
オ ホ ー ツ ク 支 部

１．会員拡大プロジェクト活動に取り組みました

「270社会員を達成しよう」を目標に「会員拡大プロジェクト」を立ち上げ、2014年４月～11月末までは諏江春樹氏（スマートプ

ロジェクト 代表）が、2015年１月～３月末までは服部裕之氏（㈱綜合企画 専務）がプロジェクトリーダーを務め、15名ほどのチー

ムを結成して仲間づくりの活動を展開しました。

具体的には、毎週１回「会員拡大プロジェクト会議」を行って進捗状況の確認と対応策を検討。日常的な例会や研究会に積極的に

ゲストをお誘いし、着実に入会へとつなげました。会員の情熱あふれる声掛けや、様々な取り組みが実って270社会員を達成するこ

とができました。

２．大型講演会を連続して開催しました

会外にも同友会の学びのエッセンスを伝えるべく、９月はコモンズ投信会長で渋沢栄一の子孫である渋沢健さん、10月は企業再生

弁護士の村松謙一さん、11月は東京都墨田区課長の郡司剛英さん、１月は東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんを招き、会員企業の

社員や会員以外の経営者も多数参加。常に色々な事に関心を持ち、広い視野で仕事に取り組む事の大切さを学ぶ機会となりました。

３．あらゆるテーマの学び合い活動を行いました

「様々なテーマで人が育つ企業をつくろう」を方針に掲げ、経営指針について学ぶ「DOYU CAFE」、コンプライアンス等について

学ぶ「ビジネス実務講座」、社員同士の学び合いの場「オホーツク☆未来塾」、会員が自分のビジネスをプレゼンし深く知り合う「わ

が社のビジネス発表会」などを新たに行い、会員企業の様々な経営課題に応える学び合いを行いました。

４．支部活性化のためのアンケートプロジェクトを展開しました

会員が抱えている経営課題や同友会に対する要望を把握するために、記入用紙とヒアリングによるアンケートを実施。記入用紙で

は７割近い回答があり、その後86社を訪問して具体的な内容を聞き取りしました。その結果「人材の確保」「競争力の強化」が重要

な課題として浮上し、今後の活動に生かせるアイデアやデータが多数集まりました。

５．地区会活動

美幌地区会ではほぼ毎月例会を開催し、会員数20社近い組織に成長。また、網走地区会でも会員拡大が進み、目標の30社が視野

に入って来ました。しばらく活動が止まっていた斜里地区会でも新たな動きがあり、さらなる充実が期待できます。その他、留辺蘂

や遠軽方面でもミニ勉強会を開催し、同友会の学びの輪が広がりました。

総会・幹事会

2014年

4月 7日 第11回 総務運営室 6名

4月16日 第13回 幹事会 13名

4月24日 第33回 定時総会 89名

4月30日 第１回 総務運営室 7名

5月19日 第２回 幹事会 18名

5月30日 第２回 総務運営室 8名

6月 9日 第３回 幹事会 15名

7月 1日 第３回 総務運営室 7名

7月 7日 第４回 支部幹事会 13名

7月15日 支部役員研修会 13名

同友会の基本を学び、さらに元気な活動を

研修① 同友会の歴史と理念

講師：㈳北海道中小企業家同友会

専務理事 細川 修 氏

研修② オホーツク支部活動の変換と今後への期待

講師：㈱菓子處大丸

会長 中村 信博 氏

研修③ グループ討論

7月25日 第４回 総務運営室 6名

8月11日 第５回 支部幹事会 12名

8月25日 第５回 総務運営室 7名

9月 1日 第６回 支部幹事会 15名

9月 4日 第１回 支部活動活性化プロジェクト会議 3名

9月18日 第２回 支部活動活性化プロジェクト会議 3名

9月24日 第６回 総務運営室 6名

10月 6日 第７回 支部幹事会 10名

10月21日 第３回 支部活動活性化プロジェクト会議 4名

10月27日 第７回 総務運営室 7名

11月 4日 第８回 支部幹事会 10名

11月 7日 第４回 支部活動活性化プロジェクト会議 3名

11月25日 第８回 総務運営室 6名

11月25日 第５回 支部活動活性プロジェクト会議 6名

12月 8日 第９回 支部幹事会 11名

12月25日 第９回 総務運営室 9名

2015年

1月13日 第10回 支部幹事会 13名

1月26日 第10回 総務運営室 8名

1月26日 第６回 支部活動活性プロジェクト会議 6名

2月 9日 第11回 支部幹事会 15名

2月16日 支部活動活性プロジェクト アンケート報告会

11名

〝86人"の経営者から学んだ、中小企業発展のツボ ～同友

会事務局員 根岸が聞いた『生の声』とは？～

報告者：中小企業家同友会 オホーツク支部

事務局員 根岸 宏和

2月23日 第11回 総務運営室 6名

2月26日 支部三役会 5名

3月12日 第12回 支部幹事会 12名

3月23日 第12回 総務運営室 6名



専門委員会

［組織企画委員会］

2014年

4月 7日 新会員ガイダンス＆同友会120％活用術 22名

ようこそ 同友会へ ～ガイダンスと懇談で「同友会

120％活用法」がわかります～

5月30日 第１回 会議 9名

6月11日 第１回 同友ランチ会 7名

6月19日 Doyu交流会 in留辺蘂 24名

7月23日 第２回 同友ランチ会 14名

8月 1日 第２回 会議 5名

8月28日 第３回 同友ランチ会 17名

8月29日 第３回 会議 3名

9月11日 新会員ガイダンス＆同友会120％活用術 21名

同友会をもっと、もっと活用するためには？ ～ガイダン

スと懇談で、あらゆる発見が

9月19日 第４回 同友ランチ会 20名

9月22日 Doyu交流会 特別企画 ビジネスプレミアムセ

ミナー 100名

渋沢健さんの、カンタン経済教室 ～私たちの暮らしと資

本主義経済～

コモンズ投信 会長

経済同友会幹事

(公)日本国際交流センター 理事長 渋沢 健 氏

10月10日 第４回 会議 2名

10月20日 第５回 同友ランチ会 12名

11月18日 第６回 同友ランチ会 10名

11月18日 Doyu交流会 in遠軽 16名

入って良かった、参加して嬉しい同友会 ～私の経験と、

これからへの想い～

㈱海田鋼材

代表取締役社長 海田 有一 氏

（オホーツク支部長）

12月17日 第７回 同友ランチ会 中止

2015年

1月22日 第７回 同友ランチ会 22名

1月27日 新会員ガイダンス＆同友会120％活用術 16名

同友会をもっと、もっと活用するためには？ ～ガイダン

スと懇談で、あらゆる発見が

2月24日 第８回 同友ランチ会 11名

（会員拡大プロジェクト会議）

2014年

5月 1日 第１回 会議 14名

5月15日 第２回 会議 9名

5月29日 第３回 会議 9名

6月12日 第４回 会議 7名

6月24日 第５回 会議 6名

7月10日 第６回 会議 7名

7月24日 第７回 会議 8名

8月 7日 第８回 会議 10名

8月21日 第９回 会議 10名

9月 4日 第10回 会議 4名

9月11日 第11回 会議 4名

9月18日 第12回 会議 3名

9月25日 第13回 会議 5名

10月 2日 第14回 会議 5名

10月 9日 第15回 会議 中止

10月16日 第16回 会議 6名

10月23日 第17回 会議 6名

10月30日 第18回 会議 3名

11月 6日 第19回 会議 10名

11月13日 第20回 会議 3名

11月20日 第21回 会議 7名

11月27日 第22回 会議 6名

12月18日 打ち上げ 中止

（新・会員拡大プロジェクト会議）

2015年

1月14日 第１回 会議 8名

1月21日 第２回 会議 9名

1月28日 第３回 会議 7名

2月 3日 第４回 会議 6名

2月10日 第５回 会議 8名

2月17日 第６回 会議 10名

2月25日 第７回 会議 9名

3月 4日 第８回 会議 6名

3月11日 第９回 会議 5名

3月18日 第10回 会議 5名

［交流連携委員会］

2014年

5月22日 第１回会議 4名

6月16日 第２回会議 9名

7月16日 第３回会議 6名

7月25日 男女合コン コミュケーション＆カクテル講座

男性12名 女性８名 合計20名

『第１部』 美味しいカクテルを作ってみましょう

『第２部』 コミュニケーション講座

『第３部』 懇親会

（第１部）講師：㈱マルミ通商

専務 坂下 敦亮 氏

（第２部）講師：㈱アイスタイル

社長 加藤 圭介 氏

8月20日 第４回 会議 3名

9月 5日 第５回 会議 6名

10月10日 第６回 会議 3名

10月29日 助成金・制度融資等活用セミナー 12名

会社をもっと強くする、助成金活用アドバイス ～確かな

情報を得て、メリットをしっかり活かしましょう～

講師：北見信金金庫

業務部次長 岡村 勝英 氏

11月 5日 第７回 会議 7名

11月21日 第８回 会議 3名

11月29日 男 女合コン☆ X’masパーティー

男性６名 女性６名 合計12名

『第１部』 有名パテシェと奏でる ミラクル☆ナイト>

『第２部』 明日への活力 合コン>

講師：㈱菓子工房 バースデーイブ

代表取締役 村上 昇治 氏

［経営指針づくり推進委員会］

2014年

5月28日 第１回 会議 6名

6月20日 第１回 Doyu Cafe 10名

２代目が考える〝経営"とは？ ～引き継がれるもの、変

えていくもの～

㈱オホーツク大地

社長 笹川 啓行 氏

7月11日 第２回 Doyu Cafe 8名

何を受け継ぎ、どう伝えるか？ ～３代目経営者として想



うこと～

㈲小田商店

社長 小田 大典 氏

10月16日 第３回 Doyu Cafe 10名

『経営指針』が必要だと思った理由 ～これまでを振り返

り、これからを展望する～

㈱佐藤自工

社長 佐藤 昭彦 氏

11月14日 第４回 Doyu Cafe 7名

『経営理念』を軸とした経営実践 ～実際に作ってみて実感

したこと～

㈱エース・クリーン

常務 中井真太郎 氏

12月10日 第５回 Doyu Cafe 7名

わが社の課題と将来ビジョン ～これからの舵取りに向け

て、何が必要か～

スマートプロジェクト

代表 諏江 春樹 氏

2015年

2月10日 第６回 Doyu Cafe 10名

改めて、考えてみませんか？『社員を育てる』という事

～これまでの経験と、同友会の理念をもとに～

オーエヌ工業

代表 大嶺 隆司 氏

3月11日 第７回 Doyu Cafe 15名

経営指針の実践で、変わり始めた社員の意識

㈲サンヨー工業

社長 新鞍富士夫 氏

［共育経営委員会］

2014年

6月 4日 第１回会議 9名

7月 3日 第２回会議 4名

7月24日 ビジネス実務講座 第１講 4名

職業規則の作成・見直しで職場のルールづくりを

ライフプラニング 上野社労士事務所

社会保険労務士 上野 栄一 氏

7月30日 学校と企業のザックバラン懇談会 16名

講話①：若者育成サポートの実践

㈱エムリンク

代表取締役 本見 研介 氏

講話②：中小企業における〝人育て"の課題

㈱林鉄工

代表取締役 林 正道 氏

8月 1日 ビジネス実務講座 第２講 3名

決算書のツボをおさえて、数字に強くなろう

税理士法人 伊東会計事務所

税理士 伊東 隆志 氏

8月 7日 ビジネス実務講座 第３講 5名

しっかり対応しよう セクハラ・パワハラ・懲戒

野呂伸一法律事務所

弁護士 野呂 伸一 氏

8月19日 第３回会議 5名

8月21日 ビジネス実務講座 第４講 6名

こんなに役立つ 司法書士の上手な活用法

近江司法書士事務所

司法書士 近江 孝介 氏

9月16日 第４回 会議 4名

10月15日 第５回 会議 3名

10月22日 オホーツク☆未来塾 第１講 7名

働くコミュニケーションUPセミナー

㈱働く喜び未來クリエーション

代表取締役 只石 弘樹 氏

10月28日 オホーツク☆未来塾 第２講 7名

職場の人間関係を円滑にする３つのポイント

キャリアコンサルタント 佐々木みどり 氏

11月 5日 事業継承セミナー 第１講 11名

知らなかったではすまない 事業継承に関する税金の常

識・非常識＝贈与税編＝

北海道事業継承センター

代表 吉川 孝 氏

11月 6日 オホーツク☆未来塾 第３講 7名

『共に育つ』企業を目指そう ～社員の皆さんへのメッセー

ジ～

㈱システムサプライ

代表取締役 門脇 武一 氏

11月13日 第６回 会議 4名

12月 3日 新入社員フォローアップ研修会 8名

先輩社員に聞く

①㈱上ケ島自動車 亀田 雄基 さん

②㈱エムリンク 折出 燎 さん

講師：オホーツク人材育成オフィス

所長 飯澤 庄司 氏

12月15日 第７回 会議 5名

12月17日 事業継承セミナー 第２講 中止

2015年

2月16日 第８回 会議 3名

3月 4日 ビジネス実務講座 第１講 8名

職業規則の作成・見直しで職場のルールづくりを

ライフプラニング 上野社労士事務所

社会保険労務士 上野 栄一 氏

3月 9日 第９回 会議 3名

3月10日 ビジネス実務講座 ② 延期

3月19日 ビジネス実務講座 ③ 9名

ご存知ですか？ 情報管理と個人情報保護法

講師：ともざわ法律事務所

弁護士 友澤 太郎 氏

（政策委員会）

3月26日 2015合同入社式＆マナー教室

3月26日 2015社員マナー教室

［政策委員会］

2014年

6月 9日 第１回 会議 8名

6月16日 学習会＆懇親会 8名

「北見市中小企業振興基本条例」制定までの取り組みと今後

の課題

話題提供：オー・エヌ工業

代表 大嶺 隆司 氏

7月31日 第２回 会議 7名

8月29日 第３回 会議 5名

9月17日 第４回 会議 5名

10月 2日 第５回 会議 6名

10月20日 『緊急』税制セミナー 14名

法人税改正で中小企業の負担はどう増えるのか？ ～しっ

かり学び、ムダの対応を～

税理士法人竹川事務所

所長（公認会計士) 竹川 博之 氏

（とかち支部会員）

10月30日 第６回 会議 5名



11月11日 オホーツク・地域づくりセミナー 66名

東京『すみだ』の復活プロジェクト ～自治体＆中小企

業の連携、観光＆産業の融合～

東京都墨田区 産業振興課

課長 郡司 剛英 氏

11月19日 第７回 会議 4名

12月 1日 北見市商工観光部様との夕食懇談会 15名

2015年

3月 3日 第８回 会議 5名

3月17日 第９回 会議 6名

［ビジネス交流委員会］

2014年

6月 6日 第１回 会議 5名

7月23日 第５回 わが社のビジネス発表会 7名

名刺交換だけでは分からない、同友会会員のビジネスに迫

る

発表者 １人目：和公繊維㈲

営業 斎藤 尚樹 氏

発表者 ２人目：朝日テクノス㈱ 北見営業所

所長 井上 亮 氏

8月20日 第６回 わが社のビジネス発表会 14名

名刺交換だけでは分からない、同友会会員のビジネスに迫

る

発表者 １人目：三栄紙料㈱

社長 和田 修一 氏

発表者 ２人目：㈱ゴダイ

専務 濱名 靖博 氏

9月10日 第２回 会議 2名

9月17日 第７回 わが社のビジネス発表会 16名

名刺交換だけでは分からない、同友会会員のビジネスに迫

る

発表者 １人目：㈲SGS

管理部長 増田 孝 氏

発表者 ２人目：有限責任事業組合デコル

代表 高橋 広昭 氏

10月18日 親睦ゴルフ大会 16名

11月12日 第３回 ビジネス交流委員会 7名

2015年

1月21日 第８回 わが社のビジネス発表会 16名

名刺交換だけでは分からない、同友会会員のビジネスに迫

る

発表者 １人目：㈱北日本広告社北見営業所

所長 池田 勇隆 氏

発表者 ２人目：特定非営利活動法人北見NPOサポート

センター

理事長 谷井 貞夫 氏

2月22日 2014年度親睦ボウリング大会 24名

例会・特別企画

2014年

5月16日 北海道・辻経済部長との懇談会・懇親会 5名

5月29日 ５月例会 19名

名刺交換だけでは分からない、わが社のビジネス発表会

～同友会会員のビジネスに迫る ～

発表者 １人目：オー・エヌ工業

代表 大嶺 隆司 氏

発表者 ２人目：㈱オフィスプラン・Ｋ

社長 三塚 慶蔵 氏

発表者 ３人目：三好メディカル㈱

社長 松田 健治 氏

6月24日 ６月例会 34名

十勝三菱の商品は『人』です。～スタッフが作り出す、明

るく楽しい会社風土～

十勝三菱自動車販売㈱

代表取締役社長 鈴木 亨 氏

6月25日

～27日

東京スペシャルツアー 10名

オホーツクの未来を切り拓く東京スペシャルツアー

7月 9日 第１回 留辺蘂地域『ミニ勉強会』 12名

人を育てる難しさ、学び続ける大切さ

㈱林鉄工

社長 林 正道 氏

7月31日 ７月例会 16名

北見市の産業振興ビジョンとは？ ～地域資源を生かした

産業活力の創造～

北見市商工観光部

課長 加藤 直信 氏

9月 3日 第２回 留辺蘂地域『ミニ勉強会』 12名

社員教育は、大変だけど、おもしろい ～自ら気づき、行

動するまで、粘り強く～

安藤建設㈱

社長 鈴木 克昭 氏

9月 8日 ９月例会 18名

ニコノコ・キビキビで、ワクワク体験 ～経営指針で、

笑顔あふれる会社づくり～

㈱あんずカンパニー

社長 須藤 隆昭 氏

10月14日 明日への活力セミナー2014 120名

どんな会社も、再び立ち上がれる

企業再生弁護士 村松 謙一 氏

10月27日 第３回 留辺蘂地域〝ミニ勉強会" 11名

大江本家の CS対策とマーケティング戦略

話題提供：美白の湯宿・大江本家

常務取締役 須藤 哲史 氏

10月30日 『国際ビジネスセミナー』 11名

東南アジアのビジネスに商機あり ～外に目を向け、潮

流を知り、今後の展開を探る～

講師：中小企業基盤整備機構

海外販路開拓支援シニアアドバイザー

佐々木 昇 氏

12月 5日 〝大"望年会 36名

2015年をさらに元気に過ごすために トコトン楽しく

交流しましょう

2015年

1月16日 2015 新年交礼会 120名

2015年『食』が日本を変える ～長寿と健康を支える

『食』の魅力～

講師：東京農業大学

名誉教授 小泉 武夫 氏

2月 3日

～ 6日

東京スペシャルツアー 第２弾 11名

オホーツクの未来を切り拓く 東京スペシャルツアー

第２弾

2月23日 第４回 留辺蘂地域〝ミニ勉強会" 10名

経営者のための、ライフプラン ～知らなかったでは済

まされない、人生設計のポイント～

話題提供：ファイナンシャルプランナー事務所 アップ

デート



代表 田村 友朗 氏

2月27日 支部２月例会 中止

聴いてみよう、語り合おう 外から見える『オホーツク

の魅力』とは？ ～客観的に地域を見つめ、これからに活

かしましょう～

発表者：北海道中小企業家同友会 オホーツク支部

支部長 海田 有一 氏

3月16日 支部３月例会 21名

どうしたらいい？ 人材の確保と教育 ～思い切り語り合

い、確かな情報と対策をキャッチしましょう～

報告者：㈱セクト

専務取締役 山田 宏彰 氏

（共育経営委員）

地区会

［美幌地区会］

2014年

4月 3日 ４月例会 8名

新会員です、よろしくお願いします

話題提供：㈲みしま

取締役 三島 聖 氏

5月15日 ５月例会 9名

新会員です、よろしくお願いします

話題提供：㈲辻看板店

専務取締役 辻 剛史 氏

6月12日 ６月例会 8名

新会員です、よろしくお願いします

話題提供：㈲アクセス

専務 山地 勇基 氏

7月15日 会員拡大プロジェクト会議 7名

7月29日 Doyu交流会 in美幌 17名

入って良かった、参加して嬉しい同友会 ～私の経験と、

これからへの思い～

報告①：㈱セクト

専務取締役 山田 宏彰 氏

報告②：岡村塗装

代表 岡村 泰明 氏

9月19日 ９月例会 7名

会員同士で、身近な情報交換会

10月24日 10月例会 10名

同友会活動の最新情報と活用法 ～どんどん使って、企業

の力にしましょう

話題提供者：同友会オホーツク支部

支部長 海田 有一 氏

（㈱海田鋼材 社長）

11月28日 望年例会 12名

2015年

1月28日 １月例会 7名

人を育てる難しさ、学び続ける大切さ ～経営者としての

苦悩と喜び～

話題提供者：㈱林鉄工

社長 林 正道 氏

（同友会 共育経営委員長）

2月26日 ２月例会 8名

美幌地区会をもっと面白くするために ～企画のアイ

ディアを出し合いましょう～

［網走地区会］

2014年

4月18日 ４月例会 7名

網走の未来を拓く、東京農大活用法

話題提供：東京農大オホーツク実学センター

小川 繁幸 氏

5月23日 ５月例会 8名

経営者（トップ）として、一番大事な仕事とは ～数々の

経験で学んだ、経営者としての人生理念～

発表者：㈱上ケ島自動車

会長 上ケ島正男 氏

7月 2日 ７月例会 5名

＊参加人数が少人数だったため、打合せに内容を変更。

8月 6日 【東京農大との交流会】 13名

8月26日 Doyu交流会 in網走 14名

崖っぷちからの再チャレンジ ～決してあきらめない、

社員と共に夢の実現を～

発表者：㈱アクティブカンパニー

代表取締役 橋本 環 氏

10月23日 10月例会 4名

経営者のための、いきいきライフプラン ～より良く生

きるための、人生設計のポイント～

話題提供者：ファイナンシャルプランナー事務所 アップ

デート

代表 田村 友朗 氏

11月26日 望年例会 9名

2015年

3月 6日 『活動打合せ会』 8名

［紋別地区会］

2014年

12月 4日 望年例会 5名

『意気高く新しい年を展望しましょう』

2015年

2月 7日 ２月例会 9名

紋別流氷あいすらんど共和国 氷点下まるかじりパー

ティ

部会・研究会

［北昴輝学舎］

2014年

4月 4日 第12回幹事会 7名

4月19日 第６回総会 35名

牛も人もどんどん育つ牧場を目指す ～同友会で学んだ

経営指針・社員教育・第２創業～

講師：㈲藤井牧場

社長 藤井雄一郎 氏

5月12日 ５月例会 28名

あなたの会社が「ブラック企業」と呼ばれないために ～法

律を理解し、適切な対応を～

報告者：ともざわ法律事務所

弁護士 友澤 太郎 氏

5月20日 第１回幹事会 8名

6月11日 ６月例会 25名

経営者は「カラダ」が基本 ～会社でも実践できる シ

ナプソロジーで体力＆脳力アップ～

講師：フリーインストラクター 鷲 美幸 氏

6月23日 第２回 幹事会 12名

8月 5日 第３回 幹事会 6名

9月 2日 ９月例会 20名

経営とは何なのか？ ～本気で語り合おう グループ討

論で

講師：㈱上ケ島自動車



会長 上ケ島正男 氏

9月18日 第４回 幹事会 7名

10月14日 10月例会 16名

『中小企業・明日への活力セミナー』終了後、みんなで鍋で

も突きませんか？

10月21日 第５回 幹事会 9名

11月 7日 全道青年部・後継者部会交流会 inふらの 9名

『株式会社未来 ～きっかけは富良野～』 フラノマルシェ

ノ奇跡 ～それは『まちづくり熱血おじさん』の一言から

始まった～

講師：㈱北印 ふらのまちづくり㈱

代表取締役社長 西本 伸顕 氏

11月17日 第６回 幹事会 9名

12月 9日 第７回 幹事会 6名

12月13日 北昴輝学舎輝学舎 望年例会 27名

今年を振り返り、来年も希望の１年に

2015年

1月20日 第８回 幹事会 6名

1月24日 新年例会 35名

〝とかち"の農産物を世界へ ～海外に打って出る そ

の挑戦と成果～

発表者：㈲尾藤農産

代表取締役 尾藤 光一 氏

（同友会とかち支部 幹事長）

2月17日 第９回 幹事会 7名

2月24日 第１回 居酒屋例会 24名

道青交 inオホーツクの成功に向けて ～みんなでアイ

デアを出し合いましょう～

3月14日 ３月例会 16名

ようこそ、北昴輝学舎へ ～わが社のビジネス発表会＆

新会員歓迎会～

報告者 １人目：ソイルエコサービス

代表 川邊 雄治 氏

報告者 ２人目：㈱上ヶ島自動車

店長 吉田 一人 氏

報告者 ３人目：TOMLINE

大谷 忠義 氏

3月17日 第10回 幹事会 5名

［たんぽぽの会］

2014年

4月17日 第24回総会 8名

5月16日 ５月例会 7名

新会員です よろしくお願いします

報告者：丸喜北日本物流㈱

社長 雅楽川沙知 氏

6月 5日 第１回世話人会 4名

6月18日 ６月例会 9名

新会員です よろしくお願いします

報告者：㈱働く喜び未來クリエイション

専務 男沢やよい 氏

7月 2日 ７月移動例会 10名

サロマ湖クルーズ＆ホタテ満腹ツアー

講師：井田漁業

代表 井田 勝人 氏

ガイド：井田漁業

生活担当理事 井田 貴子 氏

7月22日 第２回世話人会 3名

9月 4日 第３回世話人会 4名

9月26日 ９月例会 16名

これからも、『女性』の時代

講師：デザイントーク㈲

代表取締役 大谷 薫 氏

2015年

1月29日 新年例会 9名

一品持ち寄り新年会

3月26日 ３月例会

みんなで、ざっくばらんにトーク ～〝会社の課題と解決

策"について語り合いましょう～

［農水部会］

2014年

4月14日 JICA研修生との夕食交流会 11名

8月29日 世話人会 3名

2015年

1月19日 新年会 6名

［プラチナ会］

2014年

4月10日 第２回プラチナ経営塾 6名

〝経営"とは何なのか？ ～思いの丈を、とことん語りま

しょう ～

アドバイザー：㈱上ケ島自動車

会長 上ケ島正男 氏

5月14日 第３回プラチナ経営塾 6名

〝経営"とは何なのか？ ～思いの丈を、とことん語りま

しょう ～

アドバイザー：㈱上ケ島自動車

会長 上ケ島正男 氏

8月25日 プラチナ会 世話人会 4名

9月16日 第19回 例会 7名

『みなさまの近況を教えてください 』

2015年

3月23日 第20回 例会 5名

『来年度を展望するサロンミーテング』


