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 ■日 時：１０月１９日（水）１９：００～２１：００   ■テーマ： 「教員からの転身」～地域の未来に貢献します～  

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加 ■話題提供者：コーチ羅針盤 代表 秦 公一 氏  

 ■日 時：調整中 ■テーマ：調整中  

 ■会 場：調整中 ■話題提供者：調整中 

 ■日 時：１０月１４日（金）１９：００～２１：００  ■テーマ：この間の簿記講座等の復習   

 ■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  

 ■日 時：１０月２６日（水）１９：００～２１：００      ■テーマ：調整中 

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加  ■話題提供者：土田陽子社労士事務所  社会保険労務士 土田 陽子 氏  

第1G 

第4G 

第3G 

第2G 

 ■日 時：１０月１２日（水）１９：００～２１：００  ■テーマ：「普通」なんてない 一人ひとりに寄り添う会社づくり  

 ■会 場：とかち館またはZOOMでの参加 ■話題提供者： （株）つながり 代表取締役 北村 直也 氏  

 ■日 時：１０月２１日（金） ①設営１１：３０  ②Ｌｉｖｅ配信１３：００    ■会 場：（有）内海ファーム  

 ■テーマ：酪農＋肉牛 食べる人に伝えたいマニアックなこだわりと想い  鹿追 （有）内海ファーム   

 ■日 時：１０月２８日（金）１５：３０～１７：３０      ■テーマ：写真撮影の勉強会  

 ■会 場：cafe＋deli四つ葉apart   ■話題提供者：参加者全員  

 ■日 時：１０月２０日（木）１９：００～２１：００ ■テーマ：それぞれが作る電子書籍進捗  

 ■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5G 

第8G 

第7G 

第6G 

＜第１グループ＞『侃々諤々』グループ   記 録：山崎氏 
■日 時：９月２１日（水）１９：００～２１：００   
■場 所：てるい商店またはZOOMでの参加      
■参加者：１５名 
■テーマ：社長になって感じたこと 
■話題提供者：帯廣萩原自動車工業㈱  
              代表取締役 米道 隆雄 氏 
   
【感想・報告】 
 ９月例会は池田地区会との合同例会を開催させていただいきました。     

池田地区の素晴らしい会場をご提供頂き、ZOOM参加者も大画面で映る

中、メンバー一同、テンションアゲアゲでスタートいたしました。 

 発表は建設機械・農業機械修理等を手がけていらっしゃる帯廣萩原自

動車工業㈱米道社長にお願いしました。前職のメーカーの社員として

通っていらっしゃった帯廣萩原自動車工業様に突如社長として就任する

までの経緯や、入って直ぐに社長就任されたご苦労話等、中々聞け無い

貴重なお話を聞く事が出来ました。 

 ご自身より年配者が多く、職の内容も「職人」と呼ばれる方々との意

思疎通は一筋縄では行かない難しさがありそうですが、従業員と真摯に

向き合い、過去の事例を振り返りながらその後に活かしている姿は見

習っていきたいと感じました。 

 前職の会社員時代の米道さん

の頑張り所と、経営者としての

頑張り所が当たり前ですが全く

違い、改めて役割やチームにつ

いて考えられたのも興味深かっ

たです。 

 同友会らしい意見交換もあ

り、それぞれに学びとなった例

会となったのではと感じまし

た。 

■拓の会例会報告（９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：９月２８日（水）１９：００～２０：４５ 
■場 所：同友会会議室またはZOOMでの参加  
■参加者：８名 
■テーマ：上半期の振り返りと今後の例会についての打合せ 
■話題提供者：参加者全員 
                       
【感想・報告】 

  9月例会はテーマに沿って実施

しました。上半期の振り返りは
短時間で終了し、11月例会に予
定をしている、帯広大谷短大の
キャリア支援担当者様もしくは
学生さんに話題提供して頂く内
容について、テーマ及び内容

を、参加者全員で意見を出し合
いました。 
 ある程度の枠は必要ではあり
ますが、生の声を聞く機会はそ
うそう無いので、その場で質問し答えてもらうスタイルもあった方が良
い・・という話が多くありました。 

 最終的にそれらを含めた企画案を作成し、帯広大谷短大様へ提出した
いと考えています。 
 ゆくゆくは拓の会の例会を通じて､学生さん達のリアルな悩みを聞く
場を創っていきたいと思います。 

右の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１０月１１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：９月１５日（木）１９：０0～２０：３0   
■場 所：テレサのパン    
■参加者：５名 
■テーマ：ベーカリー新規オープンのその後 
■話題提供者：(株)クリエイトフーズ 主任 津田 洋輔 氏  
   
【感想・報告】 
 今年の夏にオープンしたばかりのベーカ

リーですが、人件費や廃棄など様々な課題に

対して参加者の皆様からご意見をいただきな

がら進めました。 

 無添加、道産小麦を主体にし、レシピは研

修してもらうことで新規事業へ挑戦したとの

事です。 

 お客様は女性客がメインで、最初は多くの

ご来店もあり製造が追いつかず苦労したとの

事ですが、現在は客数も落ち着いて、安定的

に運営できるようになってきたとのことで

す。 

 今後は十勝の食材なども活用し、いかに魅力的な店舗にできるか、商

品に付加価値をつけられるか、学びながらやっていきたいとの事でし

た。 

一般社団法人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 
 
 

Vol.2７ 

発行日：２０２２年１０月１１日 

■拓の会例会報告（９月） 

＜第４グループ＞『会計・財務の超初級』グループ 
          記 録：中川氏  
■日 時：９月９日（金）１８：３０～２１：００   
■場 所：同友会会議室またはZOOMでの参加   
■参加者：１１名 
■テーマ：社長の経営と数字 
■話題提供者：税理士法人古田土会計 代表社員 古田土 満 氏 
   
【感想・報告】 
 今回は、ZOOMにより、北海道中小企業同友会道北あさひかわ支部の9

月特別企画セミナーで企画した税理士法人古田土会計 代表社員 税理

士・公認会計士 古田土 満氏の講演を受けました。 

 講義の初めは、財務とは、経営計画とは何ぞやという内容から始まり、

経営者は数字に強くならなければならないと話され、講義終盤は、経営は

人を幸せにする、働いている社員を守る、社員を幸せにするために経営し

ているなど、古田土様の理念を熱く

話されていました。古田土様の熱意

に講演を聞いていた全員が圧倒され

ました。 

 そして、講演終了後、皆、新たに

社員を大事にしていこうと再確認

し、明日からの会社経営に活かして

いこうと話されていました。 

 とても有意義な内容盛りだくさん

の講義でした。 

＜第５グループ＞『障がいの特性を学ぶ 』グループ 
       記 録：三浦氏  
■日 時：9月１６日（金）１９：００～２１：0０   
■場 所：同友会会議室またはZOOMでの参加 
■参加者：９名 
■テーマ：幕別分校の進路指導と進路状況について 
■話題提供者：北海道中札内高等養護学校幕別分校  
          教諭 進路指導・支援部 山中 佳寿美 氏 
   
【感想・報告】 
  自立へ向けての教育と支援ということで、生徒一人ひとりの特性と個

性を把握され、それに合わせた個別の対応をされているところに、職員

の皆さまの頭脳がフル回転されているのだろうと思いました。 

 仕事について学ぶだけではなく、公共の交通網をつかった通学の仕方

からはじまり、お買い物の仕方も細かなところからご指導されているこ

とにも驚きました。家庭でもなかなか伝えられないことを丁寧に生徒さ

んたちにお伝えし、また、企業との連携も密にとられているところや、

卒業後のサポートをされているところにもとても安心いたしました。 

 一般就労までのプロセスとして、生徒さんが環境や仕事になれるまで,

スモールステップの体制をとってい

ることや、企業にもそのような提案

をされたりしているところもとても

素晴らしいと思います。 

 企業側の私たちは、学校からの内

容を引き継ぎ、マッチングがうまく

いくよう継続して支援を行うことの

必要性と、企業におられる職員の皆

さまがご理解をしめしてくださるよ

う働きかけていくことの必要性を強

く感じました。 

＜第6グループ＞『電子書籍』グループ 
      記 録：山崎氏  
■日 時：９月１５日（木）１９：００～２０：３０ 
■場 所：ＺＯＯＭでの参加  
■参加者：４名 
■テーマ：①電子書籍の作り方（簡易編）②進捗報告  
■話題提供者：①（株）クナウパブリッシング担当者  
       ②参加者全員  
   
【感想・報告】 
 「1年をかけて電子書籍を作っ

た、という形を残そう」というそ

れぞれの書籍の進捗報告を話し合

いました。 

 高原さん、高橋さんの作る「十

勝・帯広 昭和の記憶-写真集-」

については、現在写真を集める作

業と見積により何部刷るのか、を

決めている所だそうです。たくさ

ん販売することを目標に進んでい

ます。 

 山崎は「絵と詩の本」の電子書籍を作ります。販売の事は拓の会のウェ

ブマーケティンググループに相談しました。マーケティンググループ内で

取り組んでみようと賛成していただけたので、一緒に考えてもらいながら

進めていきたいです。 

 私が作る本は、混沌とした現在、子供も大人も余裕がないのを感じてい

て、悩んでいたり、心の元気がない人に届いてほしい言葉と絵の本にした

いと思っています。どちらも同友会内の人と組み制作へ進むので経過と進

捗が楽しみになってきました。 



＜第7グループ＞『LiveCommerce 』グループ 
      記 録：澤田氏  
■日 時：９月２８日（水）１８：００～１９：００ 
■場 所：小笠原農園 菜びより 
■参加者：５名 
■テーマ：【幕別町】 
     ～オーガニック給食や空飛ぶ朝採り 
     「オーガニックとうもろこし」について～ 
 
【感想・報告】 
 今回は、幕別町の「小笠原農園」から生中継。80年ほど続く農家の3

代目の小笠原さん。日本ではまだ圧倒的少数派の有機JAS認証を取得し

て、美味しい野菜を栽培しています。 

  コロナ禍にも関わらず、やさい屋カフェ 菜びよりをオープンし、目の

前で採れた野菜を最高の形で味わえるカフェとして、地元では人気を博

しています。 

 新鮮な食材を空輸で届ける、産地直送

の取り組みの、日本航空株式会社

（JAL）と連携した、東京・神奈川の

オーガニック・スーパーマーケット「ビ

オセボン」での、朝採り「オーガニック

とうもろこし」の販売の話を中心に、会

話も弾みました。 

 今回も、十勝を愛する、スタッフの連

携で、小笠原さんの本音トークも引き出

さた中継となりました。 

  

＜第8グループ＞『ウェブマーケティング 』グループ 
      記 録：坂口氏  
■日 時：９月１４日（水）１9：００～２１：００ 
■場 所：同友会会議室またはZOOMでの参加   
■参加者：９名 
■テーマ：ＴｉｋＴｏｋマーケティング  
■話題提供者：参加者全員 
 
【感想・報告】 
 ９月の第８グループの活動

は、みんなでTikTokを使ってみ

ました。TikTokの企業アカウン

トをつくって、動画の撮影・公

開し、どんな人に見られたのか

分析までしてみました。予想以

上に簡単に動画の加工・公開、

視聴者の行動分析が出来ること

に感動しました。 

 新しいマーケティングの手法

として、前回の「Google ビジネ

ス プロフィール」に引き続き、TikTok戦略も有効な集客手段になる手

応えを、全員で感じることができました。 

 また、今期の目標・目的についてもお話ししました。一人だとできな

いことをみんなでやっていこう！という事になりました。 

 ３０分は座学でマーケティングの基礎を学び、そのあと「みんなが

やったこと、成功したこと、失敗したこと」の実践を共有して。マーケ

ティング能力を向上することを目標にしました。 
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右のＱＲコードを読み取ると 

YouTubeチャンネルが見れます 


