22日

［学び合い活動推進委員会］

2015年

5月29日 第１回委員会 7名

7月24日 拓の会グループ長・副グループ長会議 16名

12月 7日 第２回委員会 7名

2016年

2月26日 第３回委員会 8名

3月23日 拓の会新旧グループ長・副グループ長会議 18名

［拓の会］

2015年

4月15日 スタートオリエンテーション 52名

5月12日 ５月例会（第９グループ） 7名

テーマ：コミュニケーションについて

話題提供：㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

5月13日 ５月例会（第４グループ） 13名

交流会

話題提供：参加者全員

5月13日 ５月例会（第１グループ） 8名

テーマ：ビストロコムニが創り出してきた軌跡

～ミリオンサンテのこれからの奇跡～

話題提供：million sante 代表 田中 将 氏

5月14日 ５月例会（第２グループ） 8名

テーマ：仕事のすすめ～社員との会話を良くするコツ～

話題提供：参加者全員

5月14日 ５月例会（第８グループ） 11名

テーマ：障がいって何？～自立支援法の歴史から障がいの

定義などについて～

話題提供：㈱ウィズファミリー

代表取締役 石井美奈子 氏

5月19日 ５月例会（第５グループ） 13名

テーマ：未認可保育園・認可保育園のメリットとデメリット

話題提供：㈱ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

5月19日 ５月例会（第３グループ） 5名

テーマ：介護事業における人材育成と課題

話題提供：特定非営利活動法人

グリーンライフサポートとかち

理事長 伊藤 権一 氏

5月20日 ５月例会（第６グループ） 8名

テーマ：皆さんの問題と取り組みについて

話題提供：参加者全員

5月21日 ５月例会（第７グループ） 6名

テーマ：メンバー自己紹介、夢の発表

話題提供：参加者全員

6月 3日 ６月例会（第４グループ） 13名

テーマ：高校新卒者の接し方と教育方法

～新卒者の定着を上げるためには？～

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：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

6月10日 ６月例会（第１グループ） 8名



テーマ：家業から企業へ 二代目の志

話題提供：㈱共同電設 専務取締役 原田 健太 氏

6月11日 ６月例会（第８グループ） 9名

テーマ：障がいって何？ Part2

話題提供：㈱ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

6月13日 ６月例会（第９グループ） 4名

テーマ：今年の活動について

話題提供：参加者全員

6月16日 ６月例会（第５グループ） 8名

テーマ：地球にやさしい生活。できることから始めましょう。

話題提供：㈲十勝リサイクル

代表取締役 時安 徹 氏

6月17日 ６月例会（第６グループ） 10名

テーマ：従業員との距離のおき方

話題提供：ハッピールーム 代表 阿部 るみ 氏

6月18日 ６月例会（第２グループ） 5名

テーマ：仕事の面白さに気づいた時…。

話題提供：明和㈱ 帯広営業所 所長 伊藤 剛 氏

6月18日 ６月例会（第７グループ） 7名

テーマ：にぎる夢 シャリから土へ…。

話題提供：㈱松尾農事総業

代表取締役 松尾 典俊 氏

6月19日 ６月例会（第３グループ） 8名

テーマ：人を雇用するというリスク

話題提供：㈱ネオプロセス

代表取締役 松田 英明 氏

7月 1日 ７月例会（第４グループ） 11名

テーマ：円滑な事業承継のための手順と準備事項

話題提供：㈲アロエベラグレィス

代表取締役 上田 進治 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 8日 ７月例会（第１グループ） 8名

テーマ：常に覚悟

話題提供：㈱ウイニング・セッション

専務取締役 松原 麗子 氏

7月 9日 ７月例会（第８グループ） 10名

テーマ：相互理解と支援

話題提供：㈱ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

7月14日 ７月例会（第７グループ） 4名

テーマ：嫁に拒まれた夢

話題提供：㈲サクライ 唯野虎次郎 氏

7月14日 ７月例会（第９グループ） 3名

テーマ：コミュニケーションについて Part2

話題提供：㈱北海道人材センター 太田 雄介 氏

7月15日 ７月例会（第６グループ） 8名

テーマ：人材育成と今後の可能性

話題提供：㈲ニューパックとがし

代表取締役社長 富樫 雅道 氏

7月16日 ７月例会（第２グループ） 6名

テーマ：独立、起業にまつわるエトセトラ…。

話題提供：エムデザイン 代表 真浦 綾子 氏

7月22日 ７月例会（第３グループ） 7名

テーマ：販売業におけるリスク

話題提供：㈱サエキ 常務取締役 佐伯 大輔 氏

7月28日 ７月例会（第５グループ） 7名

テーマ：自然豊かな大地から生まれたチーズの秘密

話題提供：㈲NEEDS 取締役 長田 正樹 氏

8月 5日 ８月例会（第４グループ） 13名

テーマ：人員配置の最適化、適正化

話題提供：トォータルフーズ㈱

常務取締役 山崎 浩昭 氏

社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 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12日 ８月合同例会（第１グループ＆第９グループ）

10名

テーマ：〝コミュニケーション" 全員で侃々 々

話題提供：参加者全員

8月18日 ８月例会（第３グループ） 8名

テーマ：〝リスクマネジメント"ってなに？

話題提供：㈲合同保険事務所

代表取締役 羽田 武史 氏

8月19日 ８月例会（第８グループ） 6名

テーマ：３カ月の振り返りと今後の展開について

話題提供：参加者全員

8月19日 ８月例会（第６グループ） 8名

テーマ：グループ例会のこれまでとこれから

話題提供：メンバー全員

8月20日 ８月例会（第７グループ） 5名

テーマ：嫁のおかげで出会えた夢

話題提供者：㈲サクライ 唯野虎次郎 氏

8月20日 ８月例会（第２グループ） 5名

テーマ：どうやって仕事を楽しんでいますか？

話題提供：参加者全員

8月26日 ８月例会（第５グループ） 8名

テーマ：大自然で生まれ育てる

話題提供：㈱新得モータースクール

代表取締役 武田 直幸 氏

（十勝・新得フレッシュ地鶏事業協同組合代表理事)

9月 2日 ９月例会（第４グループ） 11名

テーマ：マイナンバー制度の取扱について

話題提供：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

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

9月 8日 ９月例会（第９グループ） 5名

テーマ：８月例会の報告とコミュニケーションについて

話題提供：㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

9月 9日 ９月例会（第１グループ） 4名

テーマ：３カ月の振り返りと今後の展開について

話題提供：参加者全員

9月10日 ９月例会（第８グループ） 7名

テーマ：ADSって何？

話題提供：㈱ChipS 代表取締役 佐伯 抄織 氏

9月15日 ９月例会（第６グループ） 6名

テーマ：高橋利幸の悩みを解決しよう

話題提供：とかち豚丼 夢の蔵 代表 高橋 利幸 氏

9月16日 ９月例会（第３グループ） 7名

テーマ：私のリスク～悩みを解決しよう ～

話題提供：㈲細川経営ビジネス

代表取締役 細川 征史 氏

9月17日 ９月例会（第２グループ） 9名

テーマ：御歳21歳 若きイケメン社長の壮絶なる人生

秘話とは？

話題提供：㈱武藤商事

代表取締役社長 武藤 直満 氏



9月25日 ９月例会（第７グループ） 6名

テーマ：４カ月の振り返りと今後の展開について

話題提供：参加者全員

9月28日 ９月例会（第５グループ） 11名

テーマ：巨大じゃがいもアートは世界を救う

話題提供：㈱高嶋木工場 代表取締役 高嶋 義則 氏

10月 5日 10月例会（第５グループ） 6名

テーマ：士幌高原ヌプカの里を知ろう

話題提供：㈱佐藤土建 代表取締役 中村 将 氏

10月 7日 10月例会（第４グループ） 16名

テーマ：従業員の高齢化と賃金バランスについて」

話題提供者：㈲キリヤガラス

代表取締役 瀧田 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

10月 9日 拓の会フォーラム

テーマ：ピンチをチャンスに変える会社が転換期を乗り越

える～テキサス・ウエスタンの働きやすい環境づ

くり～

話題提供：㈱テキサス 代表取締役 落合 洋 氏

（とかち支部相談役幹事・元帯広（現とかち）支部長)

10月 9日 10月例会（第２グループ） 5名

拓の会フォーラムへ参加

10月 9日 10月例会（第３グループ） 4名

拓の会フォーラムへ参加

10月 9日 10月例会（第６グループ） 3名

拓の会フォーラムへ参加

10月13日 10月例会（第９グループ） 4名

テーマ：デキる人になるために

話題提供：高嶋コンクリート工業㈱ 岸下 哲也 氏

10月14日 10月例会（第１グループ） 7名

テーマ：今まで逃げてきたけど、もう逃げられない植田の

立ち位置

話題提供：㈱アース技研

営業部販売課課長 植田 秋良 氏

10月16日 10月例会（第８グループ） 14名

テーマ：雇用率と障がい者雇用について

話題提供：帯広公共職業安定所

統括職業指導官 徳田 英二 氏

10月29日 10月例会（第７グループ） 9名

テーマ：過去を振り返り、夢の実現へ

話題提供：紺野建設㈱ 代表取締役 紺野 宏 氏

11月 4日 11月例会（第４グループ） 11名

テーマ：雇用契約書はどの様な内容で結ばれていますか？

話題提供：㈲北海道人材センター

代表取締役 戸沼 幹郎 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

11月 6日 11月例会（第５グループ） 3名

2015年度全道青年部後継者部会交流会 inとかち

11月11日 11月例会（第１グループ） 6名

テーマ：楽しく、ワクワク基本を身につけましょ

～脳力を引き出し組織を変える～

話題提供：アクトドリームサポート合同会社

代表 中村 博 氏

11月12日 11月例会（第２グループ） 6名

テーマ：ミッション（仕事）成功への方程式

話題提供：㈱北日本広告社帯広支社

課長 佐藤 竜平 氏

11月17日 11月例会（第３グループ） 6名

テーマ：十勝の家計実態と意識。これからのお金

話題提供：FP山﨑増美事務所 代表 山﨑 増美 氏

11月19日 11月例会（第８グループ） 8名

テーマ：障がい者雇用のメリットとデメリット

話題提供：参加者全員

11月19日 11月例会（第７グループ） 5名

テーマ：目を覚ました夢のチカラ

話題提供：㈱Ｊパワーズ 代表取締役 戸田 好浩 氏

11月26日 11月例会（第６グループ） 5名

テーマ：人材育成について

話題提供：㈱十勝農園

取締役総支配人 竹田 晋二 氏

12月 2日 12月例会（第４グループ） 10名

テーマ：新入社員を雇う前に準備する事

話題提供：㈲労災防止センター

代表取締役 佐々木賢一 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

12月 9日 12月例会（第１グループ） 6名

テーマ：今年を振り返り、来年を展望します

話題提供：参加者全員

12月11日 12月例会（第８グループ） 7名

テーマ：今年を振り返り、来年を展望します

話題提供：参加者全員

12月15日 12月例会（第５グループ） 11名

テーマ：来年のグループ活動予定について

話題提供：参加者全員

12月15日 11月例会（第９グループ） 4名

テーマ：何のために働くのか

～仕事に対する想いを語りましょう～

話題提供：㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

12月16日 12月例会（第６グループ） 5名

テーマ：人材育成の悩み Part3

話題提供：㈲七重建設 代表取締役 前川 学 氏

12月17日 12月例会（第２グループ） 6名

テーマ：来年の展望を語り合う

話題提供：参加者全員

12月17日 12月例会（第７グループ） 5名

テーマ：人生の節目にチャンスあり 今振り返る

話題提供：大昭電気工業㈱

代表取締役 出村 行敬 氏

12月22日 12月例会（第３グループ） 7名

テーマ：雇用をする上でのリスクについて

話題提供：コウケツ建設工業㈱

取締役専務 纐纈 周 氏

2016年

1月 6日 １月例会（第４グループ） 14名

テーマ：人事考課・信賞必罰を考える

話題提供：㈲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

1月13日 合同１月例会（第１グループ＆第８グループ）

7名

テーマ：障がい者の今

話題提供：㈱つながり 代表取締役 北村 直也 氏

1月14日 １月例会（第２グループ） 3名

テーマ：全社員をまとめる、経営者として



話題提供：㈲高嶋木工場 代表取締役 高嶋 義則 氏

1月19日 １月例会（第３グループ） 5名

テーマ：今まで経験した人生の危機、現在に至るまでとこ

れからの展望

話題提供：デジタルグラフィックス㈱

代表取締役 河村 知明 氏

1月21日 １月例会（第６グループ） 6名

テーマ：新年会

話題提供：参加者全員

2月 3日 第２グループ＆第４グループ合同オープン例会

35名

テーマ：彼を知り、己を知らば、百戦危うからず個別労働

紛争

ディフェンス vsオフェンスそしてジャッジ

パネラー：弁護士法人岩田法律事務所

社員弁護士 岩田 圭只 氏

荒木法律事務所 弁護士 荒木 樹 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

社会保険労務士法人岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

2月 5日 ２月例会（第１グループ）会内オープン例会

17名

テーマ：人の悩み～職員の能力をどう生かし続けるか～

話題提供：㈱まつもと薬局

代表取締役 松本 健春 氏

2月10日 ２月例会（第８グループ） 5名

テーマ：次年度のグループ活動について

話題提供：参加者全員

2月16日 ２月例会（第５グループ） 8名

テーマ：作業者のがんばりとリユース（再利用）を学ぼう

話題提供：㈱ちあふる 代表取締役 小関 勝俊 氏

2月16日 ２月例会（第３グループ） 6名

テーマ：同友会理念と企業活動

総括：㈲合同保険事務所 代表取締役 羽田 武史 氏

2月17日 ２月例会（第６グループ） 5名

テーマ：事業承継について

話題提供者：㈱山下観光 代表取締役 野崎 勝敏 氏

2月18日 ２月例会（第７グループ） 7名

テーマ：これまでに影響を受けた人たち

～今までの夢そしてこれからの夢～

話題提供：㈱レックス稲田整骨院

代表取締役 中井 隆裕 氏

2月19日 １月・２月例会（第９グループ） 2名

テーマ：年末年始の出来事

話題提供：㈱山本忠信商店 神谷 喜則 氏

3月 2日 ３月例会（第４グループ） 12名

テーマ：転ばぬ先の？？？

話題提供：リブラス㈱ 帯広支店

支店長 服部 直幸 氏

アドバイザー：社会保険労務士岡田事務所

副所長 岡田 衆義 氏

3月 9日 ３月例会（第１グループ） 8名

テーマ：私が同友会で学んだ事

話題提供：㈱ミドリ機材 代表取締役 小野寺慎吾 氏

3月14日 ３月例会（第３グループ） 8名

テーマ：犯罪の実態とリスクの大きさ

話題提供：㈱タカノ（パイスショップたかの）

代表取締役 髙野 文洋 氏

3月16日 ３月例会（第７グループ） 8名

テーマ：流出厳禁 損した話＆儲かった話

話題提供：参加者全員

3月16日 ３月例会（第６グループ） 7名

テーマ：会社の未来について考える

話題提供：㈱ノブ 課長 高井 克幸 氏

3月17日 ３月例会（第２グループ） 7名

テーマ：一年の活動を振り返る～来期にむけて ～

話題提供：参加者全員

3月17日 ３月例会（第８グループ） 7名

テーマ：次年度のグループ活動について Part2

話題提供：参加者全員

3月18日 ３月例会（第９グループ） 3名

テーマ：今年度同友会に参加して学んだこと、

成長できたこと

話題提供：㈱サエキ 嶋木 正 氏

3月24日 ３月例会（第５グループ） 9名

テーマ：突然のトラブルに電話一本で駆けつけます

話題提供：㈲ランドマーク33

代表取締役 小野寺與四雄 氏

例会・特別企画

2015年

5月22日 ６月例会担当ミーティング 5名

5月25日 ５月例会 147名

テーマ：値上げの方法、PR戦略、WEBマーケティングの

すべて

～首都圏をターゲットとしたマーケティング＆ブ

ランディングセミナー～

講師：ケンズカフェ東京

オーナーシェフ 氏家 健治 氏

6月26日 ６月例会 89名

テーマ：話題にはなっているけど、本当のところはどうな

るの？『マイナンバー』入門と管理

講師：かしわ労務行政事務所 所長 細川 隆昭 氏

協力：NTT東日本

7月18日 ７月例会（清水・新得地区会設営） 80名

テーマ：『大きな会社よりいい会社 いい会社を大きくし

よう』の精神を実践し続けたわが人生、わが経営

～事業承継・流通再編・そして地域への思い～

講師：㈱福原 代表取締役会長 福原 朋治 氏

8月 6日 ８月例会担当ミーティング 6名

8月25日 ８月例会 143名

テーマ：市民トーク 互いに信頼し合い 熱い仕事をしよ

う ～帯広市役所における職員教育～

講師：帯広市長 米沢 則寿 氏

9月 7日 10月例会担当ミーティング 4名

9月14日 ９月例会 79名

テーマ：エネルギーシフトが切り拓く地域の可能性

～雇用創出・地域の活性化、自然エネルギーの利

活用が生み出す地域経済の未来～

講師：㈱NERC

代表取締役センター長 大友 詔雄 氏

（札幌支部会員)

10月 5日 12月例会担当ミーティング 6名

10月13日 10月例会 80名

テーマ：地方スーパーの生き残り戦略

～日曜日が定休日、業界の常識への挑戦～

講師：㈱ウロコ 代表取締役 斎藤光太郎 氏



（北海道同友会常任理事・西胆振支部支部長)

11月30日 同友交流会2015（11月例会） 90名

テーマ：地域建設業の生き残り戦略

～若手経営者・後継者の考える十勝の未来～

話題提供：斉藤井出建設㈱

代表取締役 斉藤 和之 氏

中央エンジニア㈱

専務取締役 上垣 直裕 氏

コーディネーター：㈱タム

代表取締役 松原 雅人 氏

12月18日 12月例会 111名

テーマ：TPP大筋合意 どうなる⁉ 日本・十勝の未来

講師：慶應義塾大学 総合政策学部

教授 渡邊 頼純 氏

2016年

2月12日 ２月例会（40周年記念事業） 170名

テーマ：北海道における食とコンテンツのビジネスマッチ

ングとは

講師：㈱クリエイティブオフィスキュー

代表取締役 鈴井亜由美 氏

3月22日 ３月例会 65名

テーマ：とかち支部の目指す新たな同友会活動とは

～支部活動活性化へ向けた検討プロジェクトから

の報告～

⑴ 組織内情報共有プロジェクト報告

⑵ 支部バリューアッププロジェクト報告

報告者①：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

報告者②：㈱まつもと薬局

代表取締役 松本 健春 氏

［2015年度全道青年部後継者部会交流会 inとかち］

2015年

4月 9日 分科会部会打ち合わせ

4月20日 第９回道青交 inとかち実行委員会

5月15日 分科会部会打ち合わせ

5月26日 分科会部会打ち合わせ

5月29日 第10回道青交 inとかち実行委員会

6月11日 分科会部会打ち合わせ

6月29日 第11回道青交 inとかち実行委員会

7月 8日 懇親会部会打ち合わせ

7月16日 分科会部会打ち合わせ

7月29日 第12回道青交 inとかち実行委員会

8月 3日 分科会部会打ち合わせ

8月10日 第13回道青交 inとかち実行委員会

8月17日 懇親会部会打ち合わせ

8月17日 分科会部会打ち合わせ

8月27日 分科会担当見学

8月31日 第14回道青交 inとかち実行委員会

9月 7日 分科会部会打ち合わせ

9月11日 総務部会打ち合わせ

9月16日 第15回道青交 inとかち実行委員会

9月28日 総務部会打ち合わせ

9月30日 第16回道青交 inとかち実行委員会

10月 1日 分科会部会打ち合わせ

10月 9日 総務部会打ち合わせ

10月 9日 懇親会部会打ち合わせ

10月14日 第17回道青交 inとかち実行委員会

10月20日 総務部会打ち合わせ

10月27日 第18回道青交 inとかち実行委員会

10月28日 懇親会部会打ち合わせ

10月30日 分科会部会打ち合わせ

11月 2日 第19回道青交 inとかち実行委員会

11月 6日 2015年度全道青年部・後継者部会交流会 inとか

ち 353名

テーマ：「とかち」の底力乗り越えろ 試練

～若者に受け継がれる先人の先見性と実行力～

11月18日 第20回道青交 inとかち実行委員会（実行委員会

解散式）

12月16日 道青交 inとかち 二役・部会長会議

地区会

［広尾地区会］

2015年

5月19日 大樹地区会・広尾地区会合同５月例会 20名

テーマ：サンエイ牧場の挑戦～メガファーム、バイオガス

プラント、そして…～

話題提供：農事組合法人 サンエイ牧場

代表理事組合長 辻本 正雄 氏

6月24日 ６月例会 20名

テーマ：十勝産しお創りプロジェクトに携わって

～十勝初の塩づくりから見える十勝の未来～

講師：帯広信用金庫 地域経済振興部 田中 一郎 氏

7月 4日 ７月例会 12名

テーマ：育て エゾバイツブ

～エゾバイ増殖にかけた漁師～

講師：広尾漁協エゾバイツブ篭漁業部会

部会長 関下啓史郎 氏

8月30日 ８月例会

テーマ：第26回収穫感謝祭に参加しましょう

10月 6日 10月例会 12名

テーマ：広尾のしょっぱいサイダー活動報告＆慰労会

11月24日 11月例会 14名

テーマ：道青交を振り返って

～学んだこと、活かしたいこと～

話題提供：㈱共同電設 専務取締役 原田 健太 氏

（全道青年部後継者部会交流会 inとかち実行委員長)

12月15日 広尾地区会・大樹地区会合同『望』年会 in大樹

(12月例会） 3名

テーマ：2016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～

2016年

1月20日 １月例会 16名

テーマ：新春 新入地区会員「ワタクシと会社」自己紹介

なかの歯科医院・髙野将太歯科医師、㈲ファミリー電器・

湯浅純平氏、㈱広振・佐藤哲也社長

2月26日 ２月例会 15名

テーマ：大樹町スペースポート計画について

講師：帯広信用金庫 地域経済振興部

副部長 佐藤 憲 氏

［新得地区会］

2015年

4月10日 新得町「新しく社会人になるみなさんを歓迎する

集い」 40名

テーマ：新入社員の皆さんに贈る言葉

講師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

5月28日 ５月例会 12名

テーマ：経営指針研究会を終えて



報告者：㈱ひらかわ 専務取締役 平川 直樹 氏

6月25日 新得・清水地区会合同６月例会（サホロ大学）

16名

テーマ：ドライベジタブル『十勝糖菜』の誕生秘話

～農商工連携から始まる新事業～

話題提供：㈱珈琲専科ヨシダ

代表取締役 三野宮厚子 氏

8月21日 ８月例会（サホロ大学） 15名

テーマ：新人議員を囲む会

話題提供：新得町議会議員 第１期目を迎えた皆様

9月29日 ９月例会 10名

テーマ：TPP及び自由化に向かうヤマチュウの経営戦略

講師：㈱山本忠信商店

代表取締役社長 山本 英明 氏

10月21日 10月例会（サホロ大学） 11名

テーマ：原大知さんのそばを食べる会

話題提供：原企画 副代表 原 大知 氏

11月20日 11月例会 11名

テーマ：ありがとうが聞こえる会社へ

～働く喜びをすべての人に～

講師：就労継続支援Ａ型事業所 キートス

代表取締役 土井 雅史 氏

12月 7日 新得地区会・清水地区会合同『望』年会 in新得（12

月例会）

テーマ：2016年度を大いに展望しよう‼～2015年度 新

得・清水地区会合同『望』年会 in新得～

2016年

2月 2日 新年例会（とかち支部新年交礼会）

2月24日 ２月例会（サホロ大学） 10名

テーマ：新得町まち・ひと・しごと創生総合戦略と第８期

総合計画

講師：新得町役場地域戦略室 室長 佐藤 博行 氏

3月29日 ３月例会 6名

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］

2015年

4月 6日 ４月例会（経営指針セミナー）

テーマ：経営指針で会社が変わる ～理念・ビジョンの成

文化で人が育つ、新商品が生まれる～

講師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

（とかち支部副支部長・経営指針委員会委員長)

5月28日 ５月例会 14名

テーマ：大月鉄工・ソフトン見学会＆昼食交流会

～大月鉄工→ソフトン→レストラン風車～

6月25日 清水・新得地区会合同６月例会（サホロ大学）

テーマ：ドライベジタブル『十勝糖菜』の誕生秘話

～農商工連携から始まる新事業～

話題提供者：㈱珈琲専科ヨシダ

代表取締役 三野宮厚子 氏

8月30日 ８月例会

テーマ：第26回収穫感謝祭に参加しましょう

9月17日 ９月例会 11名

テーマ：第二弾 清水地区会会員企業見学会

～地区会員を知ろう 会員交流 BBQ～

10月 2日 10月例会 9名

テーマ：自然の力とともに生きる日本

～お米を大切にしてきた日本人 いただきます、

ごちそうさまの意味を伝えたい～

講師：あなたと健康社 代表取締役 五来 純 氏

11月18日 ペケレ大学第11講（11月例会） 13名

テーマ：これまでの経営と、これからの経営

話題提供：㈱A-Netファーム十勝

代表取締役 森田 哲也 氏

12月 7日 清水地区会・新得地区会合同『望』年会 in新得

(12月例会）

テーマ：2016年度を大いに展望しよう‼～2015年度 清

水・新得地区会合同『望』年会 in新得～

2016年

2月 2日 新年例会（とかち支部新年交礼会）

2月22日 ２月例会 11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23日 ペケレ大学第12講（３月例会） 12名

テーマ：北海道の観光振興からみた清水町の観光

話題提供：清水町商工観光課 参事 當瀬 一夫 氏

［足寄地区会］

2015年

5月20日 ５月例会 13名

テーマ：地区会会員報告～我が社の実践と今後の展望～

話題提供者：㈲足寄ひだまりファーム

代表取締役 沼田 正俊 氏

6月19日 ６月例会 12名

テーマ：土地の味がするチーズ作り～こだわりの理由～

話題提供：ありがとう牧場 しあわせチーズ工房

製造責任者 本間 幸雄 氏

7月18日 ７月例会 2名

テーマ：支部７月例会（清水・新得地区会設営）へ参加し

ましょう

話題提供：㈱福原 代表取締役会長 福原 朋治 氏

8月26日 ８月例会 14名

テーマ：あしょろ農協の今後の販売戦略～足寄のふるさと

納税・農産品を盛り上げるために～

講師：JAあしょろ 代表理事組合長 新津 賀庸 氏

9月25日 ９月例会 14名

テーマ：足寄町活性化に向けた、商工会の取り組み

講師：足寄町商工会 会長 丸山 勝由 氏

（足寄地区会会員)

振興課長 前崎 幸男 氏

10月14日 10月例会 14名

テーマ：足寄町新町長に聞く

～足寄町活性へのチャンスをつかむ～

講師：足寄町町長 安久津勝彦 氏

11月19日 足寄・池田・本別地区会合同11月例会 3名

テーマ：どうする TPP、新たな試練を乗り越える為に

話題提供：㈱大野ファーム

代表取締役 大野 泰裕 氏

12月 9日 足寄地区会・本別地区会合同『望』年会（12月例

会） 7名

テーマ：2015年を振り返り、2016年を展望しよう

～足寄・本別地区会合同『望』年会 in本別～

2016年

2月 2日 新年例会（とかち支部新年交礼会） 4名

2月10日 ２月例会 11名

テーマ：足寄町での２年間の赴任を通して思うこと

講師：帯広信用金庫 足寄支店

支店長 平松 央 氏

3月29日 ３月例会 7名

テーマ：新年度の地区会活動と役員体制について



［大樹地区会］

2015年

5月19日 大樹地区会・広尾地区会合同５月例会 20名

テーマ：サンエイ牧場の挑戦～メガファーム、バイオガス

プラント、そして…～

話題提供：農事組合法人 サンエイ牧場

代表理事組合長 辻本 正雄 氏

7月18日 ７月例会

テーマ：支部７月例会（清水・新得地区会設営）へ参加し

ましょう

話題提供者：㈱福原 代表取締役会長 福原 朋治 氏

8月19日 ８月例会 15名

テーマ：新大樹町長・酒森正人氏が語る～すべてのひとが

共に支え合う町づくりの実現のために～

講師：大樹町長 酒森 正人 氏

10月28日 10月例会 13名

テーマ：TPP及びグローバル社会におけるヤマチュウの

経営戦略

話題提供：㈱山本忠信商店

代表取締役社長 山本 英明 氏

（とかち支部長)

11月25日 11月例会 12名

テーマ：大樹町におけるロケット産業のあゆみ

話題提供：インターステラテクノロジズ㈱

鈴木 恭兵 氏

12月15日 大樹地区会・広尾地区会合同『望』年会 in大樹（12

月例会） 13名

テーマ：2016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～

2016年

2月 2日 新年例会（とかち支部新年交礼会） 2名

3月11日 ３月例会 6名

テーマ：2016年度の地区会活動方針・活動計画ついて

［池田地区会］

2015年

4月15日 ４月例会 9名

テーマ：次年度の活動方針と役員体制について

6月23日 ６月例会 10名

テーマ：北洋銀行新支店長と フリートーク例会

講師：北洋銀行 池田支店長 竹澤 政展 氏

7月18日 ７月例会

テーマ：支部７月例会（清水・新得地区会設営）へ参加し

ましょう

講師：㈱福原 代表取締役会長 福原 朋治 氏

9月28日 ９月例会 12名

テーマ：雑誌「スロウ」創刊11年の軌跡

～なぜ、帯広で「出版」なのか？～

話題提供：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

10月27日 山幸（やまさち）大学第14講（10月例会）13名

テーマ：新人町議に思いを聞く

講師：小林牧場 代表 小林 靖夫 氏

行政書士たんの法務事務所

所長 丹野 啓太 氏

11月19日 池田・本別・足寄地区会合同11月例会

テーマ：どうする TPP、新たな試練を乗り越える為に

話題提供：㈱大野ファーム

代表取締役 大野 泰裕 氏

12月17日 『望』年会（12月例会） 8名

テーマ：2016年を大いに展望しよう‼

～2015年 池田地区会『望』年会～

2016年

2月 2日 新年例会（とかち支部新年交礼会） 8名

3月24日 山幸（やまさち）大学第15講（３月例会） 9名

テーマ：私の生い立ちから現在まで＆次年度の活動方針・

役員体制について

話題提供：いけだ清掃㈱ 代表取締役 高林 聡 氏

［本別地区会］

2015年

4月 3日 ３月例会 7名

テーマ：新年度の活動方針・役員体制について

5月21日 ５月例会 10名

テーマ：我が社の実践と今後の展望

話題提供：CANONA JAPAN㈱

代表取締役 中野 翔太 氏

6月22日 ６月例会 19名

テーマ：万事解決 経営問題よろず屋、走る。

講師：中小企業庁 北海道よろず支援拠点 十勝支部

サブコーディネーター 原口 勝全 氏

7月18日 ７月例会

テーマ：支部７月例会（清水・新得地区会設営）へ参加し

ましょう

話題提供：㈱福原 代表取締役会長 福原 朋治 氏

8月23日 ８月例会

テーマ：『ほんべつ肉まつり2015』に参加しましょう

9月24日 ９月例会 9名

テーマ：肉屋マルホンオープンへの道のりと、これから。

～会員交流 BBQ ～

話題提供：本寺畜産 副代表 本寺 政則 氏

10月30日 10月例会 10名

テーマ：製品から商品へ…『madoca』ブランドの確立

話題提供：珈琲専科ヨシダ

代表取締役 三野宮厚子 氏

11月19日 本別・池田・足寄地区会合同11月例会 9名

テーマ：どうする TPP、新たな試練を乗り越える為に

話題提供：㈱大野ファーム

代表取締役 大野 泰裕 氏

12月 9日 本別地区会・足寄地区会合同『望』年会（12月例

会） 5名

テーマ：2015年を振り返り、2016年を展望しよう

～本別・足寄地区会合同『望』年会 in本別～

2016年

2月 2日 新年例会（とかち支部新年交礼会） 1名

テーマ：とかち支部設立40周年記念祝賀会

～激動をよき友に 逆境を力に変えて～

2月17日 ２月例会 12名

テーマ：農場の過去と今後

話題提供：大島農場 代表 大島 義則 氏

3月17日 ３月例会 8名

テーマ：新年度の活動方針・役員体制について

部会・研究会

［女性部会］

2015年

4月14日 第25回定時総会 13名

5月27日 ５月例会 13名

テーマ：春の親睦会 フリートーク‼

6月16日 ６月例会 11名



テーマ：メンタルヘルスのリスク管理

～健康的な職場をつくる秘訣とは～

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

7月26日 ７月例会 10名

テーマ：ツアーバスで巡る

大雪森のガーデン＆層雲峡散策

8月30日 ８月例会（収穫感謝祭へ出店） 10名

テーマ：第26回収穫感謝祭に参加しましょう

9月30日 ９月例会 11名

テーマ：今後の活動に向けて＆フリートーク

10月21日 10月例会 12名

テーマ：会員報告例会‼

～これまでのこと、これからのこと～

報告者：㈲音更環境管理センター

代表取締役 畠山千津子 氏

㈱ネクストワン 代表取締役 日﨑 雅子 氏

12月 9日 望年会（12月例会） 17名

テーマ：2016年度を大いに展望しましょう

2016年

2月 2日 新年例会（とかち支部新年交礼会・支部設立40周

年記念祝賀会） 10名

テーマ：とかち支部新年交礼会に参加しましょう

2月12日 ２月例会 11名

テーマ：北海道における食とコンテンツのビジネスマッチ

ングとは

講師：㈱クリエイティブオフィスキュー

代表取締役 鈴井亜由美 氏

（札幌支部会員)

3月 2日 ３月例会 12名

テーマ：事務員からいきなり社長に

～社長になってから、32年間の道のり～

報告者：大籏建設㈱ 取締役会長 大籏ヒデ子 氏

3月15日 幹事会 ４名

［十勝農商工連携部会］

2015年

4月 7日 2015年度定時総会 26名

テーマ：お客様に愛されて20年～大ヒット商品牛とろフ

レーク開発の舞台裏と今後の展望～

報告者：㈲十勝スロウフード

代表取締役 藤田 惠 氏

（2014年度十勝農商工連携部会副会長)

5月15日 幹事会 13名

5月25日 ５月例会

テーマ：値上げの方法、PR戦略、WEBマーケティングの

すべて～首都圏をターゲットとしたマーケティン

グ＆ブランディングセミナー～

講師：ケンズカフェ東京

オーナーシェフ 氏家 健治 氏

6月17日 商品デザイン開発研究会６月例会 4名

テーマ：2015札幌パック（食品加工・原材料＆包装展）見

学会

6月19日 幹事会 9名

6月25日 ６月例会 22名

テーマ：有名になってからでは遅い 市場開拓で機先を

制するブランディング

～「新しい」には落とし穴 転ばぬ先の知的財産～

講師：あさかぜ特許商標事務所 所長 中山 俊彦 氏

6月26日 あさかぜ特許商標事務所 無料相談会> 1名

あさかぜ特許商標事務所 所長 中山 俊彦 氏

7月15日 幹事会 3名

8月 5日 小規模加工食品研究会８月例会 11名

テーマ：十勝の肉で醤油をつくる『醤（ひしお）の歴史と

肉醤油の試み』

講師：国立大学法人帯広畜産大学

准教授 島田謙一郎 氏

8月24日 幹事会 8名

9月17日 幹事会 7名

10月22日 農業経営部会合同10月例会 36名

テーマ：HACCPシステムは国際的に認められた食品の安

全を確保する唯一の仕組み

～帯広の農産物や食品に期待されている事～

講師：エコロジック 代表 長谷川慶子 氏

10月27日 幹事会 8名

10月29日 10月例会② 16名

テーマ：農業資材の店から野菜流通へ

5,000軒の農家を東京とつなぐ流通革命～日本

で、モンゴルで、ミャンマーでの実践から～

講師：ファームドゥ㈱ 代表取締役 岩井 雅之 氏

11月 9日 地理的表示保護制度セミナー

テーマ：注目の新制度「地理的表示保護制度とは？

～商品の付加価値を高め、ブランド力UP

うまく活用して差をつけよう ～

講師：農林水産省 北海道農政事務所 生産経営産業部

事業支援課 産業連携・海外展開班

筒浦 良昌 氏

11月24日 とかち食の展示・商談会2015① 75名

・25日

11月26日 幹事会 9名

12月17日 12月例会 14名

テーマ：国際化の中の農業 ～畜産の視点から～

講師：木村畜産技術士事務所 所長 木村 信熙 氏

12月25日 幹事会 7名

2016年

1月 4日 １月例会（新年会） 16名

テーマ：2016年を大いに展望しよう

～十勝農商工連携部会新年会～

1月19日 「十勝うどん研究会（仮称）」第１回打ち合わせ

6名

1月25日 シンガポール販路開拓事業 13名

～

2月 6日 シンガポール高島屋物産展CNY Japan Fair

出展

1月25日 幹事会 10名

2月22日 小規模加工食品研究会２月例会 14名

テーマ：試作 牛醤＆肉醤・魚醤試食会

2月26日 幹事会 8名

3月 9日 商品デザイン研究会１月例会 10名

テーマ：デザイン・パッケージ情報交換会

～そのパッケージ伝わりますか？ 商品をお持ち

よりください ～

3月10日 「ワイン・ぶどう研究会（仮称）」３月例会 15名

十勝ワインの原料生産とワイン造りについて

講師：池田町ブドウ・ブドウ酒研究所

所長 安井 美裕 氏

3月14日 IT総合研究会合同例会 27名

テーマ：目指せ 月商100万円 利益の出るネット

ショップの作り方



講師：㈱Ｅストアー ショップサーブ事業部

ECアドバイザー 大木 幹雄 氏

3月15日 十勝うどん研究会３月例会 4名

テーマ：十勝うどんサンプル試食会

3月28日 幹事会 13名

［とかち地サイダー研究会］

2015年

4月24日 第１回研究会 9名

5月29日 第２回研究会 16名

6月30日 第３回研究会 14名

8月 4日 第４回研究会 15名

8月23日 ほんべつ肉まつりへ出展

8月30日 第26回収穫感謝祭へ出展

9月29日 第５回研究会 8名

10月11日 スロウ村の仲間たち2015へ出展

・12日

10月28日 第６回研究会（苫小牧移動例会） 4名

見学先：丸善市町飲料水工場

2016年

2月 5日 第７回研究会 10名

3月 1日 第８回研究会 8名

3月30日 第９回研究会 8名

テーマ：2016年度の活動に向けて

［農業経営部会］

2015年

4月 2日 第27回定時総会 76名

テーマ：都市型スーパーマーケットの商品戦略『食材』か

ら『食事』へ

講師：㈱阪食 取締役専務執行役員 松元 努 氏

4月13日 第１回幹事会 19名

4月22日 ㈱阪食・イズミヤ店舗・工場視察（大阪） 6名

・23日

4月30日 ５月例会打ち合わせ 7名

5月18日 第２回幹事会 21名

5月22日 ５月例会花見＆焼肉大交流会 74名

6月 5日 ６月例会 41名

テーマ：これが私たちの農業経営そして…思い描く未来

報告者：㈲福田農場 代表取締役 福田 博明 氏

㈱A-Netファーム十勝

代表取締役 森田 哲也 氏

6月15日 オーストラリア視察団との意見交換会 19名

テーマ：日豪共通の農業の課題に関して

6月17日 第３回幹事会 15名

7月 6日 出口戦略ツアー in東京 8名

・ 7日

7月13日 第４回幹事会 17名

7月13日 JGAP研究・推進プロジェクト第１回研究会

9名

テーマ：実践編「GAP審査の心構え 準備と対策」

～まず、これだけは必ずやろう、準備しよう 受

験をスムーズに受けるための極意‼～

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

7月17日 ７月例会 27名

㈱阪食視察（大阪）＆出口戦略ツアー（東京）報告会‼

8月10日 第５回幹事会 18名

8月21日 ８月例会① 24名

テーマ：栗が新しい風を運んだ

～農家の自信と地域の自慢～

講師：恵那（えな）川（かわ）上屋（かみや）

代表取締役 鎌田 真悟 氏

8月30日 第26回収穫感謝祭

9月 9日 日本食農連携機構との情報交換会 15名

9月11日 第６回幹事会 15名

9月16日 ９月例会 17名

テーマ：未来の紅茶開発～食と飲料の関係、健康、効用、

おいしさと演出の作り方～

講師：㈱ティー・イソブチカンパニー 紅茶専門店ディン

ブラ 代表取締役 磯淵 猛 氏

（紅茶研究家)

10月19日 第７回幹事会 15名

10月22日 十勝農商工連携部会合同10月例会 36名

テーマ：HACCPシステムは国際的に認められた食品の安

全を確保する唯一の仕組み

～帯広の農産物や食品に期待されている事～

講師：エコロジック 代表 長谷川慶子 氏

SGSジャパン㈱ 認証サービス事業部食品認証部

中村 真也 氏

11月 9日 地理的表示保護制度セミナー

テーマ：注目の新制度「地理的表示保護制度とは？」

～商品の付加価値を高め、ブランド力UP う

まく活用して差をつけよう ～

講師：農林水産省 北海道農政事務所 生産経営産業部

事業支援課 産業連携・海外展開班

筒浦 良昌 氏

11月17日 11月例会② 22名

テーマ：こだわりの逸品づくり～ハイエンドな食と農業と

観光を楽しめる地域づくりへ向けて～

講師：㈱エーデルワイスファーム

代表取締役 野崎 創 氏

11月20日 第８回幹事会 12名

12月 1日 12月例会①アグリフードネットワーク in帯広

43名

テーマ：農業で起業

～新しい農産物流通のインフラ整備～

講師：㈱農業総合研究所 代表取締役 及川 智正 様

12月 8日 12月例会②（一泊望年会） 30名

テーマ：建設、農業、飲食、観光から海外展開まで

～様々な事業への展開と挑戦、そして今後の夢～

話題提供：㈱大地 代表取締役 林 秀康 氏

（とかち支部副支部長)

12月18日 第９回幹事会 13名

12月19日 慶応義塾大学渡邊教授との情報交換 13名

2016年

1月 9日 今後について打ち合わせ 10名

1月22日 １月例会（若手農業者育成セミナー） 82名

テーマ：農家から農業者へ

～経営者の役割と求められる能力～

講師：こと京都㈱ 代表取締役社長 山田 俊之 氏

テーマ：儲かる農業経営

講師：㈲トップリバー 代表取締役 嶋崎 秀樹 氏

テーマ：農業者の心構え

～全国で進む農業経営者塾の講義実体験～

講師：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

コーディネーター：アグリコネクト㈱

代表取締役社長 熊本 伊織 氏

1月26日 第10回幹事会 10名



2月 8日 ２月例会①情報交換（GAPセミナー） 26名

テーマ：GGAP（グローバルギャップ）取得で世界で競争

力、信頼度ある農場経営を目指そう

～JR西日本の農業関連事業における取り組み～

講師：㈱ファーム・アライアンス・マネジメント

専務取締役 数納 朗 氏

2月16日 アグリテクニカ展示会（ドイツ）視察報告会

20名

2月18日 第11回幹事会 12名

2月19日 十勝農商工連携部会合同２月例会 44名

テーマ：商品開発の進め方～商品コンセプトの開発から

パッケージデザインまで～

講師：大日本印刷㈱ 包装事業部企画本部商品戦略部

部長 久和野英明 氏

3月 8日 ３月例会① 33名

テーマ：激動の時代を生き抜くこれからの農業経営とは？

～農業のブランディング戦略と顧客志向型農業へ

の転換～

講師：昭和女子大学 現代ビジネス研究所

特命教授 上原 征彦 氏

3月25日 ３月例会②-1 32名

テーマ：十勝野農業の魅力を伝えるプログラム作り

講師：クール北海道㈱

代表取締役社長 小金澤健司 氏

ベルトラ㈱

代表取締役副社長 倉上 智晴 氏

㈱農業総合研究所

代表取締役 CEO 及川 智正 氏

3月26日 ３月例会②-2 10名

テーマ：十勝農業の魅力を伝えるプログラム作り

ワークショップ（具体的にプログラムを作り上げていきま

す‼）

3月29日 第12回幹事会 20名

［DOYOU倶楽部］

2015年

6月 9日 ６月例会 6名

8月21日 ８月例会 9名

テーマ：食と健康

講師：㈱まつもと薬局 栄養部チーフ 川村 玲加 氏

11月25日 11月オープン例会 16名

テーマ：地域の素材を活かしたものづくり

～地域資源を活用したビール・発泡酒醸造からエ

ミュー肉のハム・ソーセージ開発～

講師：東京農業大学 名誉教授 永島 俊夫 氏

［人生大学］

2015年

5月 7日 ５月例会 39名

テーマ：わが人生を振り返って

～数多くの失敗経験から学んだことと今後の夢～

話題提供：㈱ネクサス

代表取締役社長 曽根 一 氏

（人生大学副学長)

6月 2日 ６月例会 22名

テーマ：花を想って25年

～いま、実りの時期を迎えて～

話題提供：㈱内藤生花店 代表取締役 菅田 光子 氏

7月 2日 ７月例会 19名

テーマ：街づくりに〝陰ながら"携わってきた50年間

～「大地から街へ」の成長～

話題提供：松田不動産㈱ 代表取締役 松田 貴史 氏

8月 3日 ８月例会 20名

テーマ：〝求人事情"、ここだけの話。

話題提供：㈱ヒューマンリンクス

代表取締役 富田 友夫 氏

8月18日 第１回運営委員会 6名

9月 2日 ９月例会 22名

テーマ：これまでの私、これからの私

～事務局としての10年間～

話題提供：(一社)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 2日 10月例会 16名

テーマ：地産地消が地域を変える

～父の意思を継いだ十勝産小麦100％への挑戦～

話題提供：㈱満寿屋商店 代表取締役 杉山 雅則 氏

11月 2日 11月例会 16名

テーマ：憧れの十勝に住んで20年 ～全く知り合いも居

ない土地でゼロからの夢の実現 ～

話題提供者：すずらん動物病院 院長 栗栖亜矢佳 氏

12月 2日 12月例会 17名

テーマ：後継者として歩む電気稼業18年

～これまで経験とこれからの展望～

話題提供：㈱共同電設 専務取締役 原田 健太 氏

2016年

1月 7日 第２回運営委員会 7名

2月 8日 ２月例会 23名

テーマ：私が同友会活動で得たもの

～人、経営ノウハウ、新たな取り組み～

話題提供：㈲夢がいっぱい牧場 会長 片岡 文洋 氏

3月 2日 ３月例会 24名

テーマ：事務員からいきなり社長に

～社長になってから、32年間の道のり～

話題提供：大籏建設㈱ 取締役会長 大籏ヒデ子 氏

［IT総合研究会］

2015年

4月 9日 第14回定時総会 21名

5月12日 第１回幹事会 8名

6月18日 第１回例会 26名

テーマ：上司が期待する「これくらいは覚えておいて」

Excel/Word講座

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

7月23日 第２回例会 23名

テーマ：デジカメの基本の基本と光の違いでおいしさに差

をつける。

講師：㈲十条写真スタジオ

代表取締役社長 郷 誠一 氏

㈲十条写真スタジオ 課長 塚本 逸彦 氏

8月28日 第３回例会 10名

テーマ：仕事に活きる アプリ・ソフトウェア情報交換

会

9月16日 第４回例会 15名

テーマ：もしもネットに繫がらなくなったら…

自力で解決、ネットワークトラブル

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

10月 6日 第５回例会 22名

テーマ：教えて IT総研さん

講師：IT総合研究会 部会員

11月10日 第６回例会 21名

テーマ：フリーソフトで Photoshop6.0並みの写真加工



『Pixlr（ピクスラー）』を使ってみよう。

講師：㈱ノブ 係長 高井 道雅 氏

12月 4日 第７回例会 18名

テーマ：企業 PRとしての Facebookページ活用事例紹介

講師：㈲ワン・エックス 代表取締役 辻田 茂生 氏

2016年

1月26日 第８回例会 15名

テーマ：Pepperに触れてみよう

講師：㈱もりの 代表取締役専務 森野 直樹 氏

2月23日 経営労務委員会合同例会（第９回例会） 27名

テーマ：業績をゼッタイ向上させる「あしたの人事評価」

講師：㈱あしたのチーム札幌支社

営業部 大久保慶延 氏

3月 8日 第２回幹事会 7名

3月14日 十勝農商工連携部会合同例会 27名

テーマ：目指せ 月商100万円 利益の出るネット

ショップの作り方

講師：㈱Ｅストアー ショップサーブ事業部

ECアドバイザー 大木 幹雄 氏

［あすなる会］

2015年

4月10日 第17回定時総会 39名

5月 1日 第１回運営委員会 17名

5月14日 財務グループ５月例会 17名

テキスト：『決算書を読む技術』

著者：川口 宏之 氏（かんき出版）

第１章 決算書の基礎を理解しよう

第２章 決算書を図で考えると良く分かる

１．貸借対照表を図に置き換えてみよう

講師：砂原会計事務所 所長 砂原 政広 氏

5月19日 経営眼グループ５月例会 25名

テーマ：経営ディスカッション

講師：㈱帝国データバンク

帯広支店 支店長 長瀬 崇 氏

調査課 神川 彰広 氏

5月20日 商品力追求グループ５月例会 11名

内容：・SWOT分析を用いて経営課題発見

・今後の例会の流れについて

5月26日 総務企画委員会打合わせ 6名

6月 5日 第２回運営委員会 15名

6月15日 商品力追求グループ６月例会 11名

テーマ：クロス SWOT分析と経営課題の抽出

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23日 経営眼グループ６月例会 16名

テーマ：グループディスカッション

6月25日 財務グループ６月例会 19名

テキスト：『決算書を読む技術』

著者：川口 宏之 氏（かんき出版）

第２章 決算書を図で考えると良く分かる

２．損益計算書を図に置き換えてみよう

３．キャッシュ・フロー計算書を図に置き換え

てみよう

４．主要な財務３表の相互関係を理解しよう

講師：砂原会計事務所 所長 砂原 政広 氏

7月 3日 第３回運営委員会 16名

7月21日 財務グループ７月例会 15名

テキスト：『決算書を読む技術』

著者：川口 宏之 氏（かんき出版）

講師：砂原会計事務所 所長 砂原 政広 氏

7月22日 商品力追求グループ７月例会 13名

テーマ：分析と課題抽出から「戦略」へ

講師：野村経営コンサルティング事務所

代表 野村 幸司 氏

7月30日 経営眼グループ７月例会 13名

テーマ：就業規則等について

講師：かしわ労務行政事務所 所長 細川 隆昭 氏

8月 7日 第４回運営委員会 16名

8月28日 臨時総会・８月例会 33名

テーマ：社長になる為に必要な事は～優先順位の決定 自

分で、そして仲間で共に考え並べて見よう～

9月 3日 第５回運営委員会 11名

9月 9日 商品力追求グループ９月例会 9名

9月15日 経営眼グループ９月例会 12名

テーマ：グループディスカッション

9月18日 青年経営者の会合同交流会 41名

テーマ：道青交 inとかちの成功に向けて

9月24日 財務グループ９月例会 14名

テーマ：第４章 お金は動かないが利益は動く会計特有の

考え方

第５章 さぁ 実践トレーニングをしてみよう

講師：砂原会計事務所 所長 砂原 政広 氏

10月 5日 第６回運営委員会 15名

10月15日 経営眼グループ10月例会 9名

テーマ：二代目社長の苦悩～社風づくりと同友会～

講師：㈲ニューパックとがし

代表取締役社長 富樫 雅道 氏

10月16日 商品追求グループ10月例会 9名

テーマ：自社分析による課題抽出と戦略 第３回

報告者：㈲タナベ 専務取締役 田邊 義康 氏

㈲たち佛具店 館 和哉 氏

10月21日 財務グループ10月例会 11名

テーマ：第４章 お金は動かないが利益は動く会計特有の

考え方

第５章 さぁ 実践トレーニングをしてみよう

講師：砂原会計事務所 所長 砂原 政広 氏

11月12日 第７回運営委員会 11名

11月20日 臨時運営委員会 8名

12月 4日 臨時総会・12月全体例会 41名

テーマ：あすなる会OB社長と語る社内環境づくり

～先輩社長と語る社長交代に向けて社内環境づく

り・グループディスカッション～

12月21日 2016年度運営委員会打ち合わせ 17名

2016年

1月 8日 第９回運営委員会（新旧合同） 20名

1月19日 財務グループ１月例会 16名

テーマ：決算書を読む技術

講師：砂原会計事務所 所長 砂原 政広 氏

1月22日 商品力追求グループ１月例会 14名

テーマ：自社分析による課題抽出と戦略 第４回

報告者：㈱共同電設 専務取締役 原田 健太 氏

㈲北清産業 取締役総務部長 小田島 淳 氏

1月27日 経営眼グループ１月例会 18名

テーマ：事業承継について（仮）

講師：社会保険労務士・行政書士 吉村学事務所

所長 吉村 学 氏

2月 5日 第10回運営委員会 19名

2月17日 商品力追求グループ２月例会 11名



テーマ：一年間を振り返って…。（一人ずつ発表あり。）

2月19日 財務グループ２月例会 16名

テーマ：一年間学んできた事や実践した事

2月26日 経営眼グループ２月例会 16名

テーマ：一年間を振り返ってみて

3月 4日 第11回運営委員会（新旧合同） 22名

3月11日 ３月全体例会 40名

テーマ：2015年度あすなる会総まとめ～グループ活動報

告とテーマを決めてスピーチ体験～

3月30日 第12回運営委員会（新旧合同） 23名

［青年経営者の会］

2015年

4月 8日 第３回定時総会 33名

テーマ：企業の危機管理（法律版）

講師：木野村英明法律事務所 弁護士 木野村英明 氏

7月 1日 第１回世話人会 8名

7月27日 第２回例会 21名

テーマ：災害時の危機管理

～DIG（災害時図上訓練）を使った演習を通して～

講師：カンノホーム㈱ 代表取締役 菅野 好治 氏

9月18日 あすなる会 合同交流会 41名

道青交 inとかち成功に向けて

11月10日 第２回世話人会 9名

12月 1日 第３回例会（同友会バル） 19名

テーマ：今年を振り返って来年を望む

2016年

1月 6日 二役会 6名

1月27日 第３回世話人会（新旧合同） 12名

2月25日 臨時総会・第４回例会 24名

テーマ：創業の想いと創業した経験から学んだこと

講師：㈱エイムカンパニー

代表取締役 佐藤 慎吾 氏

3月16日 第４回世話人会 8名

［環境部会］

2015年

4月15日 第12回定時総会 20名

テーマ：次世代に繫ぐ農業のブランディング戦略

講師：㈲十勝しんむら牧場

代表取締役 新村 浩隆 氏

4月20日 第１回世話人会 13名

5月11日 第２回世話人会 10名

5月20日 ５月移動例会（江別・美唄） 12名

コープさっぽろエコセンター（江別）＆北海道立総合研究機

構林業試験場（美唄）視察例会

6月 2日 第３回世話人会 13名

7月15日 第４回世話人会 10名

7月16日 ７月一泊移動例会（浜中・白糠） 10名

浜中町農業協同組合＆白糠町津波減勢工視察例会

7月23日 豊頃町植樹 25名

8月18日 第５回世話人会 10名

9月 3日 第６回世話人会 11名

9月 3日 ９月例会 16名

テーマ：私にもできる 儲かる環境ビジネス‼

講師：日本ポリグル㈱

代表取締役会長 小田 兼利 氏

9月25日 臨時世話人会 9名

10月10日 10月例会 11名

テーマ：十勝しんむら牧場森化プロジェクト

植樹祭と野生が教えてくれるおいしい話

講師：北翔大学・北翔大学短期大学部

学長 西村 弘行 氏

10月26日 第７回世話人会 9名

11月21日 11月例会 10名

テーマ：添加物の真実を暴く

講師：安部 司 氏

12月 3日 12月例会（望年会） 10名

テーマ：11月例会報告会

2016年

1月15日 第８回世話人会 8名

2月 9日 第９回世話人会 8名

2月19日 ２月例会 9名

テーマ：チェルノブイリの今、これからのフクシマ、東京

講師：食品と暮らしの安全基金 代表 小若 順一 氏

3月14日 ３月例会（オープン例会） 20名

テーマ：電力小売全面自由化について

講師：経済産業省北海道経済産業局

資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課長

総務企画部電力取引監視室長 多田 好克 氏

3月21日 第10回世話人会 10名

自主ゼミ・同好会

［ゴルフ同好会］

2015年

4月 2日 2015年総会 14名

4月21日 オープニング例会 10名

5月 8日 第１回例会 19名

6月 9日 第２回例会 13名

7月 7日 第３回例会 17名

8月 4日 第４回例会 14名

9月 8日 第５回例会 14名

10月 6日 第６回例会 12名

10月19日 特別例会 13名

10月19日 納会 10名

共育・求人活動

［共同求人］

2015年

7月28日 社会人になるための就職セミナー 119名

テーマ：企業の仕組みと企業が求める人材とは

講師：(一社)北海道中小企業家同友会とかち支部

会員経営者

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

8月 1日 高校生のための合同企業説明会 81名

9月28日 合同企業面接会 帯広

帯広雇用創出促進協議会主催

10月24日 北海道十勝合同企業面接会・移住相談会 36名

東京合同企業面接会

2016年

3月12日 とかち移住体験ツアー 5名

～17日

3月26日 とかち移住就職相談会 50名

3月30日 2016年合同入社式・新入社員研修会 96名

［社員教育活動］

2015年

4月 2日 2015年新入社員研修会③ 25名

6月22日 話し方セミナー 37名



テーマ：技術じゃない 「挨拶」「表情」「リアクション」

３つのポイントでコミュニケーション力アップ

講師：㈱エフエムおびひろ 統轄部長 栗谷 昌宏 氏

（FM-JAGA DJ)

7月 1日 新入社員フォローアップ研修会 33名

テーマ：私が新入社員だった頃

講師：㈱アイ建築工房

営業部アドバイザー 岡田 華奈 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

11月13日 社員マナー研修会① 16名

11月16日 社員マナー研修会② 11名

11月18日 社員マナー研修会③ 13名

2016年

2月16日 新入社員フォローアップ研修会 14名

テーマ：一年を振り返って

～二年目社員としての準備をしよう ～

講師：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

3月28日 2016年新入社員研修会① 30名

［第46期中堅幹部学校］

2015年

8月19日 第１講 14名

テーマ：中小企業に求められる中堅幹部像とは

講師：ソーゴー印刷㈱

代表取締役社長 高原 淳 氏

8月21日 第２講

テーマ：地場産業体感ツアー

～最先端 IT農業から考える地域の未来～

講師：三浦農場 代表 三浦 尚史 氏

8月22日 第３講

テーマ：地場産業体感ツアー

～農業のブランディング戦略とは～

講師：㈱大野ファーム 代表取締役 大野 泰裕 氏

8月26日 第４講

テーマ：北海道の歴史と十勝

～自社の存在意義を考える～

講師：帯広市百年記念館 学芸員 大和田 努 氏

9月 2日 第５講

テーマ：時代に合わせた業態変革で一世紀企業へ

講師：菱中産業㈱ 代表取締役 中谷 全宏 氏

9月 9日 第６講

テーマ：決算書の読み方（貸借対照表、損益計算書、キャッ

シュフロー計算書の見方）

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

9月16日 第７講

テーマ：企業のケース分析のABC

講師：松田孝志税理士事務所 所長 松田 孝志 氏

9月25日 第８講

テーマ：財務ワークショップ～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 1日 第９講

テーマ：激動する世界経済をどうみるか

講師：北星学園大学経済学部 教授 佐々木隆生 氏

（北海道大学名誉教授)

10月 8日 第10講

テーマ：日本を学べば世の中が分かる 経済学とは何か？

講師：北海学園大学経済学部 准教授 大貝 健二 氏

10月14日 第11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

部長 秋元 和夫 氏

10月21日 第12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

10月28日 第13講

テーマ：波風体験経営から学ぶ

講師：曲イ 田中酒造㈱ 代表取締役 田中 一良 氏

（しりべし・小樽支部会員)

11月 4日 第14講

テーマ：老舗から学ぶ永続経営

～マーケティングの視点から～

講師：小樽商科大学 准教授 加藤 敬太 氏

11月11日 第15講

ワークショップ発表会

11月25日 第16講・卒業式

［第５期 社員ステップアップセミナー］

2016年

1月13日 第１講・交流会

テーマ：話の聞きかた・議論のしかた

講師：楽しいオフィス 代表 沖田 泰範 氏

1月20日 第2講 14名

テーマ：時代の潮流は何を求めているか

講師：松田孝志税理士事務所

所長・税理士 松田 孝志 氏

1月28日 第３講

テーマ：会社を担う社員像とは

講師：㈱K’s FARM 代表取締役 梶 宗徳 氏

2月 3日 第４講

テーマ：私の仕事観～あなたにとって仕事とは？～

講師：㈱テキサス 星 将夫 氏

（第45期中堅幹部学校卒業生)

講師：㈱山本忠信商店 田村 裕助 氏

（第４期社員ステップアップセミナー修了生)

2月10日 第５講

テーマ：同僚・後輩との接し方（コーチング基礎）

講師：アクトドリームサポート合同会社

代表 中村 博 氏

2月19日 第６講

テーマ：自己表現力を身につける

講師：㈱エフエムおびひろ 統括部長 栗谷 昌宏 氏

（FM-JAGA DJ)

2月24日 第７講

テーマ：給料の源泉・財務基礎

講師：税理士法人 TAP 代表社員 内田 勇介 氏

3月 2日 第８講

テーマ：私のメンタルヘルスと労務管理の基本

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 第９講

テーマ：会社づくりに積極的に関わる

講師：㈱食創 総務課課長 村椿 一積 氏

3月16日 第10講・修了式

テーマ：仕事を自らのものとする

講師：㈱北のハウス 代表取締役 小田 衣代 氏



［第１期十勝経営者大学］

2016年

2月 6日 第１講 18名

テーマ：北海道産業史～開発史から探る産業の歴史～

講師：北海学園大学 教授 小田 清 氏

2月13日 第２講 15名

テーマ：地域の自立的発展と産消協働

講師：北海道大学 特任教授 小磯 修二 氏

2月20日 第３講 18名

テーマ：TPPが北海道に与える影響とは

～各産業の課題から～

講師：北海道大学農学部 教授 柳村 俊介 氏

2月27日 第４講 18名

テーマ：領土問題の隘路を越えて：国境観光の挑戦

講師：北海道大学 スラブ研究センター

教授 岩下 明裕 氏

3月12日 第６講 17名

テーマ：気象学から見る北海道

講師：北海道大学 大学院理学研究院

准教授 稲津 將 氏

3月19日 第７講 15名

テーマ：十勝ゆかりの文学を知る

～朝ドラ『花子とアン』と草森紳一～

講師：帯広大谷短期大学 特任教授 吉田 真弓 氏

3月26日 第８講 16名

テーマ：十勝の生い立ち～地質時代から人類史まで～

講師：帯広百年記念館 館長 北沢 実 氏

講師派遣

2015年

7月 4日 帯広大谷短期大学 模擬面接

7月21日 帯広大谷短期大学特別講話

テーマ：とかちの資源と経済

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

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

㈱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

10月27日 清水高校・企業説明会

面接官：サンテクノ㈱ 代表取締役 兼子 賢 氏

社会福祉法人光寿会

法人施設管理主任 内山 仁 氏

㈲十勝スロウフード 取締役 市田由美子 氏

㈱満寿屋商店

総務部総務人事課主任 福地 育子 氏

2016年

2月 9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

㈱長原配送 代表取締役 長原 和宣 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


