
2021年度 部会

1989年に誕生した農業経営部会。中小企業経
営に混じって農業者も共に学びあっています。部
会例会では、大きく変わる農業情勢を正確に学び
、一人一人の新たな挑戦を交流。管内各地で自主
的な農業経営に取り組む農業者が次々と誕生して
います。収穫感謝祭は、十勝の農業を地元の消費
者に知ってもらいたいという想いで毎年開催して
います。

年会費：5,000円

１

一般社団法人北海道中小企業家同友会
とかち支部

TEL 0155-22-3611
FAX 0155-22-3612

部会案内2021年度版
発行日：2021年3月5日

農業経営部会

十勝経済を牽引する元気な農業経営者が、
更なる飛躍を目指して集う部会です！

対 象：同友会とかち支部会員本人
およびその社員

企業や農業者等が新しい連携の輪を構築するこ
とで、今ある商品・サービスを育てていくことや
、新商品・新サービスの開発を行うことで、新産
業創出を目指します。さらに、全国、世界への新
市場開拓を行うことで十勝の人々の心豊かな暮ら
しと地域経済活性化を目指します。

年会費：10,000円

２ 十勝農商工連携部会

共に作り上げ、磨き上げよう。
みんながあなたの応援団！

対 象：同友会とかち支部会員本人
およびその社員

「知りあい、学びあい、援けあい」を合言葉に
日々の経営に直接携わる女性経営者と女性役員が
共に学び合い、高め合うことを目的とし活動をし
ております。部会員一人ひとりの意見を取り入れ
、人間的により高め合える豊かな土壌を作り、気
取らず本音で語り合える会を目指します。

年会費：5,000円（一社で複数登録の場合、
2人目以降は3,000円）

３ 女性部会

前向きに経営に取り組む女性達と共に謙虚に学び
合いながら、お互いを高め合って参りましょう。

対 象：同友会とかち支部会員企業の
女性経営者と会社が認める社員

人生は七転び八起き。いまでは押しも押されも
しない経営者も、かつては幾度もの危機に遭遇し
、それを乗り越えて今日に至っています。人生大
学では、原則として毎月月初、焼酎を酌み交わし
ながら、経営者の人生談にじっくりと耳を傾け、
幅広く、泥臭く経営者の人生そのものから学び合
ってまいります。同友会への登竜門です。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて

Zoomでのオンライン開催もあります。

年会費：2,000円 ※新会員の方は入会年度
自動的に登録されます（初年度年会費無料）

４ 人生大学

経営者の生き様、ざっくばらんな経営体験報告を
学びたい方に。

対 象：同友会とかち支部会員本人
(社員の方の代理出席も可能です)

『部会』とは？

同友会の基本的な活動（地区例会等）の他に、会員有志がテーマを決めて自主的に
集まり、学び交流するものです。常時会員を募集しています。
まずはオブザーバーでの参加も可能ですのでお気軽にご参加ください。詳しくはお

問い合わせください。

「新規入会」のご案内

部会長：小倉修二 (有)トヨニシファーム 部会長：藤田 惠 (有)十勝スロウフード

部会長：小村真樹子 (有)ホテルニュー帯広
学 長：曽根 一 (株)ネクサス



【部会 入会について】
部会入会については、この用紙でお申込みい
ただけます。

会社名 .
役職 .
お名前 .
希望する部会の番号（ ）

▼返信先FAX 0155-22-3612
お問い合わせ電話 0155-22-3611
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

地域活性化のツールとして「地サイダー」の注
目度は高く、日本全国では様々なご当地サイダー
が開発されています。この会は地サイダーを通じ
て十勝の産業を発信し、地域の活性化を図ること
を目的として、活動いたします。

年会費：10,000円(1商品もしくは1社）
(サイダー製造企業のみ)サイダーの売上本数×5円
※売上本数は2月末日時点の工場出荷本数で清算

９ 十勝地サイダー研究会

地サイダーを通じて十勝の産業を発信・活性化を
図りたい方に。

対 象：会の趣旨に賛同する者 ※但し、入会
には世話人会の承認を必要とします。

環境問題は地域、企業のあらゆるところで意識
的に取り組まなければならない状況になっており
、特に企業においてはコスト問題、社会的な責任
など解決しなければならない問題が山積していま
す。同友会精神に則り、会員企業にメリットがあ
り、今後の中小企業の環境問題の取り組みに参考
になるような活動を行っております。

年会費：4,000円

７ 環境部会

環境問題と企業活動に関して学びたい方に。

対 象：同友会とかち支部会員企業で
環境に対して意識の高い管理職以上の方

近年、ＩＴ（情報技術）活用の機運が盛り上が
りを見せ、その活用は加速度的に発展しています
。①会員が持っているノウハウや業務上の取り組
みの情報を交換することによって②各企業や会員
が持っている疑問点を解決し③システム開発の時
間短縮を図りたいと考えています。

年会費：新規登録…3,000円 ※初年度のみ
（１社５名迄の登録・参加が可能です）
（登録継続…5,000円）

８ ＩＴ総合研究会(IT総研)

経営に必要なITのノウハウを身に付けたい方に。

対 象：同友会会員の経営者・社員

後継者が同友会の理念にそって経営者となるた
めの素地づくりの期間を自主的に学ぶことを目的
にしています。あすなる会＝「明日は社長になる
という決意を込めた名称」。所属グループでの例
会（7回）と、全体例会（5回）で構成されます。

年会費：15,000円

５ あすなる会

後継者に経営者としての勉強の機会をつくりたい
とお考えの方に。

対 象：将来、社長となる立場（後継者）で
ある方。

青年経営者の会は、委員会や部会の枠を超えた
「とかち支部」内の若手世代の交流を図るため
2013年度より発足し、現在52名で活動をしてお
ります。同世代同士が本音で語り合い学び合うこ
とで、お互いを磨き合い、より魅力的な経営者を
目指しましょう！

年会費：7,000円

６ 青年経営者の会

同世代同士、本音で語り合いませんか？

対 象：とかち支部に所属する50歳未満の
青年経営者もしくは後継者など経営に
携わるもの

グループ：①財務会計 ②適応力 ③未来社長

部会長：松村幹了 (有)大坂林業

代 表：近藤真治 (株)近藤商会

21年度代表：笹井宏一 三洋興熱(株)

会 長：辻田茂生 (有)ワン・エックス

代 表：林 秀康 (株)大地



一般社団法人北海道中小企業家同友会とかち支部 

農業経営部会 会員募集のご案内 
十勝経済を牽引する元気な農業経営者が、更なる飛躍を目指して集う部会です 

集え農業経営者達よ！ 
～十勝から食と農業を通して、世界の命を育もう！～ 

 

◆年会費  ５,０００円 

◆対 象  同友会とかち支部会員企業本人およびその社員（農業従事者、関係者等） 

◆会員数  １５０名 

◆農業経営部会とは 
・同友会の３つの目的に基づき、農業経営部会は、次のような事業を行います。 
・農業経営にかかわる経験・知識・技術などの交流を図り、“知り合い・学び合い・援け合い” 
を促す活動 

・会員相互の親しみと信頼を基礎に、自主的な共同協業化をすすめる活動 
・学識経験者・他団体などに蓄積された知識をひろく吸収する活動 

◆2021 年度活動方針（案） 
昨年度より、世界的に流行した新型コロナウイルスにより、人の往来が大きく制限され、外食産業や

観光産業など様々な業種が大きな痛手を受けました。ここ数年で一つのブームになった、生産者の見え
る飲食店のメニュー提案も少なからず影響を受けています。我々の生産物はスーパーを中心に流通して
はいますが、より一層国産の食品としてお客様から選んでいただくためには、コロナ禍での新しい発信
の仕方が必要ではないでしょうか。 
ここ十勝には恵まれた大地と環境があり、基盤となる農業がしっかりと根付いています。自然の価値

が再認識されてきている今、農業も様々な分野と結びつくことで価値をより高めるチャンスがあると考
えています。例えばソーシャルディスタンスを気にせずに過ごせる広い自然環境でのワーケーション、
SNS やリモートツールを使った新たな情報発信、コミュニケーションなどそのチャンスは多様なものだ
と思います。だからこそいざという時にチャンスを逃さず、チャレンジしていけるよう自社・自農場の
足元をしっかりと固め、お客様が今必要としている生産物を環境負荷を減らす形で実現していく。その
ために農業経営部会員は学びを忘れず、逆境にも負けずに活動していきます。 

◆収穫感謝祭 年に一度、十勝の皆様と、収穫の喜びを共有する大きなイベントを開催 
  毎年 8 月の最終日曜日、その年にできた一番最初の作物を十勝の皆さんに楽しんでもらいたい。そ

んな思いから収穫感謝祭を開催しています。昨年はやむなく中止しましたが、今年は 8/29(日)に開催
予定です。感染拡大防止に配慮した例年とは違う新たな形とはなりますが、イベントのお手伝いをし
て頂ける方を募集します。ぜひ多くの部会員で一緒にイベントを作りあげていきましょう！ 

 
※お問い合わせは、同友会事務局（担当：村上）まで。電話 0155-22-3611 

農業経営部会 入会(継続)申込書 
    返信先 FAX：０１５５－２２－３６１２ 

□ 農業経営部会に入会（継続）します   □ 継続しません 

会社名                 役職           氏名                

案内送付先 E-mail:                        FAX：               
 
【農業経営部会では４つのカテゴリで例会を企画します。関心のあるものを教えてください】 

□農業経営・法人化、GAP・HACCP・ISO   □販売戦略   □農業新技術   □農業政策、農業環境 

 

【第３１回収穫感謝祭のお手伝い】   □手伝ってもいい   □残念ながら、手伝えません 



一般社団法人 北海道中小企業家同友会とか 
一般社団法人 北海道中小企業家同友会とかち支部 

十勝農商工連携部会  新規登録のご案内 
～共に作り上げ、磨き上げよう。みんながあなたの応援団！～ 

２ ０ ２ 1 年 ３ 月 ５ 日  
（一社）北海道中小企業家同友会とかち支部 
十勝農商工連携部会 部会長 藤田 惠 

◆年会費： 10,000円 

◆対 象： 北海道同友会とかち支部会員企業の会員本人およびその社員 

◆目 的                  
 

 

 

◆活動内容・活動計画 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
２０２1年度十勝農商工連携部会では、下記の６つのグループを予定しています。 
 

  
（１）農村観光研究会 （代表世話人 梅村 智秀） 

 いま「農村」がアツイ！農・漁村で提供できる農泊、収穫や作業体験、景観、食は 

基より、関連する地域の伝統や文化、商品知識などをも学び、十勝ならではの魅力を 

再発掘し、提供する農・漁村関係者が「伝えたいこと、残したいこと」を皆で共有します。 

「こんなことやってみたいけれど・・・」、一歩前へ。小さくても、少なくても、 

『想い』のある方大歓迎です（農・漁村関係者以外も入会可能です）。 
  
（２）海外ビジネス開拓研究会  （代表世話人 尾藤 光一） 
帯広市など地域の各機関と連携し、引き続きオール十勝でシンガポールを核とした ASEAN  

諸国への販路開拓を昨年度に引き続き行います。さらに、モンゴル・マレーシアなど  

他地域も視野に入れた活動も検討してまいります。 

 
（３）小規模加工食品・とかち宇宙食開発研究会  （代表世話人 藤田 惠） 
今年度も他機関・他団体等と連携して食品衛生、食品栄養学・予防医療・農産加工 

（特に宇宙日本食に関する）等に関する技術についての講習会などを通じた情報収集 

活動を行います。具体的には、衛生管理の実践事例や加工技術の先進例などを 

学ぶための例会を開催致します。引き続き新たな醗酵食品開発を中心とした活動に力を 

入れてまいります。 

本部会は、企業や農業者等が新しい連携の輪を構築することで、今ある商品・サービスを育てていくことや、 
新商品・新サービスの開発を行うことで、新産業創出を目指します。 
さらに、全国、世界への新市場開拓を行うことで十勝の人々の心豊かな暮らしと地域経済活性化を目指します。 

(1)販路開拓を見据えた新商品・新サービスの開発に取り組みます 

(2)十勝の食を道外・海外へ 

(3)農業や食品加工の基礎的な技術や農商工連携の事例研究を学んでまいります。加えて

宇宙日本食の開発・研究に取組み十勝の食品加工レベルの向上にも努めてまいります。 

(4)農商工連携に関連する相談や各種支援制度の情報提供を行ってまいります 

 



 
（４）畜大パートナーズ  （代表世話人 大石 富一） 
 十勝唯一の国立大学である帯広畜産大学を、もっと有効に活用するべく活動する 

研究会です。地域連携推進センターでの交流を通じ、大学と企業の連携を生み出し、 

強化することで課題解決や新たな産業の創出を目的とします。 

また、学生と同友会会員企業の交流を推進し、学生の十勝への定着を推進します。  
（５）小麦研究会 （代表世話人 杉山 勝彦） 

十勝産小麦の味わいや香りの違いを品種別に食べ比べて本当においしい十勝ピッツァの生

地に使用する小麦粉を見つけます。 

 
（６）バイオマス活用研究会  
2021年度から活動を開始！新しい研究会です。 

バイオマスを製品やエネルギーとして活用していくことを研究します。 

 

 

十勝農商工連携部会・入会申込書 
    返信先 FAX：０１５５－２２－３６１２ 

E-mail： tokachi@hokkaido.doyu.jp 

 

□十勝農商工連携部会に登録します （参加研究会・1つ以上をお選びください） 

□農村観光研究会                          □海外ビジネス開拓研究会 

   □小規模加工食品・とかち宇宙食開発研究会  □畜大パートナーズ 

   □小麦研究会                □バイオマス活用研究会 
 
 

会社名            役職          お名前                     

【農商工連携部会にて学びたいテーマ、部会へのご意見等をご記入ください】 

 

※お問い合わせは、同友会事務局（担当：北村）まで。電話

0155-22-3611 

新規登録 



一般社団法人北海道中小企業家同友会とかち支部 

２０２１年度「青年経営者の会」会員募集のご案内 
 

2 0 2 1 年 3 月 3 日 

㈳北海道中小企業家同友会とかち支部 

青 年 経 営 者 の 会  代 表  近 藤 真 治 

帯広市東 2 条南 5 丁目１ ℡:0155-22-3611 
 

青年経営者の会は、委員会や部会の枠を超えた「とかち支部」内の若手世代の交流を図るため 2013

年度より発足し、現在 52名で活動をしております。同世代同士が本音で語り合い学び合うことで、

お互いを磨き合い、より魅力的な経営者を目指しましょう！皆様のご登録をお待ちしております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

※お問い合わせは同友会事務局（担当：門脇）まで。電話：0155-22-3611 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

            青年経営者の会 登録申込書 ＜３月２６日（金）までにご返送ください＞ 
 

□青年経営者の会に登録します 

 

会社名             役職         お名前               

生年月日：（西暦）    年   月   日 メールアドレス：                

携帯番号：                             
※頂いた情報は会合案内等、青年経営者の会の運営にのみ使用いたします。 
 

返信先 FAX：0155-22-3612  E-mail: tokachi@hokkaido.doyu.jp 

■２０２１年度代表：近藤 真治（㈱近藤商会 常務取締役） 

■２０２１年度活動方針（案）  
１．会員間交流を通じて、企業経営における糧となる「知識・人脈・情報」を同

世代経営者間で切磋琢磨し、自己研鑽する場となる様にする。また部会内だ

けでなく、支部及び地域にも貢献できる事は何かを探求するのと同時に、自

社企業の発展を促す気付きの場となる様にする。 

２．他支部の青年部会との交流を始め、同友会に限らず同世代の会との交流も図

り、部会の発展を促す。 
 
 

＜年間テーマ＞  
勇往邁進・益者三友・創意工夫 

勇往邁進：どんな困難にも負けず、自分の目的、目標に向かってひたすら前へ突き進むこと 

益者三友：友人を選ぶ時の心得で、交際して有益な正直、誠実、博識をもった人と付合う事 

創意工夫：新しい思い付きを見い出し、それを行う為に良い方法を得ようと思いをめぐらす事 
 
 

＜活動内容＞ 

・年１１回程度の例会及び交流会を予定 

・活動方針及びテーマに沿った例会開催（討論会、講師例会等） 

・他支部青年部会との意見交換会、合同例会、交流会に参加 

■年会費／7,000 円（この他に懇親会費等が別途かかることもあります） 

■会員資格／とかち支部に所属する 50 歳未満の青年経営者 

もしくは後継者など経営に携わるもの 



（一社）北海道中小企業家同友会とかち支部  企業後継者育成専門部会 

｢あすなる会｣会員募集のご案内 
２ ０ ２ １ 年 ３ 月 ５ 日 
(社)北海道中小企業家同友会とかち支部 
あ す な る 会  代 表  千 葉  真 司 

 
後継者専門部会のあすなる会では、現在５７名の後継者が小グループで勉強

会を開催しています。２０２１年度は下記の３つのグループを予定しています。 

ぜひともご参加くださいますようご案内申し上げます。  
 

▊目  的 事業承継は企業にとって最重要課題であり、本会は後継者が同友

会の理念にそって経営者となるための素地づくりの期間を自主的

に学ぶことを目的とする。 

あすなる会＝「明日は社長になるという決意を込めた名称」 

▊入会資格 将来、社長となる立場（後継者）であること。 

▊年 会 費 15,000 円(グループ年会費を含む一括徴収) 

▊21 年度代表 笹井 宏一（三洋興熱(株) 取締役副社長） 

▊21 年度の活動内容  全員参加型の運営を目指します 

①所属グループでの例会（7回）と、全体例会（5回）で構成されます。 

②グループ例会の企画・運営は、部会員全員で取り組みます。例会の企画立案、

講師との打ち合わせ、当日の司会進行等を担当いただくことがあります。 

③各グループには年１回全体例会の企画・設営を担当いただきます。 

④他グループへのオブザーバー参加も可能です。 

⑤全道・全国の行事にも積極的に参加しましょう。 
 

＜財務会計グループ＞ 
皆さんは決算書の内容を理解して経営に生かすことができていますか？決算書は会
社の『成績表』であり、『健康診断書』でもあります。自社が本当に健全な経営ができて
いるのか？会社の事業がどれだけの結果を出しているのか？決算書を把握することに
よって自社の事を内側から理解できるようになり、経営者になった時の経営判断に役
立てることができます。例会は 2020 年度と同じく、税理士法人共明会計 所長の野田
和宏氏を講師にお招きします。初めて財務を勉強する人も、今年勉強したけれどもう
一度勉強したい人も、財務を基礎から学んでいきましょう。最終目標は自社の経営状
況を把握することです。ぜひ一緒に勉強しましょう。    

グループ長：(株)昭和熱器工業   代表取締役 森田 友昭 

副グループ長：丸果帯広中央青果(株) 常務取締役 内藤 正護 

奥田工業(株)     取締役専務 奥田 優作 
 

＜適応力グループ＞ 
昨今少子高齢化による労働人口の減少と採用難、感染症対策など企業を取り
巻く環境は劇的に変化しています。社会環境の変化に適応する事は、これか
らも存続する為・より良くなる為に必要となります。適応力グループは
『CSR(企業の社会的責任)・管内高卒求人の動向・外国人労働者の可能性・活
発化を見せる M&A・コロナ禍での感染予防対策』など各テーマ毎に講師や経
営者の方をお招きして、1 年間取り組んで行きたいと考えています。皆様のご
参加をお待ちしています。     

グループ長：(株)千葉建設      取締役副社長 高橋 拓真 

副グループ長：(株)三協トランスポート 取締役常務  中山 翔 

太田寝装(株)      営業部長   太田 智世 
 

＜未来社長グループ＞ 
このグループでは、関西テレビで放送されている 7 つのルールで話題の女

性の人生を映し出すドキュメント番組「セブンルール」にならい、自身の経営
者としてのこだわり（セブンルール）を創ります。 
 具体的には３つのステップで活動します。①（後継者～社長への理）社長業
を身近にワクワクを感じてもらう。 ②（経済の理）日本の経済を正しく知り
未来を創造する。 ③（実践の理）自分の会社をプレゼンし客観的に見る目を
養う。１年間を通して自分自身を見つめ直し、社長となる未来に向けて自身
を確立していきましょう。     

グループ長：(有)北都観光開発 代表取締役専務  木村 雄植 

副グループ長：(株)内山企画会社 代表取締役副社長 山崎 美華 

北海道ベース(株) 営業係長     井上 英樹 

お問い合わせは同友会(担当：門脇)まで。電話：0155-22-3611 
--------------------------------------------------------------------------- 

               あすなる会 登録申込書 ＜第1次締切 3月12日(金)＞ 
 

□あすなる会に登録します 
 

企業名                           

役職                          氏名                       
 

生年月日     年    月    日 グル

ープ 

第１希望   

携帯番号  第２希望   

メールアドレス  

※頂いた情報はあすなる会の運営および2021年度作成予定の会員手帳に使用します。 

 同友会ＦＡＸ／０１５５-２２-３６１２ 



 

一般社団法人 北海道中小企業家同友会とかち支部 

『拓の会』２０２１年度会員募集のご案内 
 

２ ０ ２ 1 年 ３ 月 １ 日 
北海道中小企業家同友会とかち支部 
学 び 合 い 活 動 推 進 委 員 会 
委  員  長   小 野 寺  慎 吾 

電 話 （ 0 1 5 5 ） 2 2 - 3 6 1 1 

 

十勝開拓の先人達にならい、“これからの企業作りの新たな段階を開拓する

フロンティアとなろう”とスタートし、今年度で２９年目を迎える「拓の会」。 

本音で語り合い、意見交換・会員交流のできる学びの場を築いてまいりました。

※新型コロナウイルス対策のためオンラインも併用しています 
 
----------- 【２０２1 年度「拓の会」募集要領】 ------------ 

◆対 象：同友会会員経営者及び後継者、会員企業の社員 

◆年 会 費：３,０００円（拓の会運営費として） 

※別途、ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会に必要な費用（講師料・懇親会費等）がかかる場合があります 

◆運営方法：毎月１回のグル－プ例会(1 グループ 10～15 名程度) 

----------- 【２０２1 年度「拓の会」登録申込書】 ---------- 

※前年度登録されていた方も、改めてご登録をお願いします 

□登録します         □登録しません 
 

会社名                         お役職                   お名前                           
  
 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ             携帯電話             ＦＡＸ                          
 
【個人情報の取扱について】グループ内の打ち合わせ等をスムーズに行うために、学びあい活動推進委員、グループ長、

副グループ長にはグループメンバーの携帯電話番号をお知らせしますので、予めご了承の上ご記入ください。 

 
★登録希望グループ 必ずご希望のグループに☑を入れてご返信下さい   

 
-------- 【拓の会スタートオリエンテーション参加申込書】 --------  
 

□出席します （参加方法：□会場参加 ・ □Zoom 参加）  □欠席します 

◆日 時：４月１６日（金） １９：００～２１：００ 

◆会 場：とかち館（帯広市西 7 条南 6 丁目 2）または Zoom 参加 

◆内 容：①拓の会概要説明  ②各グループでの運営打合せ  ③各グループからの PR タイム 

【お申込先】：ＦＡＸ：０１５５－２２－３６１２ E-mail : tokachi@hokkaido.doyu.jp 

□第１グループ □第２グループ □第３グループ □第４グループ 
 

□第５グループ 
 

□第６グループ 

本音で語り合い！ 

互いの経験から学び合おう！！ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ 『侃々諤々
か ん か ん が く が く

』グループ  

●対象/興味のある方全員  ●毎月第３水曜日  
拓の会第 1グループは自由なテーマで、楽しい会社経営、楽しい会社活動を行う為に、『侃々諤々』ディ

スカッションするグループです。自社が発展する為の相談から、問題点の解決、他では言えない悩み･･･

まで、グループでなんでも話し合いましょう！発表を通して知識やアイデアを分け合ったり、受け取っ

たり、相乗効果で共によりよくなれる例会を目指します。心を許して話せる場、大切な仲間と出会い共

に成長できる場です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

□第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ 『職場環境改善』グループ 
●対象/興味のある方全員  ●毎月第１水曜日 
職場環境改善グループは、社員の不満への対応、人材確保、後継者育成、働き方改革、ＢＣＰなど、職

場環境全般の問題を持ち寄り解決策や解決のためのヒントを模索するグループです。現在の新型コロナ

禍における対策も含め、同じ悩みを持つもの同士で一緒に話し合って共に良い会社を目指しましょう。 

□第３ｸﾞﾙｰﾌﾟ 『とかちの魅力を考える会』グループ 
●対象/興味のある方全員  ●毎月変動（事前案内） 
「とかち」の食・観光・街を主なテーマに、この地の魅力や街づくりを様々な視点から考える場をつく

ります。例会では話題提供していただけるその店舗や企業に赴き、どのように経営されているかを“見

て聞いて食して体験して”積極的に学びます。アグレッシブに動きたい方！ぜひご一緒しましょう。オ

ブザーバーも歓迎です。色々な方と楽しく意見交換をして、この街や人の魅力を広く知って、今後の事

業、そして地域発展へのヒントを探りましょう！ 

□第６ｸﾞﾙｰﾌﾟ 『新型コロナ対策』グループ 
●対象/経営者及び幹部社員 （スタートオリエンテーションで定例日を検討） 
新型コロナウイルスの日本での感染が拡大して 1年が過ぎてきました。とかち支部の会員も 6割が影響

を受けていると回答しています。経済環境が激変する中で企業も対応が待ったなしの状態になっていま

す。その中で、新しい営業スタイル、サービス、ネット販売、新業態と企業変革に挑戦している会員も

増えてきています。新しい試みをしている会員企業に話題提供をしていただきコロナ禍の企業運営を考

えてまいります。 

□第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ 『多様な労働環境・働き方を知り､考え､学びあう』グループ  
●対象/興味のある方全員  ●毎月第４木曜日 
働き方改革が本格的に施行され約1年が経過し､コロナ禍という未曽有の事態において､私たちを取り巻

く労働環境は大きく変化しています。他方､以前から叫ばれている『人手不足・後継者問題』は､なかな

か解決の糸口が見えず､頭を悩ませている会社が多くあるのも事実です。経営者・従業員問わず『社員

が辞めない職場環境作り』及び社会的弱者といわれる『障がい者・外国人・高齢者・母子家庭』につい

てﾉｳﾊｳを知り､考え､学ぶことは会社の継続､発展に必要不可欠です。基礎知識､実際の現場の生の声を聴

き､自社の問題点や悩みについて意見交換し、自分と会社の意識を変えていく一歩を､一緒に踏み出しま

しょう！ 

□第５ｸﾞﾙｰﾌﾟ 『経営者の財務』グループ ※年間講師料：別途 10,000 円程度を予定 

●対象/経営者・事業承継予定者に限る（オブザーバー/オンライン参加は話題により可否を検討） 

日々の経営の中で財務に関する、疑問・悩みを少人数ディスカッションで、解決の糸口やヒントを得て、 

マル秘経営術を学び合いませんか？また、年間数回講師を招き、財務に関するアドバイスや最新情報を

伺いながら例会を進める予定です。出来る方は自社の決算書を持込み、【本音トークのみ！Zoom 不可】

で行います。帳簿の付け方・決算書の読み方を学ぶのではなく、経営者が知るべき財務知識を共有しま

しょう！初歩的な疑問から金融機関との付合い方・節税・助成金など財務に関する事なら何でも率直に

話し合いましょう。 


