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 ■日 時：６月１５日（水）１９：００～２１：００ ■テーマ：春だから新しいこと始めます！  

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加 ■話題提供者：（株）おかだ商産 代表取締役社長  岡田 明彦  氏  

 ■日 時：６月１６日（木）９：００～１１：００    ■テーマ：十勝の特産品「チーズ」について学ぶ（工場見学あり） 

 ■会 場：十勝野フロマージュ ■話題提供者：(株)十勝野フロマージュ 代表取締役社長 赤部 順哉 氏 

 ■日 時：６月２３日（木）１９：００～２１：００  ■テーマ：簿記基礎講座①  

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加 ■話題提供者：KIDOライフデザイン研究所 所長 城戸 和子 氏  

 ■日 時：６月２２日（水）１９：００～２１：００  ■テーマ：【自己理解への第1歩】社内における自分の役割(業務)と目標､悩みを共有してみよう 

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加   ■話題提供者：参加者全員 

第1G 

第4G 

第3G 

第2G 

 ■日 時：６月１６日（木）１９：００～２１：００  ■テーマ：保育現場を通して見る障がい者受容 

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加 ■話題提供者：一般社団法人ちっぷす 代表理事 及川 抄織 氏 

 ■日 時：６月１８日（土） １５：３０～ ■テーマ：The 北海道 素敵な牧場の素敵な乳製品 

 ■会 場：カントリーホーム風景      ■設営：１５：３０  Ｌｉｖｅ配信：１７：００ 

 ■日 時：６月９日（木）１９：００～２１：００      ■テーマ：マーケティング概論（戦略、プロセス）  

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加 ■話題提供者：（株）GuGu 代表取締役 坂口 愛 氏  

 ■日 時：６月１７日（金）１６：００～１７：３０ ■テーマ：クナウパブリッシングについて 

 ■会 場：ＺＯＯＭでの参加 ■話題提供者：株式会社クナウパブリッシング  代表取締役社長 高原 淳 氏 

第5G 

第8G 

第7G 

第6G 

＜第１グループ＞『侃々諤々』グループ   記 録：米道氏 
■日 時：5月18日（水）19：00～21：00   
■場 所：同友会会議室またはZOOM参加      
■参加者：20名 
■テーマ：「生きていくことに＋」それがリブラス！ 
■話題提供者：リブラス(株) 帯広支店長 服部 直幸 氏   
【感想・報告】 
 会社は代理店保険業務での売上を糧としておりますが、一般の保険代

理店より確りとした企業理念のもと、活動されております。その企業理

念において、お客さまと従業員にとってプラスになる企業あり・・・っ

とご紹介されていましたが、お話を伺うなかで従業員をとても大切にさ

れていると感じました。 

 もちろんお客様も大切にされているはずですが、そのお客様と直接関

わるのは従業員。その従業員の働く職場環境、生活が良い方向にプラス

となることで、お客様にも良い商品・サービスを提供ができると自負さ

れていると感じました。つまり従業員へ敬意を払い、感謝している会社

だからこそ、職場環境・福利厚生が充実しており、労働時間短縮・５日

連続休暇取得で３万円支給などのように物質的、精神的、時間的豊かさ

を追求しており従業員への配慮

が惜しみなく実行されており、

素晴らしいと思いました。その

豊かさがお客様へも反映される

のだと感じました。 

 良い企業理念を掲げること

が、円滑な会社運営、会社体質

を改善に向かわせる。改めて会

社運営の根幹であると痛感しま

した。 

■拓の会例会報告（5月） 

＜第２グループ＞            記 録：井上氏 
『多様な労働環境・働き方を知り、考え、学びあう』グループ       
■日 時：５月２７日（金）１９：００～２１：００ 
■場 所：とかち館またはＺＯＯＭでの参加 
■参加者：8名 
■テーマ：働くLGBTQ〜多様な人々と共生する社会へ 
■話題提供者：にじいろほっかいどう 理事長 国見 亮佑 氏    
【感想・報告】 
 結論からいえば､報告者の話を聞い

て自分自身が｢性のありかた」につい

てほとんど理解してない､上辺だけの

理解であったことを思い知らされま

した。LGBTについても､言葉だけを

知っていただけで､それぞれの意味を

深く考えていないことを気付かされ

ました。更に当事者が自覚をしても､

それを誰かに打ち明けられず肯定的

な情報が中々入らない事で､苦しみを抱えながら生活をしているとのこ

と・・・。全く予想していない、驚くことばかりの話でした。言葉ばか

りが先行して､本当の意味での共生が叶う社会の構築には時間がかかりま

す。 

 最近思うのは『ヒトに優しくない』ということです。今回の例会を通

じて､まず初めの一歩は、先入観や固定観念という言葉を頭から消して、

誰に対しても分け隔てなく接することではないでしょうか。 

左のＱＲコードを読み取ると 

YouTubeチャンネルが見れます 

発行日：２０２２年６月７日 



＜第３グループ＞『とかちの魅力を考える会 』グループ                     
     記 録：津田氏  
■日 時：5月16日（月）19：00～21：00   
■場 所：DOG CAFE ＆ WEDDING SNOW FLAKE       
■参加者：3名 
■テーマ：動物×人×十勝～動物との関わり方の時代変化をつ     
  かみ、カフェオープンまでの道のりと今後の展望～ 
■話題提供者：すずらん動物病院 院長 栗栖 亜矢佳 氏    
【感想・報告】 
 本日はすずらん動物病院の移転、そしてドッグカフェ開店に至る経緯な

どを栗栖院長より伺うことができました。実際に施設内もご案内していた

だき、コンセプトのウェディング用の設えやカンファレンスルーム、猫の

里親募集用コーナー、ドッグランなどを拝見しました。 

 飲食などはコロナ禍もあり厳しい面も

あるとの事でしたが、ペット需要の高ま

りで動物病院が好調との事で、事業の柱

が別々にあるというのが強みであると感

じられました。またペットを持つ顧客の

事を考えられた運営方針もしっかり反映

されて、他店と差別化となっており、動

物病院と一体で進めていくカフェ運営を

色々と参考にさせて頂きたいと思いまし

た。 
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発行日：２０２２年６月７日 

■拓の会例会報告（5月） 

＜第４グループ＞『会計・財務の超初級』グループ 
     記 録：岡村氏  
■日 時：５月１２日（木）１９：００～２１：００   
■場 所：同友会会議室またはZOOMでの参加   
■参加者：13名 
■テーマ：簿記のルールを学ぼう  
■話題提供者：（有）裕信電気 代表取締役 牧野 裕一 氏    
【感想・報告】 
 今後の運営について、会計・財務の超

初級という観点から、次回から３講をま

ずテキストを用い講師を招いて経営者が

知るべき会計簿記のポイントを教授いた

だくこととなりました。その後、㈲裕信

電気 牧野氏による話題提供は、自身が経

営コンサルタントより学ばれたテクニッ

ク、裏事情をお話しいただきました。以

下抜粋しますと 

・金融機関との付き合い方：受け身でなくてよい、逆に積極的に自社を

アピールすべき。金利、手数料は値切ることができる。 

・月々の固定費の圧縮（節約）は１２倍の効果あり：インフラ使用料、

リース料等の再考 

・簿外資産の有効活用：減価償却後の資産売却での雑収入化 

・セーフティーネット共済の有効活用・なぜ社長は高級車に乗るのか、  

等々。 

 ２５歳で独立、起業され苦労し勉強された盛り沢山な内容をユーモア

を交え伺うことができ 今まの固定観念を変え新たな知識を得ることが

できました。 

＜第５グループ＞『障がいの特性を学ぶ 』グループ 
      記 録：利浪氏  
■日 時：５月２０日（金）１９：００～２１：００   
■場 所：同友会会議室  
■参加者：7名 
■テーマ：自分にとって難しいと感じた対人関係について語ろう  
■話題提供者：参加者全員   
【感想・報告】 
 今回がグループ初の開催となった例会ということで、まずは自己紹介

から始まり、テーマである難しいと感じた人間関係を参加者全員で話し

ました。自社内の職員の話し、仕事先のお客様の話し、家庭内の家族の

話し(愚痴)など様々なシチュエーションで難しく感じる対人関係の話題

があがりました。人の話しを聞いてくれないのは、相手に対して共感す

る部分、興味がないから聞こうとしないのではないか？自閉症の人が何

も意見を発しないのはわかるが、一般の人が言ってることをわからない

というのは許しがたい。空気を読めない、または読みすぎて相手の顔色

ばかり伺って、お互いが感じている距離感が違っている等、他にも様々

な人間関係の話題が出て参加者同士で共感を得たり、アドバイスをし

合ったりしました。 

 今回の例会を通して、いまだに障害

を持っていることに対しての理解が足

りない環境や、障害を否定することに

により環境に適応できずに立ち直るの

に時間がかかってしまっている現状等

があることが認識できました。「障が

い者を理解して分かり合う、興味を持

つ」という環境づくりの糸口となる例

会にして行きたいと思うスタートとな

りました。 

＜第6グループ＞『電子書籍』グループ 
      記 録：山崎氏  
■日 時：５月１９日（木）１６：００～１7：3０ 
■場 所：ＺＯＯＭでの参加  
■参加者：4名 
■テーマ：イベント結果と今後の活動  
■話題提供者：（株）ザ・本屋さん  
                                     代表取締役社長 高橋智信 氏    
【感想・報告】 
 十勝の文化創造を広めるために奮闘する高橋社長。現在は北海道の

1/4が書店のない地域という報告が始まりました。以下、発言の抜粋で

す。 

 ・本屋さんの特徴は雑誌販売、本屋の構造1996年をピークに半分

に。 

 ・コンビニが本を取扱いを始めたのも脅威の始まり。 

 ・今まで何もしないで売ってきた業界がいきなり頭を使って売れとい

うのは難しい。 

 ・自動配本され、売れない、返すの繰り返し。そのコントロールが難

しい。 

 ・本以外の事をやって利益率をあげているが何をやっているかわから

なくなる。 

 ・売上を上げる、人件費を下げる。 

 ・家賃など固定費を下げるこの３つをずっとやってきた。もう下げら

れるものがない。 

 ・カフェ、雑貨、併設している所もあるが、どうしても専業には勝て

ない。 

 ・新しい試みのYOUTUBEは発見がいっぱい。 

・これからは既存の書店を守りしっかり変化させていくことが今後の目

標。 

 ・本の販売、情報の発信場所、ポ

スター、チラシ、看板、動画、広

告、配達、見守りサービス。できる

ことをやっていきたい。 

 ・本屋をやりつづけることの大切

さ。 

 高橋社長は会社をどう永続する

か、社員が長く働けるか、を一番に考えていることが伝わりました。 



＜第7グループ＞『LiveCommerce 』グループ 
      記 録：河村氏  
■日 時：５月１4日（土）１７：００～１８：００ 
■場 所：（株）尾藤農産  
■参加者：６名 
■テーマ：農業従事者が語る 土づくりと作物の魅力   
■話題提供者： 
【感想・報告】 
 今回は、尾藤さんに土づくりの事を中心に、畑の事、ジャガイモの事

をたっぷりとお話を伺いました。 

 尾藤さんは今までも様々なメディアに露出していますが、切り抜き無

しで生で1時間以上出演するという事は、なかなか無かった筈です。土

づくりや雪室やジャガイモの事を語る姿を通して、尾藤さんの人柄も伝

えられる様な配信になったのでは無いかと思いました。 

 今回は畑と雪室から配信すると言う事で、屋外から屋内への移動があ

る難易度の高い生配信に挑戦。テストの時は問題なかったのですが、放

送開始直後、音声が配信されず、画像

を飛ばす電波もとぎれとぎれ。微妙な

位置関係で、電波がちゃんと届かな

かった様でした。鋼板や大型トラク

ターが間に挟まると、想像以上に電波

が弱くなってしまうという事が分かり

とても良い経験になりました。 

事前に撮影したドローンと望遠レンズ

による肥料散布風景も評判が良かった

です。 

＜第8グループ＞『ウェブマーケティング 』グループ 
      記 録：佐藤氏  
■日 時：５月１1日（木）１9：００～21：0０ 
■場 所：同友会事務所３F 
■参加者：8名 
■テーマ：Webマーケティングとは 
■話題提供者：（株）GuGu 代表取締役 坂口 愛 氏 
【感想・報告】 
 今回は、「ペルソナ」を作成してみよう！とのことで、２つのグループ

に別れて実践形式で話し合いをしてみました。 

 例として、５万円の自動掃除機を売るためにそれぞれのグループが意

見を出し合いながら考えるという課題です。性別、職業、年収、家族構

成、居住地域などターゲットを絞り込んでいく作業は、初めに考えてい

た以上に細かく一人の人物像を作っていくのはとても新鮮で興味深いも

のでした。物を売るためには、ある程度のコンセプトや一定のターゲッ

トを絞るまでは理解していたつもりでしたが、全然足りていなかったこ

とに気付かされました。 

 今回のように、一つの課題を

共有して意見を出し合いながら

進める方法は、理解しやすくと

ても有益な物だと思いました。

「ペルソナ」に関して、次回ま

でに自社の商品を元に作成して

みる。という宿題が出されまし

たが、宿題という形も考えるた

めの良いキッカケになるように

思います。一方的な難しい講義

的なものより楽しく学ぶことが

できました。 
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■拓の会例会報告（5月） 


