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Vol.2８ 

 ■日 時：１１月１６日（水）１９：００～２１：００  ■テーマ： 経営者としての私 障害者としての私 

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加             ～障害がありながらの農業経営～  

                            ■話題提供者：関口農場 代表 関口 孝典 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：１１月３０日（水）１９：００～２１：００  ■テーマ：(仮)「知りたい、聞きたい、伝えたい」 

  ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加                        ～学生たちの働くことへの意識や考えを聞いてみませんか？ 

                            ■話題提供者：帯広大谷短期大学 事務局キャリア支援センター 

                                                     佐々木 理 氏  山口 智奈津 氏 

第1G 

第4G 

第3G 

第2G 

 ■日 時：１１月１０日（木）１９：００～２１：００ ■テーマ：高齢者・障がいのある方と協働・共生する商店街づくり 

 ■会 場：とかち館またはZOOMでの参加              ～帯広電信通り商店街 活性化の軌跡～   

                           ■話題提供者：(有)アドサイン 会長 長谷 渉 氏  

 ■日 時：１１月２２日（火） ①設営９：３０  ②Ｌｉｖｅ配信１１：００    ■会 場：北広牧場  

 ■テーマ：北広牧場【新得】なつぞらの舞台で搾られる牛乳はどんな味がするのか？ 

 

 ■日 時：１１月１６日（水）１９：００～２１：００ ■テーマ：マーケティングの基礎のお話とTikTokなどの効果評価等の意見交換 

 ■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：１１月１７日（木）１９：００～２１：００ ■テーマ：①それぞれが作る電子書籍の進捗 

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加            ②電子書籍の作り方（改訂版）  

                            ■話題提供者：①参加者全員 

                                   ②(株)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：野尻氏 
■日 時：１０月１９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：１８名 
■テーマ：「教員からの転身」～地域の未来に貢献します～ 
■話題提供者：コーチ羅針盤 代表 秦 公一 氏 
   
【感想・報告】 
 コーチ羅針盤 代表 秦 公一 氏「教員からの転身」～地域の未来に
貢献します～で忌憚のないお話を聞きしました。 
 陸別で弟様がご実家の食堂を継ぎ、秦様が学校の国語の先生をなった
経緯などもお聞きしました。大変勉強になりました。小生の脳裏を深く
掘り下げました。 
 人生の羅針盤として「論語」を柱
に据えていらっしゃるお話聞き、秦
さんの著書として「論語読みの論語
知らず 生き方を見直す４９の言葉」
「子どもがみるみる変わるコーチン
グ」もご紹介いただきました。 
 
 

■拓の会例会報告（１０月） 

＜第２グループ＞             記 録：棚氏 
『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：１０月２６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：１１名 
■テーマ：労使紛争の例から見る､ 
            それぞれの立場の見解の違い 
■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 
      
【感想・報告】 

 今回の例会はテーマに沿い、土田社労士事務所の土田さんに話題提供
して頂きました。 

 初めに土田さんの自己紹介として、今までの山あり谷ありの人生を楽
しくお話頂き、その後労使紛争事例を用いて使用者（経営者）側の言い
分や労働者側の言い分を説明して頂き、自分がどちらかの立場だった場
合どうするか意見を出し合いました。 
 経営者側の意見では、就業規則をしっかり作り提示する事や従業員の
適正配置などがあげられ、労働者側の意見では、例に挙げられている方

が発達障害の特性が見られる事か
ら、働きづらい環境だったのではな
いか？など、第２グループならでは
の意見も見られました。 
 その他パートとアルバイトの違い
や有期雇用、試用期間のお話などそ

うだったの！？」とつい口にしてし
まうほど、とても勉強になるお話を
和気あいあいと楽しく学ばせて頂き
ました。 

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１１月７日 

 ■日 時：１１月１１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  



＜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：１０月２０日（木）１９：０0～２０：３0   
■場 所：きく乃    
■参加者：４名 
■テーマ：コロナ禍より再び訪ねて 
■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】 
 以前、約２年前にお邪魔したお店に再び訪れました。 

 状況的には２年前と変わらないスタイルで、広告などもせず、ほぼ常

連様のみに対して営業されておりました。しかし急にお願いしたにも関

わらず、小料理とお酒もご用意されており、ご主人が実際に釣ってきた

ヤマメもあり、御もてなしの準備も変わらずされているところが素晴ら

しいと感じました。 

 相変わらず宴会などはないとのことですが、夫婦二人でやれる範囲で

の規模感で楽しく仕事されている姿や雰囲気がよく、規模や売上の向上

よりもしっかり目の前のお客様を大事にされていると感じますし、その

精神が勉強になります。 
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発行日：２０２２年１１月７日 

■拓の会例会報告（１０月） 

＜第４グループ＞『会計・財務の超初級』グループ 
          記 録：瀬戸氏  
■日 時：１０月１４日（金）１９：００～２１：００   
■場 所：同友会会議室   
■参加者：７名 
■テーマ：簿記の初歩の復習会 
■話題提供者：参加者全員 
   
【感想・報告】 
 今回は欠席者続出で、7名の開

催となりました。 

 人数が少ないので来月の復習の

ための予習という事で、皆で問題

を解きながら確認しあう内容でス

タートしました。 

 以前、城戸先生に教えて頂いた

資料を元に、岡村社長が作成して

下さった資料を見ながら説明をし

て頂きました。資産、負債、資本

の貸借対照表（B/S）や収益、費

用、利益の損益計算書（P/L）を

分かりやすくまとめて下さっていました。が、いざ問題を解いてみると、

この勘定科目はどの部分？、仕訳でつまずく、Tフォームでこんがらが

る、最後の（P/L)（B/S)までたどり着きませんでした。現金の動き（入

出金）を先に埋めていくことで考え方が簡単になるのでは？等の意見を頂

き、まだまだ復習の時間が必要だ、と話し合いました。 

 例会の2時間という短い時間の配分や、問題を先にメールで送る？など

今後の課題が沢山ありました。 

＜第５グループ＞『障がいの特性を学ぶ 』グループ 
       記 録：小関氏  
■日 時：１０月１２日（水）１９：００～２１：0０   
■場 所：とかち館またはZOOMでの参加 
■参加者：９名 
■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 
■話題提供者：（株）つながり 代表取締役 北村 直也 氏 
   
【感想・報告】 
  今回の５Ｇの例会は、10月支部例会に参加して北村社長のお話を聞き

ました。            

 北村社長が障がい福祉の事業を運営して来て学んだことや、障がい者

支援をしていて気づいたことを会社経営に活かし、社員一人ひとりに寄

り添う会社つくりをしていることが分かりました。その中で「普通」と

いう言葉に焦点を当てて、普通とは何か？について投げかけられてグ

ループワークで討論しました。 

 第2部では、北村社長からは「普通なんてない！」という考えから、社

員を自分の価値観で見るので

はなく、一人ひとりに寄り添

う会社つくりを始めて人を活

かす経営に繋げていることが

分かりました。 

 北村社長の話を聞いて、こ

れからは出来るだけ「普通」

という言葉は使わない様にし

て、社員の個性を見る様に心

掛けようと思いました。 

                                               

＜第6グループ＞『電子書籍』グループ 
      記 録：高原氏  
■日 時：１０月２０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：６名 
■テーマ：①進捗報告 ②出版・電子書籍・デジタルコンテンツ  
               に関して 
■話題提供者：参加者全員  
   
【感想・報告】 
 前半は各プロジェクトの進捗報告、報告後はフリートークとなりまし

た。山崎さんの取り組む「絵と詩の本」（電子書籍）はこの1ヵ月新たな動

きはないとのことでしたが、本の内容がメンバーに説明され、仕上がりイ

メージを参加者全員で共有することができました。 

 高橋さん＋高原の「十勝・帯広 昭和の記録」（写真集）は、現在写真

収集と協力呼びかけを活発に行っている段階です。個人から写真提供の申

し出を受けた場合、受け取り、デジタル化、返却、写真の内容調査に要す

る時間が作業者の負担となります。このため、図書館や自治体から借りる

ほうが効率であることが報告されました。他に、制作プロセス、販売方

法、販売促進策等。電子書籍や動画を含めるかどうかは、写真集の制作が

進んでからの話になりそうです。 

 報告後、佐々木さんから動画に関する示唆に富んだ話がありました。文

字と写真だけのマニュアルは読まれず、動画が必須であること。動画の撮

り方、とりわけカメラ

アングルが作業者と同

じであることが重要と

のことでした。 

 他に、著作権に関す

る疑問についても話し

合われました。 



＜第7グループ＞『LiveCommerce 』グループ 
      記 録：河村氏  
■日 時：１０月２１日（金）１１：30～１４：００ 
■場 所：内海ファーム 
■参加者：６名 
 
■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 
 
【感想・報告】 
 今回の十勝いいともは、鹿

追内海ファームから配信しま

した。 

 内海さんが、ソーセージや

ローストビーフの試食を用意

してくれていたので、ライ

ティングして撮影しました。

とても味わい深いお肉でし

た。その秘密は、珍しい品種を独自に実験的に交雑し肥育しており、他

にはない味のお肉に仕上がっているとの事でした。見た事も無い大きさ

に育ってる牛が、カメラ越しにどのくらい伝わったか分かりませんが、

驚きでした。 

 今回は、配信直前にドローンで撮影した映像を、移動中やエンディン

グに流す工夫や、映像を無線で飛ばす距離を延長する為に、基地局を設

置するなど今までの経験を活かし、改善した配信が出来ました。 

 今回の反省点としては、配信卓から離れて、ガンマイクから音を拾っ

た後に、ワイヤレスマイクに復帰する時、ワイヤレスマイクがスリープ

になってしまっている事に事前に気付くことが出来ない事でした。すぐ

復帰はさせる事はできましたが、テレビ中継で音が出ないシーンを我々

もやってしまいました。 

 内海さんの話が面白く、あっと言う間に時間の中継が終わりました。 

アーカイブが残っていますので、是非、ご覧ください。 

https://youtu.be/nOEn4SCK2Hs 

＜第8グループ＞『ウェブマーケティング 』グループ 
      記 録：田代氏  
■日 時：１０月２８日（金）１５：３０～１７：３０ 
■場 所：四つ葉apart  
■参加者：９名 
■テーマ：写真撮影の勉強会  
■話題提供者：参加者全員 
 
【感想・報告】 
 10月例会は四つ葉apartさんにてウェブ

マーケティング用に商品(スイーツ)を写真

撮影し、Googleマイビジネスに投稿し、

お客様からの反応を見る為に実施しまし

た。 

 以前写真屋さんであった（株）つながり 

東山氏を講師に据え、写真撮影のやり方を

レクチャーしてもらいました。 

 その後、各々撮影した画像をGoogle

マイビジネスに投稿した所、直ぐにウェ

ブ上に反映され、ネット上にもヒットし

やすい事がわかりました。 
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