
根 室 支 部

総会・幹事会

2012年

4月 3日 ４月幹事会 8名

4月23日 第29回定時総会 32名

テーマ：「中小企業振興基本条例と地域財政」

講師：釧路公立大学

准教授 下山 朗 氏

5月21日 ５月幹事会 12名

6月 5日 ６月幹事会 9名

7月 3日 ７月幹事会 11名

8月 3日 ８月幹事会 7名

8月29日 ９月幹事会 9名

10月 2日 10月幹事会 12名

11月 2日 11月幹事会 10名

12月14日 12月幹事会 8名

2013年

1月 5日 １月幹事会 11名

2月 4日 ２月幹事会 7名

3月 4日 ３月幹事会 9名

専門委員会

組織企画委員会

2012年

6月 4日 委員会 6名

8月23日 委員会 4名

政策委員会

2012年

6月21日 委員会 7名

共育求人委員会

2012年

7月 3日 委員会 4名

中小企業振興基本条例制定検討会

2012年

6月11日 会議 20名

例会・特別企画

2012年

6月26日 ６月例会 15名

テーマ：「わが町別海に条例ができるまで、できてから」

報告者：寺井建設㈱

代表取締役 寺井 範男 氏

（別海地区会会長)

富田屋㈱

代表取締役 山口 寿 氏

（別海地区会幹事長)

7月23日 ７月例会 15名

テーマ：「根室に住んでみて分かったこと」

パネリスト：ホテルねむろ海陽亭

総支配人 土井 悟 氏

根室市観光協会

バードウォッチング観光振興アドバイザー

新谷 耕司 氏

根室ひまわり基金法律事務所

弁護士 佐々木 誠 氏

コーディネーター：㈱マルコシ・シーガル

代表取締役 早川 元 氏

8月23日 ８月例会 17名

テーマ：「根室市民に求められる〝満足度"とは」

話題提供者：サテンドール

谷内田典子 氏

コーディネーター：㈱ナカイチ

取締役ゼネラルマネージャー 田嶋 靖照 氏

9月27日 ９月例会 42名

テーマ：「私が思い描く『根室像』」

報告者：大地みらい信用金庫

理事長 遠藤 修一 氏

10月18日 中小企業振興基本条例勉強会 11名

10月23日 別海地区会・根室支部会員交流会 13名

見学先：根室スチレン㈱ ㈱ナオエ石油
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10月30日 10月例会（根室市内二高校との懇談会） 10名

テーマ：「『高校』の役割、『企業』の役割」 ～地域で活躍

する若者を育てるためには～

11月22日 11月例会 14名

テーマ：「知っておきたい改正労基法」 ～あなたの会社は

大丈夫ですか～

講師：安田経営労務管理事務所

所長 安田 正二 氏

（釧路支部幹事)

12月 6日 12月例会 15名

テーマ：「激甚災害発生、どの時どうする」 ～われわれ企

業経営者に求められる行動どは～

報告者：㈱マルコシ・シーガル

取締役会長 早川 昭貴彦 氏

岩清水建設㈱

代表取締役 岩清水 三宏 氏

12月14日 望年会 14名

2013年

1月30日 新年交礼会 36名

テーマ：「チーム作りに根差したわが社の成長戦略」

講師：㈱三ッ星レストランシステム

取締役副社長 土井 正規 氏

（札幌支部会員)

2月20日 ２月例会 18名

テーマ：「事業承継の理想と現実」

報告者：㈱マルコシ・シーガル

取締役会長 早川 昭貴彦 氏

㈱マルコシ・シーガル

代表取締役 早川 元 氏

部会・研究会

山高会

2012年

4月10日 ４月例会 7名

5月17日 ５月例会 8名

テーマ：「地域ブランドをつくる」 ～湊屋漁業の挑戦～

報告者：㈲湊屋漁業

代表取締役 湊屋 稔 氏

6月28日 ６月例会 10名

テーマ：「近江商人から考察する根室商人道」

報告者：㈱マルコシ・シーガル

代表取締役 早川 元 氏

㈲KP

専務取締役 鎌田 淳 氏

7月10日 ７月例会 12名

焼肉交流会

11月 1日 10月例会 7名

テーマ：「人間・松下幸之助が私に教えてくれたこと」

報告者：㈱ナカイチ

取締役ゼネラルマネージャー 田嶋 靖照 氏

11月26日 11月例会 6名

テーマ：「孫子の兵法から学ぶ」 ～激化する競争社会を生

き抜く手腕とは～

報告者：㈱ファイン

専務取締役 瀨戸愼太朗 氏

池田板金店

池田 圭介 氏

12月11日 望年会 6名

2013年

2月28日 ２月例会 6名

テーマ：「起業家精神」

報告者：㈱島津商店

代表取締役 嶋津 諭 氏

㈲酒泉舘

取締役 小林 悟 氏

3月28日 ３月例会 6名

テーマ：「北方領土の今を知り、根室の未来を知ろう」

報告者：：㈱ナオエ石油

常務取締役 魚谷 直世 氏

岩清水建設㈱

岩清水 健司 氏

共育・求人活動

同友会カレッジ

2013年

1月22日 第１講 14名

テーマ：「『根室』という土地を知る」

講師：碓氷勝三郎商店

店主 碓氷 ミナ子 氏

2月19日 第２講 14名

テーマ：「地域経済の『今』を知る」

講師：大地みらい信用金庫

常務理事 辻 昌一 氏

2月26日 第３講 13名

テーマ：「自分を見つめて」

講師：釧路公立大学

学長 高野 敏行 氏

3月12日 第４講 14名

テーマ：「共に育ちあう会社づくり」

講師：みどり建工㈱

取締役会長 山崎 宏 氏

3月19日 第５講（３月例会） 40名

テーマ：「志の高い人間とは」

講師：㈲志ネットワーク社

代表取締役 上甲 晃 氏

講師派遣

2012年

6月29日 北海道根室西高等学校

テーマ：「社会人としての心構えについて」

㈳北海道中小企業家同友会 根室支部

幹事 千葉 武 氏

（郵便局㈱根室有磯郵便局 局長)

6月20日 北海道根室高等学校

テーマ：「社会人としての心構えについて」

㈳北海道中小企業家同友会 根室支部

幹事 石垣 浩一 氏

（石垣漁業㈱ 専務取締役)


