同友会これからの企画
月日

開始

11/2 18:00

裏面もご覧ください
会合

札幌支部11月例会
「中小企業家同友会を知る！」

会場

(2018.11.1現在）

概要

第1部;「同友会を知る！」
第2部;「PRESIDENT編集者が斬る！
ジャーナリストの目から見た
札幌パークホテ
同友会と会員経営者の強さとは！？」
ル
話題提供;ジャーナリスト／PRESIDENT社
元取締役編集長 清丸 恵三郎 氏
第3部;懇親会「出会う！つながる！」
テーマ;新会員歓迎会・地元名店をめぐる旅Ⅱ 第2弾
季節は冬でも気持ちは南国 Aサインバー編

11/2 20:30 中央東地区会11月例会

Aサインバー

11/5 18:00 「無二の会」11月例会

テーマ;食う・寝る・出す －健康な生活とはー
札幌第一ホテル 講 師;札幌医科大学医学部 細胞生理学講座
教授 當瀬 規嗣 氏

11/6 18:30 農業経営部会11月例会

テーマ;ＪＧＡＰ認証への挑戦と取得後の効果とは？
パネラー;
札幌総合卸セン
㈲ファームキトラ（長沼町） 代表取締役 記虎 悟 氏
ター共同会館
㈲タカシマファーム（北広島市） 取締役 高嶋 良平 氏
コーディネーター;
くらしサポートセンター 所長 小川 逸朗 氏

11/6 14:00

第9期経営者大学パートⅠ
「経済学」コース 第4講

札幌総合卸セン テーマ;北海道農業とTPP・FTA問題
ター共同会館
講 師;北海道大学 名誉教授 飯澤 理一郎 氏

11/7 15:00

社外同期プロジェクト『Lacラボ.』
第６講

BIZ SHARE札
幌

11/7 18:30

東地区会第11期学びすとe倶楽部
第6回例会

札幌総合卸セン テーマ;自分と仕事
問題提起者;北清商事㈱
ター共同会館

11/7 18:30 国際ビジネス研究会11月例会

11/8

8:45

11/9 19:00

11/13 13:30

11/14 18:30

テーマ;自社プレゼンで自社を知る

専務取締役

押切

正明 氏

外国人留学生との交流会
テーマ;わが社の外国籍社員採用と育成
ANAホリデイ・
私の日本留学と就業経験
イン札幌すすき 報告者;㈱四季の旅
の
代表取締役 鄭 眞旭（ジョン ジンウク） 氏
主任 金 惠洙（キム ヘス）氏
李 濬綺（イ ジュンギ）氏

白石・厚別地区会
Ｂグループゴルフコンペ

滝のカントリー
.
クラブ

IT経営部会 白石・厚別地区会
合同例会

テーマ;SNSのビジネス活用法
札幌第一ホテル 講 師;㈱スタイルゲート 代表取締役 山崎
Blue Sheep 代表 杉本 英範 氏

2018障がい者雇用を通して
企業づくりを考えるフォーラム

—人が生きる共生社会づくりをめざして—
テーマ;まずは知ることから始まるんじゃけぇ
報告者;日鐵鋼業㈱ 代表取締役 能登 伸一 氏
（広島同友会副代表理事）
ホテルポールス ＜能登社長を交え、トークセッション＞
ター札幌
北海道コカ・コーラプロダクツ㈱
代表取締役社長 小松 剛一 氏
㈲ひがしリサイクルサービス 代表取締役 東 龍夫 氏
コーディネーター;社会福祉法人はるにれの里
就労移行支援事業所あるば 所長 吉岡 俊史 氏

中央西地区会・経営厚生労働委員会・
起望峰 合同オープン例会

テーマ;事業承継の目的ってなんだろう？
～多大な苦悩を乗り超えた先にある承継、経験者の声を聞
け！～
プレミアホテル
パネリスト;㈱北海道フキ
ＴＵＢＡＫＩ札
事業を渡した
取締役会長 一関 脩 氏
幌
事業を継承した 代表取締役 一関 修平 氏
コーディネーター;
札幌英和法律事務所 弁護士 田中 康道 氏

11/14 18:00 HoPE11月例会

充氏

北海道総合研究 テーマ;これからの社会と人工知能～道具としてのAI～
プラザ
講 師;札幌市立大学 学長 中島 秀之 氏

11/15 18:30 中央南地区会11月例会

11/16 18:30

西・手稲地区会
親睦ボウリング大会

11/16 18:30 南地区会11月例会

テーマ;我が業界の課題と展望
～我が社はどうやって生き抜くか～
コンチネンタル
報告者;亀田成春法律事務所 弁護士 亀田 成春 氏
ビル
北電力設備工事㈱ 専務取締役 伏木 康 氏
㈱島屋 店長 島崎 拳 氏
ディノスボウル
.
札幌手稲店
ハピネスロード

講

師;コミュニケーション・デザイン研究所
所長 北原 義昭 氏

第9期経営者大学パートⅠ
「経済学」コース 第5講

札幌総合卸セン テーマ;お魚の経済学
ター共同会館
講 師;北海学園大学経済学部

11/19 18:00

白石・厚別地区会／札幌東法人会
合同税務セミナー

テーマ;消費税の軽減税率制度を知る
＜セミナー＞消費税の軽減税率制度とは
講 師;ワイズコンサルティング 代表 山崎 誠 氏
新さっぽろアー
＜パネルディスカッション＞ここが疑問！軽減税率
クシティホテル
パネリスト;㈱出口塗工店 代表取締役 出口 則夫 氏
㈱新札幌倉庫 代表取締役 松下 信一 氏
㈱第一葬祭 代表取締役社長 栗原 眞由美 氏

11/19 18:00

千歳･恵庭･北広島･長沼地区会
11月例会

恵庭商工会議所

11/16 14:00

11/19 13:30 内定者フォローアップ研修会
11/20 18:00

女性経営者部会11月オープン例会＆
望年会

11/21 18:00 豊平・清田地区会11月例会

テーマ;社員の交通事故対策
報告者;北広島法律事務所 代表

教授

深村

札幌総合卸セン テーマ;チームコミュニケ-ション
ター共同会館
講 師;しごとつくる㈱ 代表取締役
ロイトン札幌

濱田

武士 氏

真人 氏

本宮

大輔 氏

テーマ;ジェンダーフリーな未来に向けて
報告者;桑木 昭嗣 (ケンタ) 氏

さっぽろテレビ
テーマ;7分間で自社をアピール！～第2回プレゼン例会！～
塔

11/21 14:00

第9期経営者大学パートⅠ
「経済学」コース 第6講

札幌総合卸セン テーマ;持続可能な地域づくりと財政問題
ター共同会館
講 師;北海学園大学経済学部 教授 西村

11/27 13:20

江別地区会11月例会
学校と企業との懇談会

北海道野幌高校

第1部;野幌高校2年生の皆さんと企業との交流！
第2部;教職員と企業との交流会

Dany's
Restaurant

—北海道とフランスの素敵な出会いを堪能する望年会—
特別講演;山岸 育美 氏

11/27 18:30 北地区会望年会
11/27 14:00

第9期経営者大学パートⅠ
「経済学」コース 第7講

札幌総合卸セン テーマ;再生エネルギーと北海道
ター共同会館
講 師;北海学園大学経済学部 教授

小坂

宣彦 氏

直人 氏

11/27 19:00 西・手稲地区会11月例会

テーマ;人材確保の多様化 ～障がい者雇用の実践報告～
西区民センター 報告者;トーワラダンボール㈱ 代表取締役 大場 勝博 氏
社会福祉法人はるにれの里
大会議室
就労移行支援事業所あるば 所長 吉岡 俊史 氏

2019年度共同求人活動
11/27 14:00 （Jobway2020）
オリエンテーション

札幌コンベン
※Jobway2020に申込するには、オリエンテーションへの
ションセンター 参加が必須です。

11/29 18:30 11月ワンポイント講座

札幌総合卸セン
ター共同会館

会合参加申し込み書
日時

会合名

テーマ;社員を守る情報セキュリティを学ぶ！
～災害や10大脅威に備える～
講 師;合同会社オークニック 代表社員 笹川

伸之 氏

★同友会会員の方は、下記「連絡先℡」は省略可です。
会社名
氏

名

お役職
連絡先℡
ご返信先/（一社）北海道中小企業家同友会事務局 FAX011-702-9573 ★お問い合わせは ℡011-702-3000

2018 年 10 月 23 日
( 一社) 北海道中小企業家同友会札幌支部

中央東地区会 11 月例会のご案内

中央東地区会

会長

後藤

亮太

※本例会とほぼ同時刻(20:00〜21:00)に札幌支部例会懇親会がございます。こちらは中央東地区会例会で
すので、内容が異なります。お間違えにならないようご注意下さい。

第 2弾

季節は冬でも気持ちは南国

昨年からスタートした、中央東地区会

A サインバー編
地元名店をめぐる旅。

第２弾の今回は、A サインバーにて沖縄料理をいただきます。
また、新会員歓迎会も兼ねて開催いたします！同日 18:00〜
20:00 には札幌支部例会も開催されますので、是非とも併せて
ご参加をお願い致します。多くの皆様のご参加を心よりお待ちし
ております。

会

場：

A サインバー

(中央区南三条西３ プレイタウンふじ井ビル 9Ｆ)

会

費：

5,000 円

※締切後のキャンセルは、キャンセル料を頂戴する可
能性がございます

参加申込書(11/2)
□出席
会社名：

中央東地区会 11 月例会

(□ 支部例会にも出席します・

申込締切 10/31

□ 支部例会は欠席します)

役職

氏名

役職

氏名

・

□欠席

ゲスト
会社名：

お問い合わせ：北海道中小企業家同友会事務局

中央東地区会担当/小西

℡:011-702-3000 mail: h-konishi@hokkaido.doyu.jp

FAX

011-702-9573

2018年10月11日
中央西地区会
会長 丹 英司
経営厚生労働委員会
委員長 河瀬 恭弘
後継者ゼミナール起望峰

代表 田中 康道

事業承継、本気で考えていますか！？ まだ元気だから大丈夫・・・。まだ継いだばかりだから実感がない・・・。
実は、今の経営状態が5年10年そのずっと先の事業承継へと関わってゆきます。
今回は親族内承継の事例として、㈱北海度フキの一関脩氏が承継を考え始めてから、息子の修平氏が受け

継いだ現在までを時系列でたどり、想いや悩み、乗り越えてきた課題を、渡す側・受ける側 双方の視点
から語って頂きます。健康で強い会社を引き継ぐのは経営者の責任です！この例会でヒントを見つけ、自社へ
持ち帰りましょう！
テーマ

パネリスト
1974年設立。合カギや印鑑、表札、名刺などを取り扱う小売店「職人工房」を、道内・青森あわ
せて7店舗手掛ける。合カギの道内シェアは8割以上を占める。2012年 代表取締役を交代。

コーディネーター

日時：

11月14日（水）

18：30～20：50
【懇親会】 21：00 開始
【例 会】

場所：プレミアホテルTSUBAKI札幌
（札幌市豊平区豊平四条一丁目１－１）

18：30
18：40
19：40
20：50
21：00

☆パネリスト両氏が参加者からの質問にお答えします！

22：30

★無料駐車場がございます★
参加費：5,000円（飲食代、事務経費等として）
※例会のみご参加の方は500円です。

～タイムスケジュール～
開会
パネルディスカッション
グループディスカッション
第一部 閉会
第二部 懇親会
第二部 閉会

締 切：11月９日（金）
締切日以降はキャンセル料を申し受けます。

中央西地区会・経営厚生労働委員会・起望峰合同オープン例会（11/14）

□参加します（□例会・懇親会

□例会のみ）

出欠回答

□欠席します

★現在のご自身の環境をお答えください★
□ 事業を渡す側

□ 事業を受ける側

□ その他・専門家

会社名

役職

氏名

.

会社名

役職

氏名

.

.ＦＡＸ返送先

011-702-9573

TEL011-702-3000 事務局 大宮

2018 年 10 月 22 日
（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部
TEL：(011)702-3000
中央南地区会 会長 松井 髙志
（担当 本間、安居、小原）

我が業界の課題と展望
～我が社はどうやって生き抜くか～
異なる業種から、各業界における難題と、その中で今後どのようにして生き抜くのか語って頂きます。
中小企業を取り巻き・目前に迫っている重大な問題にどう対抗するのか、
自社・業界・中小企業の未来を考えます。

亀田成春法律事務所

亀田 成春氏

弁護士

北電力設備工事（株）
専務取締役

1994 年 2 月 1 日設立。
従業員 2 名。
[業務内容]弁護士業。

弁護士業界
開催日

（株）島屋

伏木 康氏

店長

電
気
工
事
業
界

島崎 拳氏

呉
業服
界
創業 80 年。資本金 1,000 万円。
従業員 4 名。
[業務内容]京呉服・宝石・毛皮・
カシミヤ・フォーマルウェア小売
業、水溶性キトサン(健康食品)、
不動産賃貸。

1960 年 2 月 5 日設立。
資本金 4,800 万円。
従業員 70 名。
[業務内容]
電気工事、通信工事、
ロードヒーティング。

11/15（木）
18:30～20:30

会 場
参加費

コンチネンタルビル４F(中央区南 1 条西 11 丁目 1 番地)
1,500 円（弁当・会場費など）

(中央区大通西 20 丁目 1-3
コンチネンタル Zone ビル地下 1 階)

出席/欠席の回答、キャンセル締切は 11/12(月)18:00 です。
回答は FAX または My Doyu にてお願いいたします。
中央南地区会 11 月例会（11/15）参加申込

例会に
会社名

□出席します

[締切 11/12]

□欠席します

お役職

お名前

ゲスト欄 同友会に興味のあるお知り合いの方とぜひご参加ください！

会社名

お役職
同友会事務局担当者：桑田、山崎

お名前

▼FAX：011-702-9573

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 札幌支部

西・手稲地区会

11月例会のご案内

2018年10月17日
トーワラダンボールでは、勤続31年目の社員を含めて4名の障がいを持つ社員
を雇用しています。障がいの有無に関わらず、社員個人の長所を生かす経営 （一社）北海道中小企業家同友会
札幌支部 西・手稲地区会
とは？そして、就労移行支援事業所あるば吉岡所長からは、就労支援の実情
会長 西田 宙文
と事業所の活用方法について、具体的事例を交えて伺います。
人材確保の視点から、従業員の多様な働き方を考えてみませんか？

【テーマ】

人材確保の多様化 ～障がい者雇用の実践報告～

【報告者】トーワラダンボール（株）代表取締役

大場 勝博 氏

（札幌支部 障がい者問題委員会 委員長／西・手稲地区会）
【設立】1974年 【資本金】2,000万円 【従業員数】43名
【事業内容】ダンボールケース印刷製函・化成品断裁及び製袋

社会福祉法人はるにれの里 就労移行支援事業所あるば

所長

吉岡 俊史

氏

（札幌支部 障がい者問題委員会 副委員長／北地区会）

【設立】1986年 【従業員数】400名
【事業内容】札幌市、石狩市で55の障がい者福祉事業所の運営

11月27日（火）19：00～21：00

■日 時：

〈スケジュール〉
19：00
19：03～
19：45～
20：25～
20：50
21：00～

■会 場： 西区民センター大会議室 （西区琴似2条7丁目）
■懇親会：21：15～23：00 会場：つぼ八 琴似店

（西区琴似1条4丁目 紀伊国屋ビル2F TEL：011-611-1167）
■参加費：例

会 1,000円（会場代・事務経費として）
懇親会 4,000円（飲み放題付き）

21：15～23：00 懇親会

※11月26日以降の懇親会キャンセルは会費を申し受けます。

西・手稲地区会11月例会

11/27

開会
報告1
報告2
グループ討論
グループ発表
閉会

出欠回答

（申込締切11/22）

例 会：

□参加します

□欠席します

懇親会：

□参加します

□欠席します

会社名

役職

氏名

会社名

役職

氏名

※お問合わせは同友会事務局まで(担当：渡部)TEL：011-702-3000

FAX：011-702-9573

2018 年 11 月 6 日
(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部

南地区会

会長

岸

信行

【懇親会】20：40 頃～

南地区会 11 月例会は、コミュニケーション・デザイン研究
所の北原所長にお話いただきます。働き方改革が推進されて
いく中、従業員をどのように育成していくか悩んでいる経営
者は多いはず。今回は、従業員がモチベーションをアップす
る「アクティブワーキング」について学んでまいります。積極
的に業務に取り組み、労働生産性が高い組織はどう作ればい
いのか、この例会でヒントをつかみましょう！多くの皆様の
ご参加を心よりお待ちしております。

会

場：ハピネスロード

講

コミュニケーション・
デザイン研究所

会議室

(札幌市南区澄川４条３丁目 5-13 ウエルス澄川 2 階)
会

費：

1,500 円(会場費等として)

【懇親会】
会

場：

路地裏の別邸

所長

費：

１階)

4,500 円程度

いずれも締切後のキャンセルは、キャンセル料を頂く場合があります

会社名：

ゲスト

会社名：

役職

□出席

役職

・

義昭

氏

1949 年佐賀県唐津市生まれ。岡山大学工学
部卒業後、出光興産(株）入社。
心理学を応用した職場活性化プロジェクト
で成功。多くの企業・団体から講演・研修
を依頼され、退職後は北海道保健看護大学
校非常勤講師ほか。

氏名

参加申込書(11/16)
例会･･･

北原

講師プロフィール ：

寿山

(札幌市南区澄川 4 条２－７－６フォレスト２
会

師：

南地区会 11 月例会
□欠席

氏名

懇親会･･･

会社名：
会社名：

役職 役職

氏名 氏名

ゲストゲスト
会社名：
会社名：

役職 役職

氏名 氏名

お問い合わせ：北海道中小企業家同友会事務局
南地区会担当/小西
℡:011-702-3000 mail: h-konishi@hokkaido.doyu.jp

申込締切 11/13

□出席

・

□欠席

FAX 011-702-9573

一

般

社

北

団

法

人

地

北

海

道

中

区

小

企

会

業

家

同

友

会

札

幌

支

部

望 年 会

毎年恒例の望年会を下記の通り開催いたします。

2018 年 10 月 26 日
一般 社団法人 北海道中小 企業家同友 会

フランスのコンクールで金賞を受賞したダニーさんの美味しい

札幌支部 北地区会 会長

料理を堪能しながら、一年を振り返り来年の抱負を語り合い、

担当

佐々木

和秀

小野、平澤、鈴木、紀本、柳、橘

心と体をリフレッシュするひとときをご一緒いたしましょう。
事務 局 TEL:０１１ -７ ０２-３０００

日

【特別講演】

山岸 育美

氏

11 月 27 日(火)
18:30～21:30

時：

場 所：

Dany's Restaurant

(中央区大通西 18 丁目-2

＜プロフィール＞

小島ビル 1 階 ℡011-615-4420)

シンガーソングライターとして全国ツアーをしていた山岸さんは、ある
きっかけでＮＰＯ法人を立ち上げアフリカの山奥に小学校を建設。以降
井戸建設や医療支援に積極的に取り組まれています。年に数回 ウガ
ンダを訪れるという山岸さんから活動のエピソードなどを伺います。

参加費：

5,000 円

※ 11/20(火)以降のキャンセルは全額申し受けます。

札幌支部北地区会 望年会(11/27)出欠回答

例会に

会社名

□ 出席します

□ 欠席します

お役職

氏名

社員の方、同友会に興味のあるお知り合いの方とぜひご参加ください！

会社名

お役職

★11 月 21 日(火)までにご回答ください

氏名

▼FAX 返信先 011-702-9573(担当：山崎)

公益社団札幌東法人会・一般社団法人北海道中小企業家同友会合同企画
2018 年 10 月 19 日

税務セミナーのご案内

(公 社 )札 幌 東 法 人 会
会 長
藤 井
幸 一
(一 社 )北 海 道 中 小 企 業 家 同 友 会
札 幌 支 部
白 石 ・ 厚 別 地 区 会
会 長
佐 々 木
ひ と み

皆様におかれましては、ますますご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて来年 10 月 1 日より、消費税の増税と軽減税率制度が実施されます。しかしながら漠然とした部分も多
く、特に事業への影響については掴みきれない状況にあります。この度（公社）札幌東法人会と（一社）北海
道中小企業家同友会札幌支部白石・厚別地区会では合同企画として『税務セミナー』を企画いたしました。
企業の課題に共に学び、相互の交流を深めて参ります。皆様お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。
【パネルディスカッション】

【セミナー】

ここが疑問！軽減税率

消費税の軽減税率制度とは

３名の経営者にご登壇いただき、山崎氏に経営者が抱える

＜講師＞

軽減税率の疑問にお答えいただきます。

ワイズコンサルティング
代表

山崎 誠

＜パネリスト＞
（株）出口塗工店 代表取締役 出口 則夫 氏
（株）新札幌倉庫 代表取締役 松下 信一 氏
（株）第一葬祭 代表取締役社長 栗原 眞由美 氏

氏

【講師略歴】

1962 年札幌市生まれ。北海道大学経済学部経営学科
卒。(株)住友銀行勤務、市内会計事務所勤務を経て 【グループ討論】
2007 年創業。認定事業再生士（CTP）の資格を活かし中
グループに分かれて意見交換をします。
小零細企業の経営改善コンサルティングを手がける。

▶ 日 時： 11 月 19 日（月） 18：00～19：40
▶ 場 所： 新さっぽろアークシティホテル
(厚別区厚別中央２条５丁目６−２ ℡011-890-2525)

▶ 参加費： 無料
※ セミナー終了後、両会の親睦を深めるため交流会を開催いたします。あわせてご予定ください。
時 間：１９：５０～２１：３０
参加費：5,000 円
札幌東法人会・中小企業家同友会合同 税務セミナー（11/19）

□出席します（□交流会出席 □交流会欠席）
氏名

会

□欠席します

会社名

員
役職

社員または
ゲスト

氏名

役職

締切：11 月 12 日(月)

会社名

□交流会出席 □交流会欠席

▼FAX：011-702-9573(担当：山崎)

北海道中小企業家同友会

豊平・清田地区会

札幌支部

2018年9月28日
豊平・清田地区会 地区会長 髙橋正幸
担当幹事：魅力ある同友会づくりグループ

11⽉例会のご案内

7分間で自社をアピール！
～第2回プレゼン例会！～

発表者
募集！

昨年、⼤好評だった「⾃社プレゼン例会」の第２弾です！
同じ地区会の会員企業の仕事を「もっと知りたい」⾃社の仕事を「もっと
知って欲しい」…という声から企画した例会です。⾃社プレゼンで、もっと
会社を知ってもらえるチャンスです！「7分間 ⾃社プレゼン」に奮ってエン
トリーください！また、懇親会では、お互いの会社の情報交換をする「⾃社
プレゼン懇親会」で、会員同⼠の交流を深めます！お互いを深く知り、さら
に信頼関係で繋がった強い仲間づくりのきっかけ例会に、ぜひご参加くださ
い！

例会参加者の皆様
当⽇は⾃社PRグッ
ズをご持参ください。
パンフ、販促品、新
サービス案内、割引
券など、交換し合い
Myビジネスを拡散し
ましょう︕

★自社7分間プレゼン発表者 大募集！(10社程度)
エントリー締切／10月10日（水） ※応募多数の場合は、担当幹事
で選考させていただきます。

ONE PAGE OF THE
DICTIONARY

『会員は辞書の1ページ』
知恵と経験が詰まっています

11/21 (⽔)

開催
⽇時

さっぽろテレビ塔 2Fすずらん

会場

例会

18:00～20:00

懇親会 20:00～22:00

参加費

例会：500円 懇親会：3,600円

(札幌市中央区⼤通⻄1 )
※懇親会は隣の会場で⾏います

※お⾞でお越しの際は近隣のパーキングをご利⽤ください

豊平・清⽥地区会11⽉例会(11/21)
例

会

□参加します

□⽋席します

懇親会

□参加します

□⽋席します

会社名
ご返信先／同友会事務局

役職

FAX 011‐702‐9573

出⽋回答
⾃社プレゼン エントリー

□エントリーします︕
□検討中
⽒名

（お問合せ先 事務局 ☎ 011‐702‐3000）

（一社）北海道中小企業家同友会札幌支部
千歳・恵庭・北広島・長沼地区会
会
長
内
山
亘
理
TEL:011-702-3411/FAX:011-702-9573

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 札幌支部

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会１１月例会

千歳･恵庭･北広島・長沼地区会 11 月例会は、報告者に北広島法律事務所代表の深村 真人 氏をお迎えし、「社員の交通事故対
策」をテーマにご報告いただきます。業務中の交通事故は相手方や企業、そして社会的に多大な損害が発生するものです。本例会で
は社員の車輌利用による交通事故が企業に及ぼすリスクと、講ずべき回避策について学びます。
皆様の参加を心よりお待ちしております。

【報告者】：北広島法律事務所 代表

深村 真人

氏

○従業員が交通事故を起こしたら、雇用主も責任を負うの？
○交通事故でケガをさせた場合の損害ってどうやって計算するの？
○自分の加入する自動車保険の内容は把握している？
○実際に起こった事案の紹介

▼日 時:11 月 19 日（月）
18 時 00 分～19 時 30 分
▼場 所:恵庭商工会議所
（恵庭市京町 80）

中会議室２F

▼会 費:３,０００円（会場費、事務経費として）
★例会終了後懇親会を開催いたします。合わせてご予定ください
場 所：焼肉 春華 （北海道恵庭市京町９０）
会 費：3,000 円程度
※申込締切：11 月 15 日(木)までに ＭｙＤｏｙｕ または FAX にて事務局（担当：高橋）までお申込ください。
※本例会は一般社団法人ベクトルとの共催となります。

11/19 千歳･恵庭･北広島･長沼地区会 11 月例会 出欠回答 （締切 11/15）

□出席します（懇親会：□出席します！

□欠席します）

【会 員】 企業名

お役職

お名前

【ゲスト】 企業名

お役職

お名前

□欠席します

▼011-702-9573

同友会江別地区会 11 月例会

学校と企業との懇談会
地元に優良な企業があるのに就職できない・・・。地元に優秀な人材がいるの
に採用できない・・・。ほとんどの原因は、学生も企業もお互いに知らないことに
よります。このままでは、地元に若者が残らなくなり、採用難で衰退していく地域
企業が増えていく可能性もあります。そこで、江別地区会 11 月例会では地元
で働きたいと思っている若者と地元の若者を採用したいと考えている企業との
交流の場をつくっていく第一歩として「学校と企業との交流会」を開催致しま
す！学生と直接話すことができ、先生方とも情報交換ができる貴重な場ですの
で奮ってご参加ください。

201810 月 9 日(火)
(一社)北海道中小企業家同友会
札幌支部江別地区会
会長 清水 誓幸

◆日 時：11/27(火)
◆会

13：20～16：40
場：北海道野幌高校(江別市元野幌 740 番地)

◆参加費：無料
≪タイムスケジュール≫
12：30 受付開始
13：20 第 1 部 野幌高校 2 年生との交流会（110 分、15：10 終了）
第 1 部では野幌高校 2 年生の皆さんと企業との交流です！企業の皆さんにブースについていただき、高
校生が 10 名ほどのグループとなりそれぞれのブースを約２０分の間隔でまわっていきます。企業の皆さ
んからは自社の PR も含めて、地域にはこんな仕事があるということをお話頂くとともに、高校生のとき
に勉強以外にこんなことができてよかった(部活動や熱中したことで役に立ったこと)をお話頂きたく存
じます。見える、触れる等の簡単な仕事体験も歓迎です！
15：40 第 2 部 教職員と企業との交流会
第 2 部は野幌高校を始めとする教職員の皆様との情報交換会となっております。地域中小企業の皆様の
側から高校の皆様に知って頂きたいことをお話し、その後、高校の皆様から高卒学生の進路の特色や就職
活動についてのお話をお聞きします。採用するしないに関わらず学生や学校の先生方に地元の企業のこと
を知って頂き、交流をはかっていきましょう！
16：40 交流会終了
※11/2(金)までに MyDoyu または FAX(011-702-9573)にて出欠のご回答をお願い致します。

江別地区会 11 月例会(11/2 締切)
□参加します！

□欠席します

(□第 1 部 □第 2 部)
※ご参加の部に☑をお願い致します。
第 1 部で見学のみ希望される方はお電話でご相談ください。

企業名

担当事務局 村上(011-702-3000)

役職

氏名

▼FAX：011-702-9573

