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 ■日 時：１月１８日（水）１９：００～２１：００ ■テーマ： 働きがいのある職場環境について考える 

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加 ■話題提供者：髙嶋コンクリート工業㈱ 営業課長 井上 英樹 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：１月２５日（水）１９：００～２１：００ ■テーマ：次年度予定と振り返り  

 ■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：１月２６日（木）または２７日（金）１９：００～２１：００      ■テーマ：新年度の方針決め   

 ■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：１月１０日（火）１０：３０～１３：００ ■会 場：（有）友夢牧場  

 ■テーマ：牛乳からメロンまで。北海道の冬に収穫するメロンの秘密に迫る！友夢牧場【新得】  

 ■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：１月２０日（金）１９：００～２１：００ ■テーマ：各プロジェクトの進捗状況 

 ■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：秦氏 
■日 時：１２月２１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：１５名 
■テーマ：同友会と共に四半世紀 
■話題提供者：一般社団法人北海道中小企業家同友会  
          とかち事務所事務局長 佐々木 靖俊 氏 
   
【感想・報告】 
 第１グループの今回の話題提供

者は、同友会で日ごろからお世話

になっている事務局長の佐々木靖

俊さんでした。    

 佐々木さんには、「同友会と共に

四半世紀」というテーマで、同友

会の全国的な歴史的展開とご自身

の事務局員としての経験や思いな

ど、内容の濃いお話をお聞かせい

ただきました。 

 その中で、北海道の同友会が成長していく過程の話では、初代事務局

長さんや情熱をもった経営者の方々のエピソードを、数々ご紹介いただ

きました。 

 また、参加者の皆さんは、「佐々木さんが、なぜ、仕事として同友会を

選んだのか」ということにとても関心をもたれていたのですが、佐々木

さんが大学生での就職活動時に「人の役に立つ仕事がしたかったから」

という動機に、一同、たいへん感心しました。 

 佐々木さんは各地の事務局での経験を通し、多くのことを深く学ばれ

てきたことが伝わってきました。また、素晴らしい経営者の共通点とし

て『謙虚さ』をあげられていたことと合わせて、大変勉強になるお話を

聴かせていただきました。 

■拓の会例会報告（１２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：１２月１５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：経営実践報告 社員が「幸せ・ゆとり・豊かさを味わ    
     える」会社を目指して 
■話題提供者：（株）アイワード  
               代表取締役社長 奥山 敏康 氏 
    
【感想・報告】 

 アイワード様は、会社として1974年から経営方針を実践され、 
 ①民主的に運営します。 

   ②自主的・自覚的な行動を大事にします。 
 ③目標と計画を大切にします。 
という3本の柱を掲げています。 
 更に5つの『めざす社員像』も明確に成文化しており、社員の立場で
ある私から見てもとてもココロに響くものでした。拓の会NEWSを通じ
て､皆さんにも知って欲しい内容なので以下､記述したいと思います。 

 ●いつも力を合わせていこう 
   ●陰でこそこそしないでいこう 
   ●働くことが一番好きになろう 
 ●何でも、何故？と考えよう 
   ●いつでも、もっといい方法は
ないか探そう 

 様々な職業､職種､置かれている
立場によって､共感できること､で
きないことあるかもしれません
が、仕事をする上で大事な要素だ
と思いました。 
  

発行日：２０２３年１月１０日 

 ■日 時：１月１１日（水）１９：００～２１：００ ■テーマ：「ストラック図を作ろう～」実践編  

 ■会 場：同友会会議室またはZOOMでの参加 ■話題提供者：（有）裕信電気 代表取締役 牧野 裕一 氏  

右のＱＲコードを読み取ると 

YouTubeチャンネルが見れます 



＜第３グループ＞『とかちの魅力を考える会 』グループ                     
      記 録：小野寺氏  
■日 時：１２月８日（木）１９：０0～２１：００   
■場 所：旬丸亀   
■参加者：８名 
■テーマ：各地の旬の食材、価格について 
■話題提供者：旬丸亀 店主 西村 京子 氏 
   
【感想・報告】 
 今月の例会は旬丸亀さんにお邪魔させて頂きました。 

 １日１組しか予約を取らないというこちらのお店は、昨年に引き続き

２度目の訪問でしたが、日本全国から選りすぐりの食材を取り寄せ、お

料理の内容も丁寧に説明して頂きました。 

 十勝に住んでいると、常に美味しい食材に囲まれて生活をさせて頂い

ておりますが、やはり十勝の食材だけが優れているわけではなく、日本

全国に素晴らしい食材がある事を改めて感じさせられました。また地元

に誇りを持つ事や地産地消は勿論

大切な事ですが、おごらず良い物

は受け入れる姿勢の大切さにも気

付かされました。 

 このグループの原点とも言える

「料理にストーリーを」を実感で

きる素晴らしいお店での例会でし

た。店主の西村さんと参加メン

バーに感謝です。ありがとうござ

いました。 

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 
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発行日：２０２３年１月１０日 

■拓の会例会報告（１２月） 

＜第４グループ＞『会計・財務の超初級』グループ 
          記 録：佐藤氏  
■日 時：１２月１６日（金）１９：００～２１：１５   
■場 所：同友会会議室またはZOOMでの参加 
■参加者：１２名 
■テーマ：誰でもできる財務目標の立て方 
     [～ストラック図を作ろう～] 
■話題提供者：（有）裕信電気 代表取締役 牧野 裕一 氏 
   
【感想・報告】 
 ストラック図を使って、

自社の試算表や決算書から

利益等を読み解き、税務署

や税理士とは違った、本来

の経営者が知りたい経営に

生かせる数字の見方を学び

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：１２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：７名 
■テーマ：パートナーである私のこれまでと今とこれからと 
■話題提供者：（株）カンナ・カンナ  
             代表取締役 三浦 直美 氏 
   
【感想・報告】 
 当事者からの話題提供の2回目

として、うつの診断を受けている

三浦さんご自身と、発達障がいの

ある旦那さんとの間での出来事

や、診断される前から現在までの

経過などのお話しを聞くことが出

来ました。 

 夫婦という関係性の中でお互い

の障がい特性を理解して認め合う

ことの難しさを具体的にエピソー

ドを交えて聞くことが出来たの

で、身近にあり得ることとして受け止めることが出来ました。 

 パートナーの旦那さんも参加されて、お互いの気持ちや考え方のお話

を聞いて感じたことは、お二人とも明るく、元気で、前向きだというこ

とです。お話の中にあった「苦労から次のステップを考えるきっかけが

生まれる」「苦労はいつか笑いに変わる」という言葉の意味が伝わってき

ました。 

 今回の様な、前向きで元気な当事者のお話は、もっとたくさんの人に

聞いてもらえる機会があったら良いなぁと感じました。 
           

＜第6グループ＞『電子書籍』グループ 
      記 録：小野寺氏  
■日 時：１２月２０日（火）１９：００～２１：００ 
■場 所：同友会会議室またはZOOMでの参加  
■参加者：４名 
■テーマ：各プロジェクトの進捗状況 
■話題提供者：参加者全員 
          
【感想・報告】 
 今月の６グループの例会は、高原氏と高橋氏が来年発刊予定の昭和の十

勝の写真集の為に収集された写真を拝見させていただきました。 

 帯広市をはじめ、各町村の役場や個人から集まった写真は膨大な枚数が

あり、その１部を見ただけでも非常に興味深い物が多数ありました。 

 昭和と一口に言っても６０年以上の歴史があり、中でも高度成長期と思

われる時代の写真からは、並々ならぬ活気が伝わってきました。特に昔の

イベントやお祭りの記録写真等は、帯広の街中に限らず各町村でもとにか

く人の多さに驚かされました。 

 また当時の建物や自動車や

ファッションにも目を見張るもの

があり、生まれ育った十勝の歴史

を知る上で私も是非購入したいと

思わされました。    

 今回は収集した写真のほんの１

部を拝見させて頂きましたが、大

変勉強になりました。ありがとう

ございました。 



＜第7グループ＞『LiveCommerce 』グループ 
      記 録：三浦氏  
■日 時：１２月２６日（火）１２：30～１５：００ 
■場 所：（有）十勝スロウフード  
■参加者：４名 
 
■テーマ：牛トロから宇宙へ。十勝スロウフードの 
     おいしい挑戦！  
【感想・報告】 
 前半は、十勝スロウフードの成り立ちと牛へのこだわり、法改正に

よって2011年に生ハム製法へ変えた話、宇宙食へ認証に至るまでのお

話でした。 

 同社は、牛トロフレークで有名

ですが、後半は帯広中華「潮華」

さんとのコラボ商品で、なべ用の

お肉の紹介をメインに語ってもら

いました。 

 配信では自分が初参戦となり持

参した機材を多く使用していただ

けました。今回、自分が細かい部

品や電池を忘れてしまいました

が、澤田さんや河村さんのフォ

ローのおかげで無事配信に至りました。 

下記のURLからYouTubeチャンネルをご覧いただけます。 

https://youtu.be/_pqQxUokkMQ 

＜第8グループ＞『ウェブマーケティング 』グループ 
       
 
※２２日に予定していた第8グループの例会は、悪天候のため 
 中止となりました。 
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