
豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊南 1979/8/29 第1回豊南地区会 宅建レストラン 24

豊南 1980/5/29 第2回豊南地区会
テーマ:～関西風の“うなぎ”を北海道に普及させた秘訣は何か～
（株）北興　社長　工藤　盛康　氏

寿司元　月寒店 14

豊南 1980/10/13 第3回豊南地区会
テーマ：“揺れ動く消費動向に素早く対応することこそ企業発展の力”
（株）まるせん　社長　千葉　一　氏
トータス電気（株）　社長　亀井　明　氏

ホテルもなみ 24

豊南 1981/5/11 第4回豊南地区会
「私の経営理念と我社の経営戦略」～計数管理を重視した、企業づくり、社
員づくりこそ企業発展の力～
（株）北海道給食センター　社長　桂　末治　氏

ファミリーレストランガリバー 25

豊南 1982/5/26 第5回豊南地区会
「私の経営理念と経営計画～人材育成を柱に設立10年で全道一に～」
北海スターチック（株）　社長　浜田　輝男　氏

三川屋会館 17

豊南 1982/11/25 第6回豊南地区会
テーマ：「赤字企業70％時代、生きのびる秘策を語る～郊外店出店（厚別）
で、文具業界の常識に挑戦～」
（株）染谷商店　社長　染谷　富幸　氏

尾州鮨 15

豊南 1983/7/27 第7回豊南地区会

テーマ：「不況下に逞しく前進する企業づくりを目指して」～人材育成こそ
企業発展の柱～
アイデアル産商（株）　支店長　小熊　盛弘　氏
（株）青山プリザーブ　社長　青山　修三　氏

豊平区民センター 19

豊南 1983/12/5 第8回豊南地区会
テーマ:「税に関する悩みや疑問にズバリお答えします！」
税理士　渡辺　光成　氏

豊平区民センター 14

豊南 1984/2/6 第9回豊南地区会
テーマ:「大型店の狭間で、我社はかく生き残る」～商業激戦地、川沿地区
からの報告～
（株）丸直　田中義満商店　社長　田中　義満　氏

（株）ニシムラ　会議室 25

豊南 1984/2/27 南区商業問題研究会 「セブンイレブンの秘密！！」～地元小売業の生き残る道を探る～ 呈瑠夢 20

南 1984/4/18 経営懇談会
「銀行の企業評価のポイントはここだ！」～あなたの金融対策に誤りはない
か～
北海道同友会　専務理事　大久保　尚孝　氏

ホテルもなみ温泉 27

豊平 1984/5/14 経営懇談会
「企業の命運は求人活動の優劣で決まる」～中堅会社人事担当者が語る
人材採用の難しさ～
イワクラホーム（株）　総務部長　大和　了　氏

豊平区民センター 13

南 1984/6/7 経営懇談会
「経営者はビジョンを持とう！！」～カルチャーセンター設立の夢を語る～
札幌女子学生会館　代表　川口　哲男　氏

万盛寿し 10

南 1984/7/18 経営懇談会
「今、地酒が評判です」～消費者の本物志向を追求した私の経営～
（株）ドラッグシオタ　社長　塩田　彦隆　氏

レストラン呈瑠夢 16

豊平 1984/7/19 経営懇談会
「効果的な車両管理を考える」～各社の事例を持ちより研究しましょう～
ホクリョウ畜産（株）　社長　米山　昭二　氏

豊平区民センター 12

豊平 1984/9/19 経営懇談会
「中小企業経営者の財産形成と相続対策」
加納公認会計士事務所　所長　加納　洋一　氏

豊平区民センター 14

南 1984/9/21 経営懇談会
「私と企業の過去・現在・未来」～地域社会に広がる同友会理念～
第一ビニール工業（株）　犬飼　郁恵　氏

レストラン呈瑠夢 16

豊平 1984/11/9 経営懇談会
「今、人間力の時代」～社員の潜在能力の引き出し方、活かし方～
（株）ニシムラ　副社長　西村　信　氏

豊平区民センター 19

南 1984/11/16 経営懇談会 「後継者問題を考える」～次代を担う有能な幹部をどう育てるか～ レストラン呈瑠夢 11

豊平 1985/3/27 経営懇談会
「どうしたら有能な社員が育つのか」～あなたの知恵をお寄せください～
問題提起：伊藤嘉（株）　専務　伊藤　裕康　氏
助言者：（株）ニシムラ　副社長　西村　信　氏

豊平区民センター 15

豊平 1985/4/23 経営懇談会
「私は社員のヤル気をこうしてひき出した」～今、開花したユニーク教育論
～
未来工業（株）　所長　滝川　克弘　氏

豊平区民センター 19

南 1985/4/24 経営懇談会
「我社の人づくり、組織づくり」～激浪に揺るがない社内体制強化策とは～
（株）コンドウ事務機　社長　近藤　修　氏

レストラン呈瑠夢 14

南 1985/6/12 企業見学会 「京田パン、味づくりの秘訣を探ろう」 京田食品（株） 17

豊平 1985/7/23 グループ懇談会
「我社の“人づくり”奮戦記」～従業員の能力啓発のために企業はいま何を
なすべきか～
（株）シンワ商会　社長　篠原　静雄　氏

豊平区民センター 11

南 1985/8/20 経営懇談会
「今こそ地域消費者の中へ」～お客様に支持される企業づくりを考える～
（株）ニシムラ　副社長／北海道同友会　常任理事　西村　信　氏

万盛寿し 11

豊平 1985/9/12 経営懇談会
「組織の心を一つにするには」～中小企業の労使関係を考える～
体験発表者：ベル通信工業（株）　社長　牟田　日出彦　氏
共同研究者：北海スターチック（株）　社長　浜田　輝男　氏

豊平区民センター 11

豊平 1985/11/7 経営懇談会
「少数精鋭主義の組織づくりを考える」～生き残りをかけた人・モノ・金の再
検討～
アイデアル産商（株）札幌支店　支店長　小熊　盛弘　氏

豊平区民センター 10

豊平 1985/12/12
北地区・豊平地区合同望
年会

望梅亭 10

南 1985/12/14
中央南・南地区合同幹事
一泊交流会

札幌ラドン健康センター 8

南 1986/1/21 新年交礼会
新春講演「86年の経済展望を探る」
北海道同友会　専務理事　大久保　尚孝　氏

ホテルもなみ 16

南 1986/2/20 経営懇談会
「脱サラ社長の体当たり経営談」
北洋造園（株）　社長　落合　雅朗　氏

レストラン呈瑠夢 13

豊平 1986/7/21 工場見学会 （株）札幌桜井鉄工所 18

南 1986/7/24 経営懇談会
「異色企業の人の活かし方」～戦略的労務管理の具体例～
（有）北海道新聞笠間販売所　社長　笠間　昇　氏

レストラン呈瑠夢 16

南 1986/9/18 経営懇談会
「食と人と企業と」～給食一筋23年、全員参加のいきいき経営～
（株）北海道給食センター　副社長　郡司　晃　氏

南区体育館会議室 12

豊平 1986/10/28 経営懇談会
「過当競争に生き残る我社の経営戦略」～幹部を育て、お客様を育てよう
～
北海ハウジング（株）　社長　宮川　勉　氏

18

南 1986/12/2 経営懇談会
「米、酒、コンビニ、そして、おにぎり」～お客様とわが経営の接点をもとめて
～
（株）千石屋　社長　大野　敬　氏

レストラン呈瑠夢 14

豊平 1986/12/8
豊平地区・白石地区合同
望年会

グループ懇談会～今、我社の抱える問題点は何か～ セントラルパーク 31



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

南 1987/3/16 売上税研究会

「同友会版・売上税Q&A」～わが会社・わが店への具体的影響を考える～
講師：弁護士　郷路　征記　氏
特別報告：（株）丸直　田中義満商店　社長　田中　義満　氏
　　　　　　　（株）第一エンヂニアリング　社長　佐久間　正己　氏

藻岩会館 22

豊平 1987/3/23 懇談会
「後継者問題」～引き継がせる悩み、引き継ぐ悩み～
植田興産（株）　社長　植田　英隆　氏

20

南 1987/5/19 経営懇談会

「わが南区の未来を語ろう」～南区区長さんへの提言を考える～
（株）丸直　田中義満商店　社長　田中　義満　氏
（有）北海道新聞笠間販売所　社長　笠間　昇　氏
京田食品（株）　常務　京田　信雄　氏
北洋造園（株）　社長　落合　雅朗　氏

南区体育館会議室 11

豊平 1987/6/26 朝礼見学会 ベル通信工業（株） 14
豊平 1987/7/11 懇談会 札幌支部7月例会（佐々木　愛さん講演）に参加して フジヤサンタスホテル 4

豊平 1987/7/28 地区会
「ここがポイント、後継者問題研究会」
上山試錐工業（株）　社長　上山　博明　氏

お食事の店「ほし川」 14

豊平 1987/8/11 地区会 「豊平区谷区長さんとの懇談会」 豊平区民センター 44

南 1987/9/9 経営懇談会
「経営指針を浸透させるにはどうすればよいか」～将来を見通した会社づく
りを考える～
恒星設備（株）　社長　太田　一彦　氏

レストラン呈瑠夢 12

南 1987/10/15 地区会 「南区三浦区長さんを囲む懇談会」 南区民センター 27

南 1987/12/3 経営懇談会
「こうして我社（店）は生まれかわった」～（有）丸富ライスパーラーの場合～
（有）丸富ライスパーラー　社長　松岡　活廣　氏

レストラン呈瑠夢 13

豊平 1987/12/7 望年会
「ビタミンE強化卵“コロンブスの卵”開発秘話」
北海スターチック（株）　社長　浜田　輝男　氏

16

豊平 1988/4/19 経営懇談会
「経営指針のたてかた、すすめかたpart1」
恒星設備（株）　社長　太田　一彦　氏

ウエディングプラザ平安閣 22

豊平 1988/5/26 経営懇談会
「経営指針のたてかた、すすめかたpart2」
（株）染谷商会　社長　染谷　富幸　氏

（株）染谷商会　会議室 18

豊平 1988/6/22 経営懇談会
「経営指針のたてかた、すすめかたpart3」
（株）サン設計事務所　社長　吉岡　潤三　氏

ウエディングプラザ平安閣 20

豊平 1988/9/7 経営懇談会
「経営指針のたてかた、すすめかた最終回」～社員の自主性を引き出す、
士気の高い職場づくり～
（株）札幌桜井鉄工所　社長　森岡　彬真　氏

ウエディングプラザ平安閣 21

南 1988/9/9 地区会　消費税研究会
「消費税の実態に迫る」～その仕組みと中小企業・商店への影響について
考える～
弁護士　郷路　征記　氏

南区役所藻岩連絡所 25

豊平 1988/10/24 経営懇談会

「なぜ、権限委譲ができないか」～トップの言い分、幹部の言い分～
北海道スターチック（株）　社長　浜田　輝男　氏
（株）サンコー　月寒営業所長　黒田　敏充　氏
清水勧業（株）　取締役営業部長　高瀬　捿男　氏

ウエディングプラザ平安閣 15

南 1988/12/2 経営懇談会
「相次ぐ、都市型温泉の新設と定山渓温泉の対応」～観光産業のあり方と
今後の方向～
（株）定山渓パークホテル　社長　古川　善雄　氏

レストラン呈瑠夢 11

豊平 1988/12/8 忘年会 尾州鮨 本店 17

南 1989/1/19 経営懇談会
「冬の主役はラドン温泉とスキー場」
（株）ふじの公園　専務　佐藤　隆志　氏

ラドン健康センター 11

豊平 1989/2/22 経営懇談会
「権限委譲、我が社の場合」
アイデアル産商（株）札幌支店　支店長　小熊　盛弘　氏

尾州鮨 本店 22

南 1989/3/16
消費税学習会（南区商店
街連絡協議会共催）

池戸経営会計事務所　税理士　池戸　俊幸　氏 グリーンホテル札幌 77

豊平 1989/3/22
導入直前！消費税学習
会

実用編Part1～製造・建設・運送・不動産業部門を対象として～
池戸経営会計事務所　税理士　池戸　俊幸　氏

ホワイトプラザとんでん 34

豊平 1989/3/28
導入直前！消費税学習
会

実用編Part2～卸売・小売・サービス業・その他を対象として～
小林税務会計事務所　税理士　小林　裕　氏

ジョイベルホール泰安殿 16

南 1989/4/24
経営懇談会（南区商店街
連絡協議会共催）

「南区を考えるシリーズ」
（株）ハーヴェスト　社長　小幡　栄　氏
（株）いわもとストアー　社長　岩本　勉　氏
（株）丸イ山本商店　社長　山本　謙一　氏

真駒内総合福祉センター 27

豊平 1989/5/9 経営懇談会

＜権限委譲シリーズ＞
「我が社の場合　パート2」
（株）青山プリザーブ　社長　青山　修三　氏
ハマシステム販売（株）　社長　佐渡　宏樹　氏

尾州鮨 本店 14

豊平 1989/6/12 平岸・西岡地区懇談会 ウエディングプラザ平安閣 8
豊平 1989/6/24 豊平・美園地区懇談会 豊平連絡所 7
豊平 1989/6/27 清田・平岡地区懇談会 清田コミュニティセンター 8

南 1989/7/3
南区商店街“経営懇談
会”

「私の経営人生を語る」～素人鮮魚店から総合スーパーまで32年間～
北雄ラッキー（株）　会長　千葉　一　氏

南区藻岩連絡所 29

豊平 1989/7/11 経営懇談会
＜権限委譲シリーズ＞
「我が社の場合　パート3」
（株）命光堂　社長　工藤　光行　氏

尾州鮨 本店 10

豊平 1989/7/13
清田・平岡地区納涼懇談
会

和風味処山海 8

豊平 1989/8/10
清田・平岡知り合い地区
会

「水と親しむ会」 8

豊平 1989/9/7 中同協総会参加報告会
（株）ニシムラ　副社長　西村　信　氏
西谷工業（株）　社長　西谷　留次郎　氏
ハマシステム販売（株）　社長　佐渡　宏樹　氏

豊平区民センター 19

南 1989/9/8 経営懇談会
「おいしさロマンには三つのハートが生きている」～外食産業と共に歩んだ
私の経営～
（株）はせ川観光　社長　長谷川　義一　氏

南区民センター 10

豊平 1989/10/16 知り合い企業見学会 北海スターチック（株）白老農場 19

豊平 1989/11/8 経営懇談会
＜権限委譲シリーズ＞
「人材育成と権限委譲」～人が育つ企業の条件とは何か～
（株）サンコー　社長　三浦　隆雄　氏

豊平区民センター 17

南 1989/11/9 経営懇談会
「経営者のためのコンピュータ基礎講座」～コンピュータの上手な利用法～
アイ・ティ・エス（株）　社長　柏崎　俊雄　氏

ミールハウス呈瑠夢 10

豊平 1989/12/15 望年会 北海道時代 11

南 1990/1/30 経営懇談会
「経営者のためのコンピュータ基礎講座」～90年代成長する企業の条件～
アイ・ティ・エス（株）　社長　柏崎　俊雄　氏

ミールハウス呈瑠夢 10



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平 1990/2/7 経営懇談会
＜権限委譲シリーズ＞
～私の経営体験から～「悩み、学び、得られたこと」
（株）和光繊維　社長　田中　傳右衛門　氏

豊平区民センター 21

豊平 1990/3/19 知り合い企業見学会
「サッポロラーメン新時代！」～氷温熟成ラーメン、そのおいしさの秘密に迫
る～

ラーメン直営店　玄咲 23

南 1990/4/20 例会

食べ物文化の教養講座
「西洋料理のフルコースを学ぶ」～気軽に、楽しく、会員の交流と正式なマ
ナーを学ぶ夕食会～
グリーンランドサッポロ　ホテルマネージャー　主任ウェーターの方々

グリーンホテル札幌 25

合同 1990/5/23 豊平・南合同例会

＜権限委譲シリーズ＞
「次代を担う幹部社員をどう育てるか」～経営者が求める幹部のあり方につ
いて考える～
（株）ダテハキ　社長　守　和彦　氏

豊平区民センター 18

豊平 1990/7/16 地区例会

第1部：全国総会報告会
「成熟化市場における“ナンバーワン”戦略」
北海スターチック（株）　社長　浜田　輝男　氏
「層の厚い役員体制をどう作るか」
（株）ニシムラ　副社長　西村　信氏
第2部：懇親会～知り合い懇親会で会員交流を～

百景園 20

南 1990/8/9
新入社員と中堅社員のた
めのマナー教室

第1講「現代人の生きがいと働きがい」～社会人のマナーと常識について～
第2講「お客様の心をとらえる応対とは」～電話・接客の実技指導～

グリーンホテル札幌 29

豊平 1990/9/12 経営懇談会
「企業の健全発展のセキュリティーとは何か」～人材確保と人材育成を考え
る～
北幹警備保障（株）　社長　秋庭　一富　氏

平安閣 14

南 1990/9/26 経営懇談会
「人を伸ばしてのびる企業づくり」～我社が考える採用・育成・人づくり戦略
～
（株）ユタカ商会　常務　本郷　利武　氏

レストラン呈瑠夢 6

豊平 1990/10/18 企業見学会

「快適な北国の住まいを考える“住宅産業研究”」～各社のモデルハウス見
学と企業理念を学ぶ～
イワクラホーム（株）　常務　大和　了　氏
三和住研（株）　社長　宮本　俊一　氏
（株）技建エージェンシー　社長　橋本　政仁　氏

大谷地マイホームセンター 17

豊平 1990/10/19 知り合いゴルフ交流会 滝のCC 11

南 1990/11/22 経営懇談会
「産油国から日本への石油の生産から消費まで」～生産、流通、消費のしく
みを学ぶ～
（株）野坂石油店　社長　野坂　六三郎　氏

レストラン呈瑠夢 8

豊平 1990/12/14 望年会 北欧ビル 20

南 1991/2/23 経営懇談会
「国際化社会の中での日本人を考える」～住んでみてわかった日本の生
活、文化、個人～
北海道フィンランド協会　北方圏センター　会員　川上　セイヤ　氏

南区民センター 18

豊平 1991/3/4 経営懇談会
「高金利・高人件費時代にどう対応するか」～91年人・物・金の再度の総点
検を～
桜井鉄工（株）　社長　森岡　彬真　氏

ハマシステム販売（株）本社2階会
議室

24

豊平 1991/7/9 豊平親睦ゴルフ会 滝のカントリークラブ 11

豊平 1991/7/26 全国総会報告会
桜井鉄工（株）　部長　堀田　稔　氏
（株）高柳自動車整備工場　会長　高柳　操子　氏
（株）ニシムラ　副社長　西村　信　氏

豊平区民センター 14

豊平 1991/9/8
夢氷工房工場見学と収穫
祭

夢の郷農園で薯堀り、昼食交流会 夢氷工房京極工場 8

豊平 1991/10/22 例会
「住宅着工戸数激減！今後の需要予測と我社の戦略」～持味生かした人
づくり、家づくり～
三和住研（株）　社長　宮本　俊一　氏

豊平区民センター 18

南 1991/11/18 例会
「贈って喜ばれる商品の開発で新しい市場を開拓」～成熟市場に新しい
波、「ギフトの贈答館」ブランドが全道へ～
（株）興福産業　社長　渡辺　孝　氏

グリーンホテル札幌 8

豊平 1991/11/22 工場見学会
京田食品（株）
（株）南華園

京田食品（株）
（株）南華園

28

豊平 1991/12/13 望年会 25
豊平 1992/2/18 会社見学会 （株）札幌白衣さん新社屋工場見学会 （株）札幌白衣 15
豊平 1992/5/26 移動例会 道立食品加工研究センター 57

南 1992/6/18 例会
「我社の強みを生かしたスーパー経営」～生鮮食品主体のミニスーパーで
活路を開く～
丸正食品（（株）兼大マルミ屋）　常務　溝渕　博士　氏

グリーンホテル札幌 10

豊平 1992/7/15 例会
「くらしの変化を先取りした我社の営業戦略」～香り高いコーヒー造り、人づ
くり～
（有）可否茶館　社長　滝澤　信夫　氏

平安閣 17

南 1992/8/24 例会

「時短、週休2日制にどう取り組むか」～社員の士気と生産性を高める条件
づくり～
（株）どうきゆう　副社長　郡司　晃　氏
（株）スカイ　社長　佐々木　敬信　氏

（株）スカイ本店会議室 15

豊平 1992/9/17 懇親ゴルフ 滝のカントリークラブ 11

豊平 1992/9/18 例会

「あてになる幹部集団をどう育てるか」～局面を打開する幹部づくりと同友
会大学のねらい～
ハマシステム販売（株）　営業部長　設楽　秀治　氏
太平洋建業（株）　社長　佐藤　芳郎　氏
（株）札幌白衣　社長　山内　幹旺　氏

平安閣 27

豊平 1992/9/27 懇親いもほり 夢の郷農園
豊平 1992/10/29 新会員歓迎昼食会 同友会会議室 13
南 1992/11/11 新会員歓迎昼食懇談会 グリーンホテル札幌 10

豊平 1992/11/24 例会
「日本ザルの習性はなぜか日本人に似ている」
北海道大学文学部行動科学科　助教授　鈴木　信夫　氏

豊平区民センター 35

豊平 1992/12/12 望年会 札幌里塚温泉 12

南 1993/1/26
区長さんと共に南区の明
日を語る懇談会

「区民が豊かに暮らせる街づくり」
札幌市南区長　入江　一郎　氏

南区民センター 23

豊平 1993/2/13 例会
「ヒゲ社長が語るコーヒー文化論」～都会砂漠にオアシスを～
（有）可否茶館　社長　滝澤　信夫　氏

時計台ガーデン倶楽部 12

南 1993/3/12
例会

「三代目社長大いに語る！」～地域とともに歩みつづける我人生、我店づく
り～
（株）ヤオシ　社長　八尾師　絹子　氏
（株）丸直田中義満商店　社長　田中　義満　氏

南区民センター 12

豊平 1993/4/5 新会員歓迎会 ごまそば鶴喜 22



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平 1993/4/26 経営指針研究会
「経営指針を企業経営にどう活かしていくのか」
（株）和光　社長　田中　傳右衛門氏

豊平区民センター 23

南 1993/5/13 夕食懇談会
「『そば』を語る」～そばへの思い、我味づくり、人づくり～
北洋造園（株）　社長　落合　雅朗　氏

そば「雀のお宿」 12

南 1993/5/26 新会員歓迎昼食懇談会 もなみヘルスランド 12

豊平 1993/6/21 例会
「地下鉄延長で豊平区がどう変わるか」
豊平区市民部長　羽田　勲　氏

豊平区民センター 28

豊平 1993/6/29 経営指針研究会
「5年後に誰があなたの会社をくわせてくれるのか」
（株）マス研　部長　瀬尾　潔　氏

月寒会館 14

豊平 1993/7/21 経営指針研究会 豊平区民センター 8

南 1993/7/23 夕食懇談会
「中同協総会から学んだこと」～これからの同友会活動・地区会活動・企業
経営を語ろう～

ラドン健康センター 10

豊平 1993/8/26 例会
「文化活動と中小企業経営」
（株）ニシムラ　副社長　西村　信　氏

豊平区民センター 15

豊平 1993/10/14 例会
「今、求められる中小企業のリストラとは」
北海道同友会　専務理事　大久保　尚孝　氏

豊平区民センター 31

南 1993/11/18 例会
「どうすれば、お客様に信頼される社員が育つのか」～これからの社員教育
を考える～
新北光石油（株）　専務　高浜　一義　氏

藻岩北会館 17

豊平 1993/11/24 経営指針研究会
「不況時にどう商品を販売していくのか」
アイデアル産商（株）　副社長　小熊　盛弘　氏

豊平区民センター 25

豊平 1993/12/15 望年会 北海道時代 18

南 1993/12/16 経営指針研究会・望年会 藻岩北会館 14

南 1994/1/20 経営指針研究会 藻岩北会館 12
南 1994/1/27 新年会 藻岩北会館 12
南 1994/2/17 経営指針研究会 藻岩北会館 13

豊平 1994/3/10 例会
「生活提案型書店をめざして」
（株）本の店岩本　社長　岩本　収　氏

平安閣 23

南 1994/3/15 例会
「経営の展望をどう切り開くか」
（株）スカイ　社長　佐々木　敬信　氏

12

南 1994/3/17 経営指針研究会 12
豊平 1994/4/27 経営指針研究会 （株）スカイ　社長　佐々木　敬信　氏 豊平区民センター 13

南 1994/5/20 例会
「企業の存在価値が鋭く問われる時代、経営者の役割は何か」～今こそ全
社一丸体制づくりのチャンス～
（株）住まいのクワザワ　社長　山本　正信　氏

藻岩北会館 24

豊平 1994/5/23 昼食懇談会
「私の味づくり、店づくり」
（株）尾州オブ札幌　社長　酒井　謙伊　氏

尾州鮨 25

豊平 1994/6/22 豊平親睦ゴルフコンペ 滝のカントリークラブ 10
南 1994/7/5 新会員歓迎会 おぉーか 13

豊平 1994/7/12 企業見学会Part1
・全日本食品（株）道央事業本部
・コクヨ（株）札幌配送センター

23

豊平 1994/9/9 例会

「我が業界の変化とこれからの経営戦略」
ハマシステム販売（株）　社長　佐渡　宏樹　氏
（株）命光堂　社長　工藤　光行　氏
コーディネーター：岩田電動機工（株）　専務　西垣　准　氏

豊平区民センター 14

豊平 1994/9/19 新会員歓迎会 つぼ八南平岸店 12

南 1994/9/26
経営者幹部社員合同研
修会

「不況に負けない企業づくり、人づくり」～社員の自主性、自発性をどう引き
出すか～
（株）和光　社長　田中　傳右衛門　氏

藻岩北会館 15

南 1994/10/5
経営指針研究会一泊研
修会

ホテル山水 10

南 1994/11/17
経営指針研究会　新年度
第1回例会

藻岩北会館

豊平 1994/11/29 例会

「自社の特徴を活かした新商品の開発と経営戦略」
（株）カワサキ特殊印刷　専務　木戸　武明　氏
（株）大丸　社長　片桐　誠治　氏
コーディネーター：（株）ライフクリエイト　社長　米田　正博　氏

豊平区民センター 15

豊平 1994/12/6 望年会 尾州鮨　本店 24
南 1994/12/13 新会員歓迎会・望年会 藻岩北会館 17

南 1995/1/19
経営指針研究会新年度
第2回例会

（株）宏陽　常務　進士　幸雄　氏 （株）宏陽　会議室

南 1995/1/27 南地区会新年交礼会 ゲスト：社会保険労務士　石川　一雄　氏 おぉーか 14

豊平 1995/2/14
企業見学会Part2～白
石・厚別地区会と共催～

・石屋製菓（株）
・北海道ワイン（株）
・（株）光合金製作所

35

南 1995/2/16
経営指針研究会第3回例
会

藻岩北会館

豊平 1995/3/20 例会

「顧客ニーズを開拓した我社の経営戦略」～次代を先取りし、市場を広げる
考え方～
（株）エムジー・コーポレーション　社長　後藤　洋　氏
（株）はしもと　社長　橋本　央子　氏

豊平区民センター 21

南 1995/3/24 合同研修会
「全員参加型経営を目指して」
丸正食品（株）カネ大マルミ屋　常務　横渕　博士　氏

藻岩北会館 17

豊平 1995/4/26 企業訪問例会
「一人ひとりの課題を明確にした組織づくりに取り組んで」
藤井設備（株）　社長　藤井　正一　氏

藤井設備（株）会議室 22

南 1995/4/27 経営指針研究会 藻岩北会館 7
南 1995/5/18 経営指針研究会 藻岩北会館 7
南 1995/5/23 店舗見学例会 うまい門 12

豊平 1995/6/27 例会
「顧客ニーズを掘り下げ、受注拡大へ！」
シロクマ北海食品（株）　社長　荒川　伸夫　氏
太平洋建業（株）　社長　佐藤　芳郎　氏

豊平区民センター 28

南 1995/7/21 例会 話題提供者：（株）アイチフーズ　社長　森谷　明弘　氏 藻岩北会館 17

豊平 1995/8/3 人事労務研究会
「時代に合った人事労務のアドバイス！」社会保険労務士の仕事と企業活
性化
石川社会保険労務士事務所　所長　石川　一雄　氏

豊平区民センター 23

豊平 1995/8/19 親睦ゴルフ会 廣済堂札幌カントリークラブ 14

南 1995/9/7 例会
「めん一筋半生を語る」
ごまそば鶴喜／（株）はしもと　社長　橋本　央子　氏

藻岩北会館 17

南 1995/9/13 経営指針研究会 藻岩北会館

南 1995/10/13
経営指針研究会一泊研
修

松の湯旅館 10

豊平 1995/10/18 企業見学会 訪問先：（株）ニシムラ （株）ニシムラ 24



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

南 1995/11/10 例会
「バブル崩壊後の不動産業の現状と我社の戦略」～地域密着の経営と建
築部門への進出で新しい不動産業をめざす～
（株）八城地建　社長　吉田　治　氏

藻岩北会館 10

豊平 1995/11/28 例会
「高齢社会とは？そして中小企業はどう対応するか」
サン設計事務所（株）　社長　吉岡　潤三　氏
アイデアル産商（株）　副社長　小熊　盛弘　氏

平安閣 27

豊平 1995/12/13 望年会 北海道時代 24
南 1995/12/14 望年会 藻岩北会館 12

南 1996/1/25
21世紀を目指す経営研
究会

藻岩北会館 7

豊平 1996/2/9 例会
「真冬の『夢氷』を真夏のオーストラリアへ」～「かき氷」初輸出にかける私の
夢～
夢氷工房（株）　社長　本間　公康　氏

北専プラザ 26

南 1996/2/14
21世紀を目指す経営研
究会

藻岩北会館 9

南 1996/2/16 例会
「今、企業はどう変わらなければならないのか」
北海道イシダ（株）　社長　山本　諭　氏

スカイ 11

南 1996/4/9 例会
若い女性と水夫～交流分析～
（株）松の湯旅館　専務　陰元　潤一　氏

藻岩北会館 9

豊平 1996/4/17
高齢社会セミナー　パー
ト1

「新ゴールドプランと公的介護保険」
札幌学院大　人文学部　教授　津田　光輝　氏

平安閣 50

南 1996/4/19 21研究会 「KJ法」 藻岩北会館 12

南 1996/6/20 例会
「転換期を生き抜く企業の条件」
札幌ビジネスアカデミー専門学校　理事長　進藤　哲　氏

藻岩北会館 18

豊平 1996/6/28 昼食懇談会

「週40時間って可能なの？」
アイデアル産商（株）札幌支店　副社長　小熊　盛弘　氏
太平洋建業（株）　社長　佐藤　芳郎　氏
（株）大丸　社長　片桐　誠治　氏
アドバイザー：社会保険労務士　石川　一雄　氏

尾州鮨本店 31

豊平 1996/7/29
高齢社会セミナー　パー
ト2

「高齢者ケアの実態と展望」
北星学園大学　社会福祉学部　教授　米本　秀仁　氏

平安閣 42

南 1996/8/8 昼食懇談会 グリーンホテル札幌 10

豊平 1996/8/19
豊平区長さんを囲む懇談
会

「ふれあいと魅力ある街づくりを共に考える」
豊平区長　高橋　彦博　氏

豊平区役所 29

南 1996/8/23 例会
「お客様の期待に応える店づくり」
（株）ドリームフード総合研究所　総務部長　菊地　智徳　氏

春花秋灯 12

豊平 1996/9/4
高齢社会セミナー　パー
ト3

「シルバー市場の現状と将来性」
（株）ケアサービス　社長　対馬　徳昭　氏

豊平区民センター 50

南 1996/9/12 昼食懇談会 グリーンホテル札幌 8

豊平 1996/9/27
桧山地区会との交流会
（一泊）

江差・函館 12

豊平 1996/10/21
豊平21世紀クラブ打ち合
わせ

北日本工事測量 4

豊平 1996/11/6
豊平21世紀クラブ　第1回
例会

「若者はホーレン草（報・連・相）がきらいか？」
（株）北日本工事測量　社長　澤田　義雄　氏

豊平区民センター 14

南 1996/11/14 例会
「試行錯誤の中からつかみ取った“お客様が求める良い会社”とは」
（株）都市空間設計　社長　西尾　吉弘　氏

グリーンホテル札幌 6

南 1996/11/14 昼食懇談会 グリーンホテル札幌 10

豊平 1996/12/12
高齢社会セミナー　パー
ト4と新会員歓迎望年会

「どうなる高齢者雇用」
（株）技建エージェンシー　社長　橋本　政仁　氏
（株）シロクマ北海食品　社長　荒川　伸夫　氏
社会保険労務士　石川　一雄　氏

豊平区民センター 33

豊平 1996/12/18
豊平21世紀クラブ　第2回
例会

「若手社員を育てるために・・・」 豊平区民センター 13

南 1996/12/27 望年会 グリーンホテル札幌 13

豊平 1997/1/21
豊平21世紀クラブ　第3回
例会・新年会

「我が社の中堅幹部は・・・」
日本衛生（株）　常務　松場　清太郎　氏

尾州鮨　南平岸店 12

豊平 1997/2/7 例会

「『人間として生きる』視点でこそ明るい展望が見える」
（株）ライフ・クリエイト　社長　米田　正博　氏
太平洋建業（株）　社長　佐藤　芳郎　氏
アイデアル産商（株）札幌支店　副社長　小熊　盛弘　氏
コーディネーター：（株）ニシムラ　社長　西村　信　氏

平安閣 23

南 1997/2/20 例会
「ある経営者の生涯と法律」
三木法律事務所　弁護士　三木　正俊　氏

北海道青少年会館 13

豊平 1997/2/27
豊平21世紀クラブ　第4回
例会

「我社の中堅幹部は・・・Part2」 北日本工事測量 8

南 1997/3/13 昼食懇談会 リオンドール 9

豊平 1997/3/22
豊平21世紀クラブ　第5回
例会

「幹部育成に取り組む経営者の姿勢は」 北日本工事測量 7

南 1997/4/10 昼食懇談会 グリーンホテル札幌 5

豊平 1997/4/16
“企業訪問例会”と“新会
員歓迎会”

「北海道の特性に対応した企業づくりで創業80年！」
ご案内：石岡金属板工業（株）　副社長　石岡　幹雄　氏

石岡金属板工業（株） 25

豊平 1997/4/17
豊平21世紀クラブ　第6回
例会

「理想の給与体系と人事考課を考えよう」 日本衛生（株）会議室 9

南 1997/4/24 例会
「週40時間制に対応した社内体制を考える～社員の意欲を高め、お客様
の期待に応えるために～」
安藤行政事務所　所長　安藤　壽健　氏

グリーンホテル札幌 11

豊平 1997/5/19
豊平21世紀クラブ　第7回
例会

「積極的でない社員をどう育てる？」
アームデザイン（株）　社長　川越　文博　氏

豊平区民センター 10

豊平 1997/5/26 ゴルフコンペ 真駒内カントリークラブ 18

豊平 1997/6/16
豊平21世紀クラブ　第8回
例会

「新しい賃金体系（職能給・年俸制）と時短への対応（就業規則研究会に合
流）」
共栄人事労務研究所　所長　野田　孝　氏

りんゆうホール 11

南 1997/6/17 例会
「どんな企業づくりを目指していくか～自社の現状と課題～」
（有）山王グラフィック　社長　山口　美憲　氏

グリーンホテル札幌 8

豊平 1997/6/20
高齢社会セミナー　パー
ト5

「ご存知ですか？高齢者雇用の公的助成・融資制度とその活用法」
菊池滋社会保険労務士事務所　所長　菊池　滋　氏

豊平区民センター 25

合同 1997/7/23
豊平地区会・南地区会合
同例会

「経営者と社員の共育こそ企業発展のカギ」
アイデアル産商（株）札幌支店　副社長　小熊　盛弘　氏

豊平区民センター 40

豊平 1997/7/30
豊平21世紀クラブ　第9回
例会

「うまくいっていますか？お金と物の管理」
シロクマ北海食品（株）　社長　荒川　伸夫　氏

尾州鮨本店 9

豊平 1997/8/18
豊平21世紀クラブ　第10
回例会

「経営のバトンタッチ　そのためには・・・」
（株）旭住器　部長　鎌倉　秀年　氏

豊平区民センター 12



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平 1997/8/28 例会
「時代の風をつかみ、新市場へチャレンジ！」
ハマシステム販売（株）　社長　佐渡　宏樹　氏

豊平区民センター 24

南 1997/9/11 昼食懇談会 グリーンホテル札幌 8

豊平 1997/9/18
高齢社会セミナー　パー
ト6

「経営指針をベースにした人間尊重の病院経営」～同友会理念で経営危
機を乗り切って～
（財）操風会　岡山旭東病院　院長　土井　章弘　氏

ホテルモントレ札幌 173

豊平 1997/9/29 ゴルフコンペ 真駒内カントリークラブ 13

豊平 1997/10/8
豊平21世紀クラブ　第11
回例会

「改めて考える『今どきの若者』とのつきあい方」
（有）向出保険事務所　社長　向出　明彦　氏

豊平区民センター 12

南 1997/10/13 例会
「激変する医療・福祉行政と高齢・少子社会の展望」～庶民の暮らし、企業
経営、病院経営はどうなるか～
（株）バレオ　医業情報室室長　菊地　正則　氏

グリーンホテル札幌 8

豊平 1997/10/30 例会

パネラー
（株）北日本工事測量　社長　澤田　義雄　氏
（株）旭住器　部長　鎌倉　秀年　氏
斉藤水処理化学（株）　常務　斉藤　周二　氏
コーディネーター：笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

平安閣 32

豊平 1997/11/19
豊平21世紀クラブ　第12
回例会

「経営指針とは何か？そしてその効力は？」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 9

豊平 1997/12/9
“企業訪問例会”と“新会
員歓迎望年会”

（株）サンコー・蟹工船 32

南 1997/12/13 望年会 松の湯旅館 13

豊平 1997/12/15
豊平21世紀クラブ　第13
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！」 豊平区民センター 9

豊平 1998/1/21
豊平21世紀クラブ　第14
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！2」 豊平区民センター 6

南 1998/1/28 新春例会
新春講演会「地域医療・福祉の課題とこれからの病院経営～高齢社会で
新たなニーズと、医療政策に対応した病院づくり～」
医療法人常松会東栄病院　事務長　八木沢　一明　氏

グリーンホテル札幌 14

南 1998/2/12 昼食懇談会 グリーンホテル札幌 8

豊平 1998/2/17
豊平21世紀クラブ　第15
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！3」 豊平区民センター 6

豊平 1998/2/27
高齢社会セミナー　パー
ト7

「高齢社会に視点をおいた企業づくり、地域づくり」
パネラー
（株）サン設計事務所　社長　吉岡　潤三　氏
アイデアル産商（株）札幌支店　副社長　小熊　盛弘　氏
（株）丸高三信堂　社長　服部　信吾　氏
コーディネーター：（株）ライフ・クリエイト　社長　米田　正博　氏

平安閣 40

南 1998/3/5
大久保専務理事を囲む
経営懇談会

「消費停滞・公共事業削減・貸し渋り・・・経営の展望をどう切り開くか」
北海道同友会　専務理事　大久保　尚孝　氏

グリーンホテル札幌 12

豊平 1998/3/9 昼食懇談会 「革新と元気が湧く経営何でも相談会」 平安閣 47
南 1998/3/12 昼食懇談会 グリーンホテル札幌 12

豊平 1998/3/18
豊平21世紀クラブ　第16
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！4」 豊平区民センター 14

豊平 1998/3/24 会員交流ボウリング大会 スガイビル・ロスガトス 26
南 1998/4/9 昼食懇談会 ゲスト：税理士　飯田　芳範　氏 グリーンホテル札幌 7

豊平・清田 1998/4/27
豊平21世紀クラブ第2回
総会と第16回例会

「我が社の強みを再確認しよう！5」 尾州鮨本店 14

豊平・清田 1998/5/26 ゴルフコンペ 真駒内カントリークラブ 18

豊平・清田 1998/5/28
豊平21世紀クラブ　第17
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！6」
日本衛生（株）　常務　松場　清太郎　氏
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏
太平洋建業（株）　社長　佐藤　芳郎　氏

サザンクロス 20

南 1998/6/3 経営懇談会
「高齢社会の進行と市場創造への私の挑戦～市場の変化を深く捉え、自
社の特色を生かした分野へ～」
（株）丸高三信堂　社長　服部　信吾　氏

南区民センター 8

豊平・清田 1998/6/23 会員交流親睦会 じんぎすかんクラブ 44

豊平・清田 1998/6/24
豊平21世紀クラブ　第18
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！7」
高倉キャロライン（株）　社長　高倉　孝夫　氏
（株）半田美装　社長　半田　昭二　氏

サザンクロス 19

南 1998/7/13 例会
「売上65億円から20％ダウン。解雇せずどう乗り切り展望を拓いたか」
（株）山田硝子店（本社大阪）　社長　山田　晶一　氏

北海道厚生年金会館 140

豊平・清田 1998/7/21
豊平21世紀クラブ　第19
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！8」
西谷工業（株）　部長　西谷　靖　氏
福住造園（株）　専務　加茂　照臣　氏

豊平区民センター 18

豊平・清田 1998/7/28 例会

「新しい産学官連携と新規事業の展開！」～北海道東海大学「北の健康野
草」共同開発事業～
ハマシステム販売（株）　社長　佐渡　宏樹　氏
北海道東海大学工学部生物工学化　教授　西村　弘行　氏

豊平区民センター 19

豊平・清田 1998/8/19
例会・高齢社会セミナー
パート8

■「“生涯現役”で人間らしく誇り高く生きるために～“美しく健やかに年を
重ねる会”の考え方と実践～
（株）丸高三信堂　社長　服部　信吾　氏
■「住み慣れた町で自立した生活をおくる地域コミュニティの発展を目指し
て」～“町内会自立支援部”の現状と課題～
（株）北海看護婦家政婦紹介所　常務　畑野　泰二　氏

司会：（株）ライフクリエイト　社長　米田　正博　氏

豊平区民センター 29

豊平・清田 1998/8/26
豊平・清田地区会同友会
大学同窓会発会式　第1
回例会

「現代の職人」
札幌大学経営学部　森　杲　氏

札幌大学第5会議室 39

豊平・清田 1998/8/27
豊平21世紀クラブ　第20
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！9」
（株）カワサキ特殊印刷　専務　木戸　武明　氏
（有）スタジオ・アルファ―　社長　尾形　祐子　氏

豊平区民センター 17

豊平・清田 1998/9/9 秋のゴルフ大会 ツキサップGC 16
南 1998/9/17 経営懇談会 話題提供：ろまん亭　社長　新居　浩　氏 ろまん亭　藻岩下店 9

豊平・清田 1998/9/21
豊平21世紀クラブ　第21
回例会

「21世紀に向けて、強く生き続ける企業づくりとは」～社内体制を強化する
大討論会～
西谷工業（株）　部長　西谷　靖　氏

豊平区民センター 15

豊平・清田 1998/9/22
経営者と幹部のための財
務戦略講座

「自社の財務体質を見るポイント～自社の決算書の読み方、つかみ方、生
かし方～」
北海道中小企業家同友会　専務理事　大久保　尚孝　氏

フローラ 93

豊平・清田 1998/10/12
雇用保険給付・助成金学
習会

「中小企業が使える5つの助成金」
星野晃範社会保険労務士行政書士事務所　所長　星野　晃範　氏

豊平区民センター 33



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

南 1998/10/21 例会
「オープン1年、目標の150％を達成、売れるお店の秘密を探ります！」
（株）どうきゆう　副社長　郡司　晃　氏
（株）どうきゆう　外食事業本部　部長　笠井　浩司　氏

居酒屋旬屋 8

豊平・清田 1998/10/22 例会
北海道同友会　渉外・政策局長　西谷　博明　氏
北海道同友会　事務局員　平山　明子　氏
（株）はしもと　社長　橋本　央子　氏

豊平区民センター 49

豊平・清田 1998/10/26
豊平21世紀クラブ　第22
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！10」
石川一雄社会保険労務士事務所　所長　石川　一雄　氏
（株）ノース・ヴィレッジ　社長　北村　泰宏　氏

美園会館 16

南 1998/11/17 例会 「地域と仲間の再発見」 南区民センター 14

豊平・清田 1998/11/19
例会・高齢社会セミナー
パート9

「私たちは高齢社会をどう迎えるべきか～介護保険の概要と介護サービス
の実状～」
医療法人恵和会　西岡病院　理事長　西澤　寛俊　氏

老人保健施設「アメニティ西岡」 26

豊平・清田 1998/11/27
豊平21世紀クラブ　第23
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！11」
（有）パルク　社長　柴田　理軌　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 1998/12/9
例会＆新会員歓迎望年
会

「最近の相談事例と債権の保全回収～早めにどう手を打つか～」
弁護士　赤渕　由紀彦　氏

ホテルライフォート札幌 50

南 1998/12/11 望年会 「地域と仲間の再発見　パート2」 小金湯温泉まつの湯旅館 11

豊平・清田 1998/12/14
豊平21世紀クラブ　望年
会

吉在門 19

豊平・清田 1999/1/8 新年会
「すすきの新事情～これからの飲食業界～」
（株）はせ川観光　社長　長谷川　義一　氏

北海道時代 42

豊平・清田 1999/1/21
豊平清田地区会同友会
大学同窓会アップルクラ
ブ第2回例会

「今の若者をどう育てるか～中堅幹部として体験を語る～」
（株）はしもと　部長　南　真琴　氏

札幌大学リンデンホール2階 15

豊平・清田 1999/1/28
豊平21世紀クラブ　第24
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！12」
（有）三翔　社長　永森　美奈子　氏
蘭蛇夢生花店　代表　池田　聡　氏

尾州鮨本店 16

豊平・清田 1999/2/2 例会
「働く、学ぶ、生きる～より豊かな人生のために～」
北海道大学教育学部　教授　竹田　正直　氏

ホテルライフォート札幌 51

南 1999/2/17
老人保健施設ケアハウス
見学会

老人保健施設アートヒルズ　ケアハ
ウス　ローザガーデン

14

豊平・清田 1999/2/26
豊平21世紀クラブ　第25
回例会

「今年の経営方針（ビジョン）を語り合おう」
シロクマ北海食品（株）　社長　荒川　伸夫　氏

西岡福住地区センター 19

豊平・清田 1999/3/4
第2回会員交流ボウリング
大会・懇親会

アオキボウル／すきやきのはな牛 28

豊平・清田 1999/4/20
例会・高齢社会セミナー
パート10

「高齢者雇用で競争力をアップする当社の戦略」
■「定年延長でベテラン技術者を生かす経営」
恒星設備㈱　社長　太田　一彦　氏
■「高年齢技能者と共に新しい経営体制をつくる」
三洋工業㈱　社長　本間　修慈　氏

豊平区民センター 20

豊平・清田 1999/4/22
豊平21世紀クラブ　第26
回例会

「経営指針とは何か～基礎を学ぶ～」
笹山会系事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 19

南 1999/4/22 昼食会
「新入会員の皆さんの自社紹介と同友会への期待」
中神建設㈱　社長　中神　誓志　氏
瀬戸フルーツファーム　代表　瀬戸　修一　氏

グリーンホテル札幌 15

豊平・清田 1999/5/21
豊平21世紀クラブ　第27
回例会

「我が社の強みを再確認しよう！13」
㈱ライフ・クリエイト　社長　米田　正博　氏
㈱丸友組　常務　久保　喜裕　氏

豊平区民センター 13

豊平・清田 1999/5/25 ゴルフ大会 札幌芙蓉カントリー倶楽部 20

豊平・清田 1999/6/11
アップルクラブ　第3回例
会

「社内体制の強化とレベルアップを目指して」
ベル通信工業㈱　社長　牟田日　出彦　氏

札幌大学会議室 33

豊平・清田 1999/6/22
高齢社会セミナー　パー
ト11

「介護保険制度施行間近！私たちの暮らしは、どう変わる？」
■「新しい介護施設の全容とは？～どの施設に誰が入れるの？～」
㈱ライフ・クリエイト　社長　米田　正博　氏
■「高齢社会に向かっての医療法改正と介護保険について」
㈱メディウェル　情報企画室長　古川　俊弘　氏

月寒公民館 39

豊平・清田 1999/6/25
豊平21世紀クラブ　第28
回例会

「今、なぜ経営指針の確立か？～同友会運動の歴史から学ぶ中小企業経
営～」
北海道同友会　経営政策局長　西谷　博明　氏

豊平区民センター 18

南 1999/6/29 6月例会
「札幌キムラヤ見学会」
㈱札幌キムラヤ　社長　大黒　礼騎　氏

10

豊平・清田 1999/7/5 美園ブロック経営懇談会 「21世紀に向けた新たなる経営戦略を考える」 ㈱大丸会議室 12
南 1999/7/11 さくらんぼ狩り交流会 瀬戸フルーツファーム 20

豊平・清田 1999/7/12
新会員歓迎会員親睦交
流会

じんぎすかんクラブ 45

豊平・清田 1999/7/27
高齢社会セミナー　パー
ト12

「介護保険とその対処について～介護認定委員からの提言～」
旭町医院　院長　堀元　進　氏

豊平区民センター 48

豊平・清田 1999/7/29
豊平21世紀クラブ　第29
回例会

「我が社の経営課題　パート1」
■「新たな課題にぶちあたり、そこで考えた社内勉強会
　社員が変わってきた！～初の大阪本社との合同幹部社員研修会を開
催！～」
岩田伝導機工㈱札幌営業所　専務　西垣　進　氏
■「当初の経営課題」
㈱日昇堂　社長　大西　茂　氏

ホテルドノール 20

豊平・清田 1999/8/20
豊平21世紀クラブ　第30
回例会

「我が社の経営課題　パート2」
日本衛生㈱　常務　松葉　清太郎　氏

豊平区民センター 18

豊平・清田 1999/8/27
例会・高齢社会セミナー
パート13

「介護保険制度に中小企業はどう関われるのか～安易な新規参入は、命
取り？～」
北海道介護サービス㈱　社長　畑野　泰二　氏

月寒公民館 37

豊平・清田 1999/9/21
豊平21世紀クラブ　第31
回例会

「我が社の経営課題　パート3」
■「経営のバトンタッチ、準備は大丈夫？～会社を引き継いだとき、そして
いつか次に引き継ぐために～」
太平洋建設株　社長　佐藤　芳郎　氏
■「我が社の強みを再確認しよう！　14」
赤渕由紀彦法律事務所　所長　赤渕　由紀彦　氏

ホテルドノール 14

豊平・清田 1999/9/30 秋のゴルフ大会 札幌芙蓉カントリー倶楽部 18

豊平・清田 1999/10/1 豊平ブロック経営懇談会
「今の自分に、我が社に、もっと必要なことは・・・　これまでの自分、今後の
我が社」

㈱染谷商会会議室 8

豊平・清田 1999/10/26 10月例会

経営者と社員が共に学ぶ研修会（地区会&アップルクラブ合同例会）
「社員と共に歩み続けた15年の経験から～共に育ちあうパートナーとして社
員の皆さんに期待すること～」
㈱北日本工事測量　社長　澤田　義雄　氏

札幌大学 43



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 1999/10/28
豊平21世紀クラブ　第32
回例会

■「導入して4年、なぜうまくいかない、人事評価制度！～はたして、我々に
必要なのか。成功する人事考課とは何か？～」
㈱カワサキ特殊印刷　専務　木戸　武明　氏
■「我が社の強みを再確認しよう！　15」
菊池滋社会保険労務士事務所　所長　菊池　滋　氏

豊平区民センター 14

豊平・清田 1999/11/3 パッとやる会 第1回パークゴルフ大会 エルクの森 22

豊平・清田 1999/11/19
豊平清田地区会　会員
200社達成記念パー
ティー

ヴェラ 38

南 1999/11/24 昼食懇談会
ゲスト：公認会計士　大鞭　基弘　さん
㈱トータルデザインサービス　社長　西田　高穂　さん
㈲北海道新聞寺田販売所　社長　寺田　政男　さん

グリーンホテル札幌 10

豊平・清田 1999/11/26
豊平21世紀クラブ　第33
回例会

■「報酬は、仕事ができていくらの世界！～残業を無くし、年俸制にこだわ
る我が社の強み～」
㈱グローバルエンジニア　社長　野木　進　氏
■「我が社の強みを再確認しよう！　16」
㈱青山ブリザーブ　社長　青山　修三　氏

カラオケボックス　サザンクロス 13

豊平・清田 1999/12/3
アップルクラブ　第4回例
会

「幹部の役割」
ハマシステム販売㈱　営業部次長　大屋　収　氏

24

南 1999/12/3 望年会 松の湯旅館 12

豊平・清田 1999/12/7
12月例会&新会員歓迎望
年会

「2000年をよむ！～早めにどう手を打つか～」
北海道同友会　専務理事　大久保　尚孝　氏

68

豊平・清田 1999/12/17
豊平21世紀クラブ第34回
例会&望年会

「メーカーから見た商品づくりとお客様のニーズの違い～2000年4月、容器
包装リサイクル法本格的に稼働～（我が社の強みを再確認しよう！　17）」
㈱モダン化成　営業部長　篠崎　孝司　氏

尾州鮨　本店 15

豊平・清田 2000/1/7 新年会 ヴィラ 36
南 2000/1/7 新春懇談会 厚生年金会館 7

豊平・清田 2000/1/24
豊平21世紀クラブ第35回
例会&新年会

■「私の腕に重くのしかかる我が社の生き残り策とは？～社員を育てるこ
と、社内体制づくりの難しさ～」
㈱三翔　社長　永森　美奈子　氏
■「私はどんなタイプの人？　人間の個性を発見し、適正の判断を行う「個
性学」を受けてみよう！」
プルデンシャル生命保険㈱　コンサルティング課長　久保　博　氏

ホテルドノール 16

南 2000/1/27 1月例会
「キャッシュフロー経営の考え方」
公認会計士　大鞭　基弘　氏

南区民センター 18

豊平・清田 2000/2/9 昼食懇談会
「FPって何？」
㈲FPネットワーク　社長　村瀬　浩一　氏

尾州鮨 30

豊平・清田 2000/2/21
豊平21世紀クラブ　第36
回例会

「ネットワークビジネスの発展と中小企業に与える影響とは？～インターネッ
トからIT（情報通信技術）革命まで～」
㈱イーウェブ　社長　北村　泰宏　氏

ススキノグリーンホテル 19

豊平・清田 2000/2/22 2月例会
「本音で話し合い、時にはぶつかりあう、部下とのコミュニケーションづくりは
そこから始まる～お客様から支持される店づくりを目指して～」
㈱はしもと　ごまそば鶴喜大谷地店店長　斉藤　淳　氏

ホテルライフォート札幌 33

豊平・清田 2000/3/7 第3回ボウリング大会 アオキボウル 23

豊平・清田 2000/3/21
豊平21世紀クラブ　第37
回例会

「我が社の経営課題　パート9」
■「建設業界を取り巻く環境と我が社の方策」
㈱丸友組　常務　久保　喜裕　氏
■「同友会と私～5年間を振り返る～」
北海道同友会　事務局員　平山　明子　氏

ススキノグリーンホテル3 30

南 2000/3/24 3月例会
「経営・雇用環境の大きな変化と社員教育を見据えた賃金改定事例報告」
㈱どうきゅう　専務　中西　泰司　氏

豊平・清田 2000/4/17 4月例会

「中小企業に対する補助事業・支援事業をどう活用するか？～国や道の施
策を活用した私の体験～」
ハマシステム販売㈱、㈱北海道バイオインダストリー　代表取締役　佐渡
宏樹　氏

豊平区民センター 31

豊平・清田 2000/4/20
豊平21世紀クラブ第38回
例会&総会

「新会員さんの自己紹介」
㈱アクアグレース　社長　小仲　美智子　氏
「流通激変時代！競合相手の多様化にどう立ち向かうか？」
岩田伝導機工㈱札幌営業所　専務　西垣　進　氏

尾州鮨　本店 24

豊平・清田 2000/5/24 春のゴルフ大会 札幌芙蓉カントリー倶楽部 17

豊平・清田 2000/5/25
豊平21世紀クラブ　第39
回例会

「新会員さんの自己紹介」
㈱命光堂　社長　工藤　光行　氏
「ナンバー2をどう育てればよいか？」
アームデザイン㈱　社長　川越　文博　氏

豊平区民センター 21

豊平・清田 2000/6/6
アップルクラブ総会&研修
会

「中堅社員が学び合う会」
「入社35年を振り返って～社員から経営者になって感じること～」
㈱サンコー　社長　山田　修三　氏
グループ討論「明日から幹部社員として何をなすべきか？」

りんゆうホール 61

豊平・清田 2000/6/26
豊平21世紀クラブ　第40
回例会

「新会員さんの自己紹介」
㈲フォトエージェンシー　社長　鶴巻　敏彦　氏
「私はこのようにして会社を引き継いだ」
㈱カワサキ特殊印刷　専務　木戸　武明　氏

23

南 2000/6/28 6月例会
「新規市場の開拓」
㈱アイチフーズ　社長　森谷　明弘　氏

グリーンホテル札幌 16

豊平・清田 2000/6/29 6月例会

「今、『学校』が危ない！『教育』が危ない！～『フリースクール』が目指す教
育について考える～」
北海道自由が丘学園設立委員会　代表委員　北海道大学名誉教授　鈴木
秀一　氏

北海道自由が丘学園月寒校 16

南 2000/7/13 新会員歓迎交流会 レストラン　ミュー 7

南 2000/7/16 7月例会
「地域と共に発展する農業を目指して」
瀬戸フルーツファーム　瀬戸　修一　氏

瀬戸フルーツファーム 7

豊平・清田 2000/7/24 7月例会
「絶えざる進化を目指す戦略的な物流拠点の姿とは？」
㈱贈答の富士　代表取締役　(協)ニイイチ物流センター理事長　石川　宏
氏

(協)ニイイチ物流センター 18

豊平・清田 2000/7/25
豊平21世紀クラブ　第41
回例会

「新会員さんの自己紹介」
㈱ニード設計室　社長　中田　繁一　氏
「私がこだわる年俸制。その長所と短所とは何か？」
㈱グローバルエンジニア　社長　野木　進　氏

ホテルサンフラワー 18

南 2000/8/24 8月例会
「『日々是好日』～人としてどう生きるか～」
龍仙寺住職　清水　勝美　氏

南区民センター 19



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2000/8/25 8月例会
「私たちも無関心ではいられない～今、司法制度はどう変えられようとして
いるのか？～」
中山博之法律事務所　弁護士　中山　博之　氏

尾州鮨　本店 22

豊平・清田 2000/9/8 アップルクラブ　9月例会
「価格競争力を付け、徹底したコストダウンに挑む！～一幹部としての関わ
りを再確認しよう！～」

桜井鉄工㈱大曲工場 11

豊平・清田 2000/9/10 パッとやる会 パークゴルフ エルクの森　パークゴルフクラブ

豊平・清田 2000/9/22
豊平21世紀クラブ　9月例
会

「少数精鋭の時代！自社の再構築について、本音で語り合おう！～いかに
埋めるか？経営者と社員の意識のズレ～」
㈱モダン化成　営業部長　篠崎　孝司　氏

ホテルノースシティ 13

南 2000/9/25 9月例会
「『消費者にニーズに応え、他社との差別化を図る経営戦略』～南区砥山
の果物を使ったお菓子を作りながら学ぶ～」

南区民センター料理室 10

豊平・清田 2000/9/26 9月例会
「困難な時代こそチャンス有り！～21世紀を見据えた企業基盤づくりに向
けての実践～」
サンマルイ㈱北海道カンパニー　社長　小熊　盛弘　氏

ホテルライフオート札幌 39

豊平・清田 2000/10/20
豊平21世紀クラブ　10月
例会

「『人育て』こそ企業づくりの生命線～21世紀を担う若手社員をどう育てる
か？～」

ホテルノースシティ 12

南 2000/11/10 11月例会
「2代目社長の新たな挑戦～激動期に会社を引き継ぐ覚悟とロマンと～」
㈱どうきゅう　代表取締役社長　中西　泰司　氏

さっぽろっこ 15

豊平・清田 2000/11/22
豊平21世紀クラブ　11月
例会

「失敗例に学ぶ経営学～見直しませんか？～自社の財務内容～」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 13

南 2000/12/5 望年会 春夏秋灯　南4条店 17
豊平・清田 2000/12/9 望年会 「～21世紀に向けてたっぷり英気を養おう！～」 サウナ北欧クラブ 43

豊平・清田 2000/12/16
豊平21世紀クラブ　12月
例会

「北の大地に託した一筋の夢～農業経営者としてのロマン、そして悩みと
は？～」
㈲仲野フルーツガーデン　社長　仲野　満　氏

ながぬま温泉 17

豊平・清田 2001/1/11 新年交礼会2次会 「21世紀の幕開けを意気高く迎えよう！」 ヴェラ 12

豊平・清田 2001/1/15
豊平21世紀クラブ　第47
回例会

「東洋易学に学ぶ経営学～あなたの今年の運勢はいかに？～」
㈱日昇堂　社長　大西　環陽　氏

ホテルノースシティ 14

南 2001/1/17 1月例会&新年交礼会
「ケータイ進化論」
NTTドコモ北海道取締役調査部長　駒崎　征明　氏

南区民センター会議室 26

南 2001/2/15 2月昼食懇談会 話題提供：㈱スカイ　佐々木　敬信　氏 札幌グリーンホテル1Fレストラン 7

豊平・清田 2001/2/21 2月例会

「2001年の戦略と課題！～持続可能な企業づくりに向けて今、何ができる
のか？～」
太平洋建業㈱　社長　佐藤　芳郎　氏
シロクマ北海食品　社長　荒川　伸夫　氏

リフレ札幌 22

豊平・清田 2001/2/26
豊平21世紀クラブ　2月例
会

「新世紀に向かっての経営の再構築」
㈱旭住器　社長　鎌倉　秀年　氏

豊平区民センター 21

南 2001/3/7 3月例会
「循環型企業への転換～座談会で各社の取り組みを語る～」
三晃化学㈱　代表取締役社長　渡辺　民嗣　氏

6

豊平・清田 2001/3/19
豊平21世紀クラブ　第49
回例会

「我が人生50年を語る～私の悩みと挑戦～」
㈲フォトエージェンシー　社長　鶴巻　敏彦　氏

豊平区民センター 21

豊平・清田 2001/3/22
地区会・アップルクラブ合
同3月例会

ホテルライフォート札幌 51

豊平・清田 2002/4/16
豊平21世紀クラブ例会&
総会

「現在、環境・衛生事情」
日本衛生㈱　営業本部統括部長　松場　清太郎　氏

サッポロルネッサンスホテル 17

豊平・清田 2002/4/18 4月昼食例会
「現在、携帯電話事情」
ハマシステム販売㈱　営業本部次長　大屋　収　氏

尾州鮨本店 19

豊平・清田 2002/5/10 第5回ボウリング大会 平岸プリンスボウル 15

豊平・清田 2002/5/20
豊平21世紀クラブ　第62
回例会

「事例から考える、労働問題解決のポイント」
石川一雄社会保険労務士事務所　所長　石川　一雄　氏
「新会員の自己紹介」
ジーンズ北海道㈱　社長　東野　毅　氏

豊平区民センター 21

豊平・清田 2002/6/14 ゴルフ大会 札幌芙蓉カントリー倶楽部 10

豊平・清田 2002/6/18
アップルクラブ総会&6月
合同例会

「中小企業の事業革新」
札幌大学　経営学部　教授　小川　正博　氏

札幌大学 28

豊平・清田 2002/6/21
豊平21世紀クラブ　第63
回例会

「『営業力UPのための商品開発』～㈲ウォーターファクトリーは売上UPに
なったのか～」
㈲ウォーターファクトリー　社長　田邊　誠　氏
「新会員の自己紹介」
㈲円友住建　社長　稲葉　茂暢　氏

豊平区民センター 16

南 2002/6/21 新会員歓迎会 レストランミュー 8
豊平・清田 2002/7/12 第6回パークゴルフ大会 エルクの森パークゴルフ場 14

豊平・清田 2002/7/19
豊平21世紀クラブ　第64
回例会

「生産工場の悩み」
㈱モダン化成　営業部長　篠崎　孝司　氏

㈱モダン化成千歳工場 12

豊平・清田 2002/7/29 7月例会
「『楽しく働ける職場づくり、人づくり』～激戦の石油業界で支持される企業
をめざして～」
㈱シンワ商会　社長　荒井　喜和　氏

豊平区民センター 27

南 2002/7/29 7月例会
「激変する金融問題について考える　あなたの会社はだいじょうぶです
か？」
㈱星和サービス　　顧問　高山　茂夫　氏

南区民センター 20

豊平・清田 2002/8/2
豊平21世紀クラブ　第65
回例会

「『豊平21世紀クラブ会員弁護士大いに語る』①売掛金の効率的な回収方
法について②昨今の釣・狩猟の実態について」
赤渕由紀彦法律事務所　所長　赤渕　由紀彦　氏

木琴館 17

豊平・清田 2002/8/9 8月例会
「『挑戦者達の物語』～リーダーの条件」
NHK「プロジェクトX」　チーフ・プロデューサー　今井　彰　氏

札幌市民会館

豊平・清田 2002/8/21
アップルクラブ　第1回学
習会

「『激動する最近の情勢をどう見るか』～中小企業の経営環境の変化と今後
求められる対応～」
北海道中小企業家同友会　経営・政策局長　西谷　博明　氏

㈱はしもと会議室 18

豊平・清田 2002/9/5 9月例会
「『官依存からの脱却！』～激戦の建設業界で支持される企業をめざして
～」
州建設㈱　社長　後藤　愛子　氏

州建設㈱ 27

豊平・清田 2002/9/24
豊平21世紀クラブ　第66
回例会

「新市場をどう発見し、開拓を行うか」
岩田伝導機工㈱札幌営業所　専務　西垣　進　氏

亜手字（ADEU） 17

豊平・清田 2002/10/11
アップルクラブ　第2回学
習会

「『顧客の開拓をいかに進めるか』～組織的な情報の共有化への取り組み
にも触れて～」
モダン化成㈱　営業部長　篠崎　孝司　氏

㈱はしもと会議室 17

豊平・清田 2002/10/19 第7回パークゴルフ大会 豊平川パークゴルフ場 10

豊平・清田 2002/10/22
豊平21世紀クラブ　第67
回例会

「労働集約型産業の悩みを語る」
㈱半田美装　社長　半田　昭二　氏

ショコラ 19

豊平・清田 2002/10/23 10月例会 「HoPEマッチング広場で新たなビジネスチャンスを！」 アスティ45

豊平・清田 2002/10/25 11月例会
「いっぽ前へ！」
㈱文化堂　会長　後藤　せき子　氏

18



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

南 2002/10/30 10月例会
「『訪問、激戦の回転寿司現場』～激戦の回転寿司業界　の中での勝ち残
りの秘訣を探る～」
㈱三ツ星レストランシステム　専務　土井　政規　氏

なごやか亭　福住店 18

豊平・清田 2002/11/22
豊平21世紀クラブ　第68
回例会

「バランスド・スコアカードで経営計画を作成しよう！」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2002/12/3
豊平21世紀クラブ　望年
会

スパ　サフロ 23

豊平・清田 2002/12/7 望年会 HOTELルーシス札幌 28

豊平・清田 2002/12/16
アップルクラブ第3回学習
会&望年会

「オンリーワン技術の確率と商品開発」
㈱カワサキ特殊印刷　専務　木戸　武明　氏

豊平区民センター 12

南 2002/12/26 望年会 春夏秋灯 16

豊平・清田 2003/1/21 豊平21世紀クラブ新年会 「今年の抱負、フリートーキング」 札幌全日空ホテル 17

豊平・清田 2003/2/12 2月例会 「みんなで決めよう、これからの豊平・清田地区会活動！」 月寒公民館 27

豊平・清田 2003/2/21
豊平21世紀クラブ　第71
回例会

「みんなで決めよう、今後の豊平21世紀クラブの活動！」 片岡ビル 16

豊平・清田 2003/2/25
アップルクラブ第4回学習
会

「地元の素材を使った商品開発」
シロクマ・北海食品㈱　社長　荒川　伸夫　氏

月寒公民館 25

南 2003/2/25 2月例会
「新規事業に取り組むわけ～ベトナム雑貨取り扱いの戦略とは？～」
㈱松の湯旅館　社長　陰元　潤一　氏

旬のお宿まつの湯 8

豊平・清田 2003/3/18 3月例会
「『こんな時あなたならどうしますか？』～社員と共に考える『職場の常識・非
常識』～」
日本衛生㈱　取締役　松場　清太郎　氏

㈱はしもと会議室 24

豊平・清田 2003/4/15
アップルクラブ　第5回学
習会

「外食産業におけるホスピタリティの追求」
（株）三ツ星レストランシステム　専務取締役　土井　政規　氏

（株）はしもと　会議室 22

豊平・清田 2003/4/21 豊平21世紀クラブ　総会 ホテルルーシス札幌 20

豊平・清田 2003/5/20
豊平21世紀クラブ　第74
回例会

「中小企業が直面する金融問題とその対応策とは？」
北海道同友会　経営・政策局長　西谷　博明　氏

原ビル 20

豊平・清田 2003/5/26 5月例会
「同友会の産学連携で全国に飛び立つ！」
（株）北海道バイオインダストリー　代表取締役　佐渡　宏樹　氏

豊平区民センター 20

豊平・清田 2003/6/12 新会員歓迎例会
「同友会、我が社はこう使う！～せっかく入った同友会。活用しています
か？～」

ルネッサンス・サッポロホテル 24

豊平・清田 2003/6/17
豊平21世紀クラブ　第75
回例会

「あなたの会社の羅針盤はありますか？～同友会の経営指針づくりがなぜ
必要か～」
（株）ユタカ商会　代表取締役　本郷　利武　氏

豊平区民センター 18

豊平・清田 2003/6/23
アップルクラブ総会・第1
回学習会

「21世紀の経営革新」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 15

豊平・清田 2003/7/4 7月例会
「旭山動物園　奇跡の復活劇」
旭山動物園　園長　小菅　正夫　氏

札幌コンベンションセンター

南 2003/7/10 7月例会
「今、問われる。会社の危機管理～トップの決断が会社の行き先を決める
～」
藤川（株）　社長　藤川　富弘　氏

南区民センター 16

豊平・清田 2003/7/24
豊平21世紀クラブ　第76
回例会

・「今、中小企業が活用できる助成金とは？～使える条件、注意点にも触れ
て～
島本社会保険労務士事務所　島本　幾子　氏
・ご存知ですか？消費税の内税化～中小企業に与える影響とその対策～」
笹山会計事務所　社長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 20

豊平・清田 2003/8/29 会員交流例会
「近年の社会情勢について語る！」
サンマルイ（株）北海道カンパニー　代表取締役　小熊　盛弘　氏

南沢小熊山荘 24

豊平・清田 2003/9/5
アップルクラブ　第2回学
習会

「市場の変化をどう読み、対応していくか」
岩田伝導機工（株）札幌営業所　専務取締役　西垣　進　氏

豊平区民センター 10

南 2003/9/12
会員交流会＆収穫交歓
会決起大会

旬のお宿まつの湯 11

豊平・清田 2003/9/20 ゴルフ大会 札幌芙蓉カントリー倶楽部 12

豊平・清田 2003/9/25
豊平21世紀クラブ　第78
回例会

「我が社の経営課題について語る！」
（株）武美　代表取締役　瀧本　明弘　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2003/10/22
豊平21世紀クラブ　第79
回例会

「我が社のISOへの取り組み！」
・大平洋建業（株）　代表取締役　佐藤　芳郎　氏
・日本衛生（株）　取締役　松場　弘晃　氏

片岡ビル 12

豊平・清田 2003/10/29 10月例会
「自社の経営課題を語る！」
社会福祉法人　草の実会　施設長　宇井　文雄　氏

社会福祉法人草の実会 27

豊平・清田 2003/11/10 11月例会
「失敗から学ぶ社内管理体制～あなたならこんな時どうしますか？～」
・（株）エムジー・コーポレーション　代表取締役　後藤　洋　氏
・（株）あしる工房　代表取締役　小森　良隆　氏

豊平区民センター 24

豊平・清田 2003/11/14
アップルクラブ　第3回学
習会

「パソコンを効果的に使っていますか？～企業経営に役立つ使い方を教え
てもらおう！～」
（株）あしる工房　代表取締役　小森　良隆　氏

豊平区民センター 14

豊平・清田 2003/11/21
豊平21世紀クラブ　第80
回例会

「中小企業を取り巻く法律と今後の対応策について語る！」～労働基準法・
健康保険法・厚生年金法の今後の法改正と運用の動向～
石川一雄社会保険労務士事務所　所長　石川　一雄　氏

豊平区民センター 16

南 2003/11/28 11月例会
「あなたのもとに『健康、安心、安全』届けます～お弁当屋BENTOSSの挑戦
～」
（株）アイチフーズ　社長　森谷　明弘　氏

もいわ地区センター 20

豊平・清田 2003/12/15 2003年望年会 札幌テレビ塔 38

豊平・清田 2003/12/17
アップルクラブ　第4回学
習会

「現在のイノベーション（革新）とは何か？～企業体質飛躍の条件～」
札幌大学　経営学部教授　森　杲　氏

豊平区民センター 12

南 2003/12/22 望年会 北の味紀行　さっぽろっこ 12

豊平・清田 2004/1/21
豊平21世紀クラブ　新年
会

札幌全日空ホテル 27

南 2004/2/12 2月例会
「売れない時代に売る　勝ちパターンの方程式～中小企業の増販増客の
実例を踏まえて～」
くわはた会計事務所　税理士　桑畑　典義　氏

もいわ地区センター 18

豊平・清田 2004/2/21 会員交流ボウリング大会 スガイボウル 22

豊平・清田 2004/2/24
アップルクラブ　第5回学
習会

「ソフトを商品化するには」
北海道介護サービス（株）　代表取締役　畑野　泰二　氏

COREとよひら
ハマシステム販売（株）

23

豊平・清田 2004/2/25
豊平21世紀クラブ　第83
回例会

・「同友会産学官連携研究会『HoPE』が開く希望の扉」
（株）あしる工房　代表取締役　小森　良隆　氏
・「我が社は『HoPE』をこう活用する！！」
岩田伝導機工（株）札幌営業所　専務取締役　西垣　進　氏

豊平区民センター 22

豊平・清田 2004/3/18
豊平21世紀クラブ　第84
回例会

「今、改めて問う！！食の安全・安心」
・シロクマ・北海食品（株）　代表取締役　荒川　伸夫　氏
・（株）モダン化成　営業部長　篠崎　孝司　氏

片岡ビル 14



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2004/3/24 3月例会

・就業規則の見直しについて
・継続雇用定着促進助成金（定年延長）について
・人事制度（職能資格・人事評価制度・給与制度・能力開発制度）に関する
企業の対応について

ホテルルーシス札幌 22

豊平・清田 2004/4/12 4月例会
「人が育つとはどういうことか～北星学園余市高校の実践～」
北星学園余市高等学校　教諭　義家　弘介　氏

札幌コンベンションセンター

豊平・清田 2004/4/20 豊平21世紀クラブ　総会 サッポロ　ルネッサンスホテル 25

豊平・清田 2004/4/23
アップルクラブ　第6回学
習会

「激動する最近の情勢をどうみるか～中小企業の経営環境の変化と今後求
められる対応～」
北海道同友会　経営・政策局長　西谷　博明　氏

豊平区民センター 8

豊平・清田 2004/5/19
豊平21世紀クラブ　第86
回例会

「これからの豊平21世紀クラブはどうあるべきか？」 豊平区民センター 15

豊平・清田 2004/6/21
豊平21世紀クラブ　第87
回例会

「我が社の顧客戦略プログラムへの取り組み」
ベル通信工業（株）　代表取締役　菊地　克美　氏

豊平区民センター 20

南 2004/7/2
佐々木地区会長退任祝
い＆7月例会

「今、何をすべきか？～全道5000社の実績と体験から探る～」
北海道同友会　専務理事　細川　修　氏

旬のお宿まつの湯 10

豊平・清田 2004/7/10 第9回パッとやる会 エルクの森パークゴルフクラブ 13

豊平・清田 2004/7/16 7月例会
「北海道経済回復の処方箋について考える」
北海道同友会　経営・政策局長　西谷　博明　氏

じんぎすかんクラブ 19

豊平・清田 2004/7/26
豊平21世紀クラブ　第88
回例会

「極東ロシアのビジネスチャンスを探る！！」
（有）フォトエージェンシー　代表取締役　鶴巻　敏彦　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2004/8/18 8月例会
「中小企業のためのバランスコアカード（BSC）入門」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2004/8/21
豊平21世紀クラブ　第89
回例会

（有）サッポロ自然農園　第一圃場 12

豊平・清田 2004/9/7 アップルクラブ　例会
「会社にとって『営業力』とは？～私の実践～」
北斗徽章（株）　奈良　伸一　氏

（株）はしもと会議室 18

南 2004/9/13 9月例会
「今、何をすべきか？～厳しい経営環境をどうとらえ、チャンスにつなげてい
くのか？～」
武部建設（株）　代表取締役　武部　豊樹　氏

もいわ地区センター 10

豊平・清田 2004/9/14
豊平21世紀クラブ　第90
回例会

After Dark Café 22

豊平・清田 2004/9/27 9月例会
「自由が丘学園は今・・・～北の大地に自由と協同の学び舎を～」
NPO北海道自由が丘学園　副理事長　吉野　正敏　氏

札幌市産業振興センター 9

豊平・清田 2004/10/4 秋のゴルフコンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 7

豊平・清田 2004/10/21 10月例会
「人は見ずとも我は咲くなり～女性経営者として生きる～」
・（株）洋玄社印刷　社長　金子　京子　氏
・（有）三五建設　社長　工藤　幸子　氏

豊平区民センター 32

豊平・清田 2004/10/22
豊平21世紀クラブ　第91
回例会

「わが社の『営業力』とは何か？」
（株）あしる工房　社長　小森　良隆　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2004/11/2 アップルクラブ　例会
「会社にとって、『営業力』とは？～経営者はこう考える～」
（株）あしる工房　社長　小森　良隆　氏

（株）はしもと会議室 11

豊平・清田 2004/11/22
豊平21世紀クラブ　第92
回例会

「わが社の『付加価値』とは何か？」
（株）アクアグレース　社長　小仲　美智子　氏
（有）ウォーターファクトリー　社長　田邊　誠　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2004/12/1 アップルクラブ　例会
「どうする社員の意識改革～そのキーワードとは？～」
（株）はしもと　常務　南　真琴　氏

（株）はしもと会議室 14

豊平・清田 2004/12/7 望年会 札幌全日空ホテル 54

南 2004/12/22 望年会

「なぜ経営するのか？～3人の経営者による公開討論～」
・（株）アイチフーズ　社長　森谷　明弘　氏
・（株）スカイ　社長　佐々木　敬信　氏
・（株）どうきゆう　社長　中西　泰司　氏

すすきの地酒茶屋　野暮天 14

豊平・清田 2005/1/6 新年顔合わせ会 「ブルースアレー」 30

豊平・清田 2005/1/21
豊平21世紀クラブ　2005
年新年会

新年を語り合おう！ 札幌全日空ホテル 28

豊平・清田 2005/2/19 親睦ボウリング大会 アオキボウル 16

豊平・清田 2005/2/21 アップルクラブ　例会
「会議が変われば社風が変わる～方針が伝わる、納得できる、展望がわく
社内会議のあり方とは？～」

（株）はしもと会議室 11

南 2005/2/24 2月例会
「社員のやる気を引き出す職場環境とは？～社員がやる気になり、力を発
揮できる職場環境づくりとは？～」
すがた社会保険労務士事務所　所長　菅田　真紀子　氏

南区民センター 9

豊平・清田 2005/2/28 スペシャル例会
「日本人と温泉　～なぜ日本人は温泉に入るのか？～」
札幌国際大学　観光学部教授　松田　忠徳氏

札幌国際大学 33

豊平・清田 2005/3/29
豊平21世紀クラブ　第96
回例会

「気候変動の中の私たちの役割～エネルギー、温暖化、異常気象～」
・酪農学園大学地域環境学科　教授　押谷　一　氏
・EQアシストオフィス　愛表　篠塚　正一　氏

豊平区民センター 25

豊平・清田 2005/4/27 アップルクラブ　学習会
「今日の経済情勢をどうとらえるか」
北海道同友会　経営・政策局長　西谷　博明氏

（株）はしもと会議室 9

南 2005/5/24 5月昼食会
・及川保険事務所　代表　及川　克行氏
・（有）ラプチャ　社長　国本　英樹　氏

藤野地区センタ－ 8

豊平・清田 2005/6/14
アップルクラブ　2005年度
総会

「北海道の企業～特色ある企業経営に学ぶ～」
札幌大学経営学部　教授　森　杲　氏

豊平区民センター 14

南 2005/6/16 ６月例会
「社員の満足度を高めるリーダーの仕事」
（株）どうきゆう　社長　中西　泰司　氏

北海道時代 13

豊平・清田 2005/6/20
豊平21世紀クラブ　第99
回例会

問題提起者：（株）クリーンサービス　専務　水本　修吾　氏／（株）三ツ星レ
ストランシステム　専務　土井　政規　氏

豊平区民センター 20

豊平・清田 2005/6/24 6月例会
「新しい事業の柱をどう打ち立てるか」
（株）エムジー・コーポレーション　代表取締役　後藤　洋氏

豊平区民センター 40

豊平・清田 2005/7/18
豊平21世紀クラブ　第100
回例会

「業態変化と人育て」
問題提起者：シロクマ・北海食品（株）　社長　荒川　伸夫　氏／（株）北日
本工事測量　社長　澤田　義雄　氏

豊平区民センター 23

豊平・清田 2005/8/22 アップルクラブ　例会
「今さら聞けない「会社の数字」」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

（株）はしもと会議室 12

豊平・清田 2005/8/26
豊平21世紀クラブ　第101
回例会

１．社員教育の方向性
２．業界の変化と今後の対応
岩田伝導機工（株）　西垣　進　氏

豊平区民センター 19

豊平・清田 2005/8/29 8月例会
「中国・サハリン・北海道　～ビジネスチャンスをどうとらえるか～」
(株）つうけんアクト　取締役副社長　小林　董和氏

豊平区民センター 18

豊平・清田 2005/9/20 9月例会
「介護保険でうけられるｻｰﾋﾞｽとは？」
北海道介護サービス㈱　居宅介護支援事業所長　櫻田　和子　氏

豊平区民センター 46

豊平・清田 2005/9/26
豊平21世紀クラブ　第102
回例会

「時代の変化への対応～意識の変革をどう捉えていますか～」
（有）メイ・プラン・コンサル　Ｃ．Ｅ．Ｏ　加藤　誠　氏

（株）はしもと　会議室 17



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2005/10/15
アップルクラブ　1泊研修
会

「自社の経営資源とは」
北海道同友会　事務局長　佐藤　紀雄　氏

クラブ錦渓（札幌銀行研修所）　定
山渓温泉

10

南 2005/10/18 11月昼食例会
「白糸の滝に魅せられた、心と身体を癒す、悠久の宿白糸を訪ねる」
悠久の宿白糸　若女将　吉田　晴美　氏

悠久の宿　白糸 6

豊平・清田 2005/10/25
豊平21世紀クラブ　第103
回例会

「わが社の新入社員事情～増え続けるサラリーマン型職人をどう育てるか
～」
日新配管工業（株）　常務　南　恵子　氏

豊平区民センター 14

南 2005/11/21
南地区会・中央南地区会
合同例会

「Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　Bentos！」
（株）アイチフーズ　社長　森谷　明弘　氏

同友会会議室 0

豊平・清田 2005/11/22
豊平21世紀クラブ　第104
回そば打ち例会

豊平区民センター 15

豊平・清田 2005/11/28 11月例会
「元気を出せば、元気が集まる　～元気社長の”元気の素”お教えします
～」
（株）アクアグレース　社長　小仲　美智子　氏

豊豊平区民センタ－　視聴覚室 21

豊平・清田 2005/12/6
アップルクラブ　１２月例
会

「組織に求められる営業力とは？」
（株）和光常務取締役　柴田　篤孝氏

豊平区民センター 8

豊平・清田 2005/12/13 望年会 つきさむ温泉 36
南 2005/12/26 望年会 四季彩処　吟醸や 13
豊平・清田 2006/1/10 新年会 いろり席 23

豊平・清田 2006/1/23
豊平21世紀クラブ　2006
年新年交礼会

「１８年度税制改正について」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市氏

ルネッサンスホテル　ル・カフェ 23

豊平・清田 2006/2/20 豊平清田地区会２月例会
「指定管理者制度と市場化ﾃｽﾄ」
北海道総務部行政改革室行政改革課　主査　中島　竜雄　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2006/2/23
豊平21世紀クラブ　第107
回例会

「能力主義人事制度のその後　～社員のヤル気は変わったか～
（株）札幌日信電子　営業部長　森下　正一氏

豊平区民センター 15

南 2006/2/27 ２月例会
「北海道を前向きに考える！」
北海道新聞社　本社編集局編集委員　浜中　淳　氏

南区民センター 10

豊平・清田 2006/3/13 3月例会
「豊平の歴史を見つめて！～自分の住んでいる地域の歴史を知っていま
すか？～」
豊平地区町内会連合会副会長　歴史研究家　中川　昭一氏

豊平区民センター 22

豊平・清田 2006/3/22
豊平21世紀クラブ　第108
回例会

豊平区民センター 17

豊平・清田 2006/4/10
豊平21世紀クラブ　2006
年度総会

センチュリーロイヤルホテル 21

豊平・清田 2006/4/27 4月例会
「中小企業のためのこれで安心！よくわかる新会社法」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 22

豊平・清田 2006/4/28 アップルクラブ　４月例会
「人間関係とコミュニケーション能力」
北海道介護サービス（株）　訪問介護事業部主任　片岡　裕子　氏

豊平区民センター 11

豊平・清田 2006/5/23
豊平21世紀クラブ　第110
回例会

「価値ある仕事、価値ある人間～14年の経営を支えてきた経営哲学～」
（有）三翔　代表取締役　永井　美奈子　氏
・近況報告者：（有）ウォーターファクトリー　代表取締役　田邉　誠　氏／赤
渕由紀彦法律事務所　所長弁護士　赤渕　由紀彦　氏

豊平区民センター 17

豊平・清田 2006/5/25 5月例会
「06年度、税制はどう変わるのか～改正のポイントと中小企業の対応策～」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センター 25

豊平・清田 2006/6/16
アップルクラブ　2006年度
総会

「北海道企業の人材育成をめぐって」
元　札幌大学 経済学部 教授 森 杲 氏

豊平区民センター 15

豊平・清田 2006/6/27
豊平21世紀クラブ　第111
回例会

「商売の原点を問う！～周りの全ての人に支えられて～」
岩田伝導機工（株）札幌営業所 顧問 西垣 進 氏
・近況報告者：日新配管工業（株） 専務取締役 南 恵子 氏／若井社会保
険労務士事務所 所長 若井 茂 氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2006/6/29 6月例会
「国道36号線の復活にかける～弾丸道路からウエルカムロードへ～」
国道36号線をウエルカムロードにする会　代表／（有）エーワークス　代表
取締役　菅原　洋 氏

豊平区民センター 18

南 2006/6/30 6月例会
「社長は2代目、でも社長は初めて」
（株）パール・モンドール　社長　下出　邦博　氏

もいわ地区センター 12

豊平・清田 2006/7/8 懇親コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 14

南 2006/7/19 7月例会
「自分史の中間決算」
東海コンサルタント（株）　会長　吉原　耕司　氏

もいわ地区センター 8

豊平・清田 2006/7/20
豊平21世紀クラブ　第112
回例会

「指定管理者制度の現実と課題～新たな挑戦、新たな課題～」
（有）サッポロ自然農園 代表取締役 松浦 強 氏
・近況報告者：（株）あしる工房 代表取締役 小森 良隆 氏／太平洋建業
（株） 代表取締役 佐藤 芳郎 氏

豊平区民センター 17

豊平・清田 2006/7/29 7月交流例会
「ナマの情報」いっぱいの同友会～地区会版同友会120％活用ゼミナール
～
シロクマ・北海食品（株）　代表取締役 荒川 伸夫 氏

南沢小熊山荘 26

南 2006/8/2 ビール会 南地区会懇親ビール会 松の湯旅館 5

豊平・清田 2006/8/24
豊平21世紀クラブ　第113
回例会

「９年目の苦悩と躍進」
（有）ドゥ　エージェンシー　代表取締役 増田 智朗 氏
・近況報告者：（有）アスク・スポーツ　代表取締役 小島 康 氏

豊平区民センター 21

豊平・清田 2006/9/7 昼食例会
「平岸村」の世界を語る～札幌創成期から現代まで～
作家・財団法人北海道文学館　名誉理事長 澤田 誠一 氏

クラブチャイナ 14

豊平・清田 2006/9/8
豊平21世紀クラブ　第114
回一泊例会

「中高年のための空手教室」
（株）北海道極真会館　代表取締役 今井 尚佳 氏

ながぬま温泉 13

南 2006/9/27 9月例会
「自分史の中間決算」
くわはた会計事務所　税理士　桑畑　典義氏

もいわ地区センター 7

豊平・清田 2006/10/14 懇親パークゴルフ大会 参加費：500円 サッポロさとらんど 4

豊平・清田 2006/10/17
豊平21世紀クラブ　第115
回例会

「外食産業の実態と社員教育」
（株）三ツ星レストランシステム　専務取締役　土井　政規氏
・近況報告者：札幌日信電子（株）　営業部長　森下　正一氏

朴然　福住店 20

豊平・清田 2006/10/25 10月例会
「障害者自立支援法と障害者の暮らし～豊平・清田地区会員としてできるこ
とは？～」
社会福祉法人　草の実会　施設長　宇井　文雄氏

通所授産施設　草の実平岸の里 26

豊平・清田 2006/11/1 アップルクラブ　例会
「社内の意識統一をどうしていますか？」
大平洋建業（株）　営業部長　白井　孝裕氏

札幌市月寒公民館 6

南 2006/11/8 11月例会
「自分史の中間決算」
（株）第一エンヂニアリング　副社長　坂口　浩氏

もいわ地区センター 7

豊平・清田 2006/11/22
豊平21世紀クラブ　第116
回例会

「我が社の強み・弱み～世代交代の悩み～」
（株）ライフ・クリエイト　代表取締役　米田　正博氏
・近況報告者：(有)パルク　代表取締役　柴田　理軌氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2006/11/29 東＆合同例会
「経営者と社員、そして、お客様と共に育つ！～それは、社員の職場放棄
から始まった～」　(有)鳥海　代表取締役　大石　清司氏（函館）

ホテルサンルートニュー札幌 39

豊平・清田 2006/12/2 望年会 「楽しく語りあい、2007年を展望しましょう！」 さとづかの湯 26



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

南 2006/12/6 望年会 会員交流 磯金 9

豊平・清田 2006/12/20 アップルクラブ　12月例会
「社内の意識統一を進めるために～幹部の皆さんに期待すること～」
（株）はしもと　相談役　橋本　央子氏

豊平区民センター 7

豊平・清田 2007/1/11 新年会 いろり席 31

豊平・清田 2007/1/23
豊平21世紀クラブ　2007
年新年会

「新春運勢占い～今年はどうなる～」
（株）日昇堂　代表取締役　大西　茂仁氏

ルネッサンスサッポロホテル 22

豊平・清田 2007/2/21
豊平21世紀クラブ　第119
回例会

「ボウリングで心も体もリフレッシュ！」
①札幌スガイボウル　②日の出本
舗

16

豊平・清田 2007/2/22 2月例会
「経営者の思い、社内に伝わっていますか？～理念・目標・課題・展望を共
有してこそ自立型企業の第一歩～」
(有)鳥海・北嶺不動産(有)　代表取締役社長　大石　清司氏

北海道立職業能力開発支援セン
ター　２Ｆ第3研修室

32

南 2007/2/23 2月例会
「会社で『今』使える［ＩＴ］」
（株）エルス　代表取締役　佐藤　治雄氏

もいわ地区センター 2

豊平・清田 2007/3/1 アップルクラブ　2月例会
「お客様がお客様を呼ぶ営業を目指して」
（株）洋玄社印刷　取締役　金子　洋一氏

豊平区民センター 8

豊平・清田 2007/3/13 3月例会
「経営者と社員の思い、どうすり合わせますか？～全構成員との学びあいと
支えあいの中で生まれたもの～」
(有)鳥海　取締役副社長　恩田　泰久氏

北海道立職業能力開発支援セン
ター第３研修室

34

南 2007/3/13 3月例会
「経営指針で会社をどう変える？」
（株）和光　代表取締役　田中　傳右衛門氏

もいわ地区センター 10

豊平・清田 2007/4/10
豊平21世紀クラブ　2007
年度総会

ルネッサンスサッポロホテル 20

豊平・清田 2007/4/23 アップルクラブ　４月例会
「“営業”から考える自分育てと人育て」
北海道日産自動車(株)　取締役営業部長　森　康雄氏

北海道立職業能力開発支援セン
ター

14

豊平・清田 2007/4/24 4月例会
「お客様、社員、地域に求められる企業とは～自社の“良い会社”づくりを
語り合いましょう～」
大平洋建業㈱　社長　佐藤　芳郎氏

平岸まちづくりセンター（平岸会館） 21

豊平・清田 2007/5/23
豊平21世紀クラブ　第121
回例会

「経営理念づくりに取組んで～経営指針委員会に参加して～」
日新配管工業（株）　専務取締役　南 恵子氏

豊平区民センタ－ 22

豊平・清田 2007/5/31 5月例会
「ものづくり・仕事づくり・企業づくり　～経営者のリ－ダーシップが仕事も会
社もつくる～」
札幌エレクトロプレイティング工業㈱　代表取締役社長　嶋村　清隆 氏

豊平区民センター 25

豊平・清田 2007/6/12
豊平ブロック 「ランチdeト
－ク」

会員交流会 尾州鮨 本店 7

豊平・清田 2007/6/25 6月例会
「異業種交流をどうビジネスに繋げるか？～10年の歩みから、その可能性
を探る～」
（株）北海道バイオインダストリー（BIO DO)   代表取締役　　佐渡 裕樹 氏

スーパーアークス菊水店 21

南 2007/6/27 6月見学会 見学会 北海道東海大学 7

豊平・清田 2007/6/28
アップルクラブ　2007年総
会

「 “アップルクラブ”への期待～経営者として、人生の先輩として～」
豊平・清田地区会 会長　　シロクマ・北海食品（株）　社長 荒川 伸夫 氏

平岸まちづくりセンター(平岸会館） 8

豊平・清田 2007/6/30
清田・豊平地区会 「平岸
ブロック」初夏の懇親会

ツキサップじんぎすかんクラブ 6

豊平・清田 2007/7/3 清田ブロック交流会
「企業づくりは仲間づくりから ～私の同友会活用法～」
豊平・清田地区会 会長 荒川 伸夫 氏（シロクマ・北海食品㈱ 社長）

つぼ八 清田区役所前店 11

豊平・清田 2007/7/19 7月例会
「我が、愛する“豊平”～旧池上商店復元に向けて～」
学校法人池上学院 理事長 池上 公介 氏

平岸まちづくりセンター 19

豊平・清田 2007/7/24
豊平21世紀クラブ 第122
回例会

「こんな時、貴方ならどうする？～法律的に責任を負った事例に学ぶ～」
赤渕由紀彦法律事務所 所長弁護士 赤渕 由紀彦 氏

平岸まちづくりセンター 21

豊平・清田 2007/7/26 アップルクラブ　7月例会
「我が社の“とっておき”教えます。」
北斗徽章（株）専務取締役 奈良 伸一 氏／大平洋建業（株） 営業部長 白
井 孝裕 氏

中の島まちづくりセンタ－ 5

豊平・清田 2007/8/6
月寒ブロック 「昼食交流
会」

交流会 尾州鮨 本店 12

豊平・清田 2007/8/25 会員交流会 会員交流会：
パ－クゴルフ；エルクの森パークゴ
ルフクラブ 交流会；南沢 小熊山荘

24

豊平・清田 2007/8/27 アップルクラブ　8月例会 「我が社の“とっておき”教えます。」 豊平区民センター 7

豊平・清田 2007/9/13 9月例会（見学会）
「人の心を癒し、人が輝く“里”づくり ～自然体験工房「豊滝の里」（仮称）に
かける夢～」
（株）たじま屋 代表取締役 田嶋 忠義 氏

自然体験工房 「豊滝の里」 19

豊平・清田 2007/9/21
美園ブロック「昼食交流
会」

クラブチャイナ 12

豊平・清田 2007/9/26 懇親コンペ 札幌芙蓉カントリー倶楽部 11

豊平・清田 2007/9/27
豊平21世紀クラブ 第123
回例会

「我が社の生き残り戦略 ～後継社長の意気込み～」
（株）カワサキ特殊印刷 代表取締役 木戸 武明 氏

豊平区民センタ－ 15

豊平・清田 2007/9/28 アップルクラブ　9月例会
「我が社の“とっておき”、教えます。」
（株）ライフ・クリエイト　米田　智康　氏／（有）アスク・スポーツ　沖本　友美
氏

中の島まちづくりセンター 6

豊平・清田 2007/10/14
「平岸ブロック」秋の懇親
会

懇親会 札幌7条パークゴルフ場 4

豊平・清田 2007/10/26 アップルクラブ　10月例会
「我が社の“とっておき”教えます」
北海道介護サービス（株） 訪問介護事業部主任（企画調整） 片岡 裕子 氏

中の島まちづくりセンター 6

豊平・清田 2007/11/6 オープン例会
「“経営力”でわが街「夕張」を再建！」
夕張市長  藤倉 肇 氏

札幌国際大学 68

豊平・清田 2007/11/21
豊平21世紀クラブ 第124
回例会

「あなたの会社はだいじょうぶ？!～社労士のベリーグッドな活用法～」
若井社会保険労務士事務所 所長 若井 茂 氏

豊平区民センタ－ 15

豊平・清田 2007/11/24
もくよう会・アップルクラブ
11月合同勉強会

「市場を捉え、経営資源を考慮して戦略を練る！～マネジメントゲームで学
ぼう！～」
弘ビジネス教育研究所（株）　代表取締役　栗原　弘　氏

R＆Bパーク札幌大通りサテライト 9

豊平・清田 2007/12/7 望年会 つきさむ温泉 31
南 2007/12/19 望年会 食然美源 有き家 14

豊平・清田 2007/12/19 アップルクラブ　12月例会
「我が社の“とっておき”、教えます。」
（株）北日本工事測量 常務取締役  宮城 清 氏

豊平区民センター 8

豊平・清田 2008/1/8 新年会 いろり席 28

豊平・清田 2008/1/15
豊平21世紀クラブ 2008
年新年会 (125回例会）

「新春初占い ～九星で見る今年の運勢と開運方をアドバイス～」
（株）日昇堂 代表取締役 大西 象充 氏

ルネッサンスサッポロホテル 18

豊平・清田 2008/1/22 アップルクラブ　1月例会
「我が社の“とっておき”、教えます。 」
（株）ビーエステクニカ  システム営業部長 佐藤 勝宏 氏

豊平区民センター 7



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2008/2/12 アップルクラブ　2月例会 中の島まちづくりセンター 7

豊平・清田 2008/2/21 2月例会
「明日考えよう～橋本央子一代記～」
（株）はしもと 相談役 橋本 央子 氏

スーパーアークス菊水店 20

豊平・清田 2008/3/13 3月例会 映画「ヘレンケラーを知っていますか」鑑賞会 札幌市教育文化会館 14

豊平・清田 2008/3/14
アップルクラブ　3月オー
プン例会

豊平区民センター 15

南 2008/3/24 3月例会 西村学長に聴いてみよう 松の湯旅館 12

豊平・清田 2008/3/26
豊平21世紀クラブ 第126
回例会

「製造と販売の間に立って～創業17年の歴史を語る～」
(有)アスク・スポーツ 社長 小島 康 氏

豊平区民センタ－ 15

豊平・清田 2008/4/25
アップルクラブ　２００８年
度総会

「経営者は今、何を考えているか」
（株）アクアグレ－ス 代表取締役 小仲 美智子 氏

Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト 14

豊平・清田 2008/4/28 4月例会
「従業員の気持ちは・・・？”色”で心理を分析～心がわかる・伝わる”カラー
デザイン”のススメ～」
アミカ　代表　田中　希　氏

豊平区民センター 23

豊平・清田 2008/5/23
パークゴルフとジンギスカ
ン懇親会

パークゴルフ；豊平川緑地 　懇親
会；キリンビール園本館 中島公園
店

14

南 2008/5/27 5月例会 「地域資源と中小企業」～札幌市立大学見学会～ 札幌市立大学 10

豊平・清田 2008/5/27
豊平21世紀クラブ 5月情
報交換会

いろり席 11

豊平・清田 2008/5/28 アップルクラブ　5月例会 豊平区民センター 13

豊平・清田 2008/6/24
豊平21世紀クラブ 第127
回例会

「挑戦！！～北海道から沖縄へ～」
（株）三翔 代表取締役 永森 美奈子 氏

豊平区民センタ－ 22

豊平・清田 2008/6/24
もくよう会・アップルクラブ
6月合同勉強会

・「どうすれば分かりやすい説明になるのか？
（株）ティ・エス・エス 営業部部長 萩本 はるみ 氏
・「どうすれば全員参画型の会議になるのか！」
（株）メディアマジック 取締役部長 堀川 敦史 氏

かでる2・7 18

豊平・清田 2008/6/30
6月例会＆新会員歓迎交
流会

「お客様を“創る”マーケティング ～ソニーの事例と会員企業の実践から考
える～」
OFFICE COM(株） 代表取締役 小室 雄次 氏

札幌第一ホテル 32

南 2008/7/19
南区会員探訪～砥山ふ
れあい果樹園

砥山ふれあい果樹園 22

豊平・清田 2008/7/23
豊平21世紀クラブ 第128
回例会

「土木技術者の誇り復活へ～原点に立ち返る建設業界～」
(株）グローバルエンジニア 代表取締役 野木 進 氏
・近況報告者：(株）半田美装 代表取締役 半田 昭二 氏／大平洋建業 代
表取締役 佐藤 芳郎 氏／島本社会保険労務士事務所 社会保険労務士
島本 幾子 氏／(株）旭住器 代表取締役 鎌倉秀年 氏

豊平区民センター 14

豊平・清田 2008/7/28 アップルクラブ　7月例会
「我が社のとっておき、教えます。」
（株）アクアグレース 工事係長 菊池 一成 氏

豊平区民センター 10

豊平・清田 2008/7/29 7月例会
「我が人生のドラマ～夢に向って走り続家手て～」
（株）たじま屋 代表取締役 田嶋 忠義 氏

豊平区民センター 32

南 2008/8/6 会員発表会例会
「南区の楽しい、役立つ情報発信中！」～Ｈa-Ｎaプランニングの挑戦！～
（株）Ｈa-Ｎaプランニング　　代表取締役　舟木　利香　氏

澄川地区会館 9

豊平・清田 2008/8/21
豊平21世紀クラブ　8月情
報交換会

いろり席 9

豊平・清田 2008/8/23  『会員交流会』 エルクの森パークゴルフクラブ 16

豊平・清田 2008/9/17
豊平21世紀クラブ　第129
回例会

「経営者の大切な仕事　それは健康管理です～特定検診・特定保健指導
～」
特別医療法人恵和会　事業部長　池田　鉄兵　氏
・近況報告者：（株）ライフ・クリエイト　代表取締役　米田　正博　氏／（有）
パルク　代表取締役　柴田　利軌　氏／（株）北日本工事測量　代表取締
役　澤田　義雄　氏

豊平区民センター 14

合同 2008/9/29
南地区会との9月合同例
会

「お客様の高まる要望に応える！～原料高騰、低価格競争、安心・安全に
どう対応する～」
・（株）アイチフーズ 社長 森谷 明弘 氏
・（株）シロクマ・北海食品 社長 荒川 伸夫 氏

札幌第一ホテル 35

豊平・清田 2008/10/9
アップルクラブ　１０月例
会

豊平区民センター 8

豊平・清田 2008/10/13
豊平21世紀クラブ 10月
情報交換会

八剣山パークゴルフ場 17

南 2008/10/15 10月一泊例会 ぬくもりの宿ふる川 10

豊平・清田 2008/10/22 10月例会
「私たちも働きたい！自分の可能性を信じて～障がいのある人のワーク
チャレンジ～」
草の実会 山本 直子 氏

社会福祉法人 草の実会 38

豊平・清田 2008/11/18 11月例会 スーパーアークス菊水 18

豊平・清田 2008/11/20 アップルクラブ　11月例会 中の島まちづくりセンター 8

豊平・清田 2008/11/27
豊平21世紀クラブ　第130
回例会

「貴社（あなた）の将来（みらい）は見えていますか？～各社の問題（悩み）
を絞込み、解決策を話し合い、ヒントを得よう！！～」
コーディネーター：（株）アクアグレース　代表取締役　小仲　美智子　氏

豊平区民センタ－ 13

南 2008/12/8 12月例会＆望年会 「知的財産ってなあに？」 Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト 14

豊平・清田 2008/12/10 アップルクラブ　12月例会
「人が輝く職場づくりを考える」
社会福祉法人みなみ会 就業支援スタッフ 加藤 宏昭 氏

R&Bパーク札幌大通サテライト 11

豊平・清田 2008/12/22 望年会 「楽しく語りあい、2009年を展望しましょう！」 つきさむ温泉 26

豊平・清田 2009/1/15
豊平21世紀クラブ　新年
例会

10

豊平・清田 2009/1/26 1月例会
「新事業にチャンスあり！～今、どこに活路を見出すか～」
（株）エムジー・コーポレーション 代表取締役 後藤 洋 氏

はっぴーママcafe札幌平岸店 21

豊平・清田 2009/1/27 アップルクラブ　１月例会 豊平区民センター 14
豊平・清田 2009/2/19 2月例会 豊平区民センター 27

豊平・清田 2009/2/19
豊平21世紀クラブ　2月情
報交換会

いろり席 8

豊平・清田 2009/3/10 ３月例会

「不況下の経営改善策を考える～中小企業経営者が打つべき手はなにか
～」
井上税務会計事務所　　所長　井上奈穂子氏／事業再生部長　原　悟克
氏

豊平区民センター 29

豊平・清田 2009/3/12 アップルクラブ　３月例会
「社員参画型経営をどうすすめるか　～どう「どうきゆう」は変わったのか～」
（株）どうきゆう　代表取締役　中西　泰司　氏

豊平区民センター 11

南 2009/3/16 3月例会
会員さんのものづくり～食べ物編～安斉食品（代表　安斉　明さん）の豆腐
を味わいましょう

藻岩北会館 19



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2009/3/24
豊平21世紀クラブ 第132
回例会

「わが社の強み・わが社の弱み」
(有)メイ・プラン・コンサル 代表取締役 加藤 誠 氏／(株)ドゥ・エイジェン
シー 代表取締役 増田 智朗 氏／田中石油(株) 代表取締役 田中 勲 氏

豊平区民センタ－ 14

豊平・清田 2009/4/20
豊平21世紀クラブ　2009
年度総会

ルネッサンスサッポロホテル 18

豊平・清田 2009/4/27 アップルクラブ　総会 Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト 17

豊平・清田 2009/5/13
豊平21世紀クラブ 第133
回例会

「我社の強み・弱み」
(株）ドゥ・エイジェンシー 代表取締役 増田 智朗 氏／(株）ニード設計室 代
表取締役 中田 繁一 氏

豊平区民センター 14

豊平・清田 2009/5/21 5月例会 「コミュニティ型建設業創出事業」で地域との連携を考える 豊平区民センター 20

南 2009/5/25 5月例会
「新会員発表例会」
デジタルマックス(有)　　代表取締役　福井　宏幸　氏

藻岩北会館 9

豊平・清田 2009/6/8 アップルクラブ　5月例会
「営業マンに求められる目標管理（仮）」
インフォネット(株）岩谷　公司 氏

豊平区民センター 14

豊平・清田 2009/6/18
豊平21世紀クラブ 第134
回例会

「我社の強み・弱み」
（株）旭住器 代表取締役社長 鎌倉 秀年 氏／石川一雄社会保険労務士
事務所 所長 石川 一雄 氏

豊平区民センタ－ 14

豊平・清田 2009/6/23 6月例会 アークス菊水 17
豊平・清田 2009/6/30 アップルクラブ　6月例会 豊平区民センター 9
南 2009/7/1 会員交流例会 札幌ドーム 13

豊平・清田 2009/7/14 7月例会
「不況をチャンスに蘇る会社をヒントに自社に生かそう！！～増収増益の企
業から学び、自社の経営に即生かそう！～」

札幌大学 21

豊平・清田 2009/7/22
豊平21世紀クラブ　第135
回例会

「我社の強み・弱み」
（株）グローバルエンジニアリング 代表取締役 野木 進 氏 ／（株）三ツ星レ
ストランシステム 専務取締役 土井 政規 氏

朴然 福住店 15

南 2009/7/24
7月拡大幹事会～ビール
納涼会

ロイトン札幌 カフェトリアノン 11

豊平・清田 2009/7/28 アップルクラブ　7月例会 豊平区民センター 8

豊平・清田 2009/8/5
アップルクラブ　8月納涼
例会

8

豊平・清田 2009/8/10 8月例会
「豊平区・清田区の都市計画とまちづくり活動～企業が地域にできること
～」
札幌市 市民まちづくり局 都市計画部 都市計画課長 佐藤 達也 氏

豊平区民センター 20

豊平・清田 2009/8/18
豊平21世紀クラブ 第136
回例会

「我社の強み・弱み」
シロクマ・北海食品(株)　代表取締役　荒川　伸夫 氏／（株）カワサキ特殊
印刷　代表取締役社長　木戸 武明 氏

豊平区民センタ－ 17

豊平・清田 2009/9/17 9月例会
「千年の森づくり　札幌のオアシス、豊滝の里がいよいよ・・・」
（株）たじま屋　代表取締役　田島　忠義　氏

豊平区民センター 29

豊平・清田 2009/9/29 アップルクラブ　9月例会 豊平区民センター 11

南 2009/10/16 10月例会
「民主党政権で税制はどう変わる？～会社と経営者にとっての影響を探
る！」
くわはた会計事務所　税理士　桑畑　典義　氏

もいわ地区センター 10

豊平・清田 2009/10/19 10月例会
「創業100年、月寒あんぱん物語」
・月寒あんぱん（㈱ほんま）代表取締役社長　本間　幹英　氏
・ＦＭアップル　パーソナリティ兼局長　福津　京子　氏

豊平区民センター、旬屋　西岡店 31

豊平・清田 2009/10/22
豊平21世紀クラブ　第138
回例会

・「我社の強み・弱み」
(株）半田美装　代表取締役　半田　昭二氏
・「経営に役立つ、これからの弁護士活用」
赤渕弁護士事務所　所長　赤渕　由紀彦氏

豊平区民センタ－ 10

豊平・清田 2009/10/27 アップルクラブ　10月例会 豊平区民センター 11

豊平・清田 2009/11/19 11月例会
「もう一度事業・商品を見直し、カイゼンする一歩に～お客様の目線で、弱
み強みを確認し即実践する会～」

豊平区民センター 28

豊平・清田 2009/11/24
もくよう会・アップルクラブ
11月合同勉強会

「あれ？何かがずれている？！～人と人との係わり方について、自分を振り
返ろう！～」

かでる2・7会議室 17

豊平・清田 2009/11/25
豊平21世紀クラブ 第139
回例会

「我社の強み・弱み」
笹山会計事務所 所長 笹山 喜一 氏／日本衛生(株） 部長 松場 弘晃 氏

豊平区民センタ－ 12

南 2009/12/10 望年会 東寿し 14
豊平・清田 2009/12/14 望年会 ルネッサンスホテル 42
豊平・清田 2010/1/8 2010新年会 北のスローフード いろり席 27

豊平・清田 2010/1/18
豊平21世紀クラブ　2010
新年会（第140回例会）

「新春初占い～“大西　象允が占う、今年の運勢・暦の活用法”～」,
（株）日昇堂　代表取締役　大西　象允　氏

ルネッサンスサッポロホテル 17

豊平・清田 2010/1/22
アップルクラブ　1月例会・
懇親会

「我社の“とっておき”教えます」
社会福祉法人　草の実会　山本直子さん

豊平区民センター 12

南 2010/2/18 2月例会
「同友会を語る」
（株）宏陽　常務取締役　進士　幸雄　氏

湯元　松の湯 11

豊平・清田 2010/2/18 アップルクラブ　2月例会 豊平区民センター 10

豊平・清田 2010/2/22 2月例会
「我社の生き残り戦略」
（株）アンビックス 代表取締役 前川 二郎 氏

札幌北広島クラッセホテル 42

豊平・清田 2010/2/24
豊平21世紀クラブ 第141
回例会

「我社の強み・弱み」
（株）セイワ 代表取締役 花田 和典氏 ／戸井敏夫税理士事務所 所長 戸
井 敏夫 氏

豊平区民センター 17

豊平・清田 2010/3/18 アップルクラブ　3月例会 「経営幹部としてトップとどう向き合うか」 どうきゆう 9

豊平・清田 2010/3/23
豊平21世紀クラブ　第142
回例会

「我社の強み・弱み」
～産業廃棄物とリサイクルの仕組み～

豊平区民センタ－ 12

豊平・清田 2010/4/14 2010年度総会 札幌第一ホテル 41
豊平・清田 2010/4/16 アップルクラブ　総会 Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト 11

豊平・清田 2010/4/21
豊平21世紀クラブ　2010
年度総会

ルネッサンスサッポロホテル 15

豊平・清田 2010/5/18
豊平21世紀クラブ 第143
回例会

「我社の強み・弱み」
(有)アスクスポーツ 代表取締役 小島 康 氏 ／（株）日昇堂 代表取締役 大
西 茂仁 氏

豊平区民センター 15

豊平・清田 2010/5/19 アップルクラブ　5月例会 豊平区民センター 9

豊平・清田 2010/5/27 5月例会
「雇用調整助成金セミナー」
若井社会保険労務士事務所　所長　若井　茂　氏

豊平区民センター 18

豊平・清田 2010/6/7 アップルクラブ　6月例会 豊平区民センター 9

豊平・清田 2010/6/21 6月例会
「採用の極意 ～真にパフォーマンスを発揮する人材はどう見極めるか～」
リジョーンズ（株）代表取締役  高岡 幸生 氏

清田区民センター 26



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

南 2010/6/23 6月例会
「新会員初表例会『八垂別と共に生きる』」
(有)北海道新聞岸販売所　代表取締役　岸　信行　氏

アパホテル＆リゾート札幌 11

豊平・清田 2010/6/23
豊平21世紀クラブ 第144
回例会

「我社の強み・弱み」
(有)パルク 代表取締役 柴田 理軌 氏 ／恵和会 事業部長 池田 鉄兵 氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2010/7/21
豊平21世紀クラブ　第145
回例会

「我社の強み・弱み」
若井社会保険労務士事務所　所長　若井　茂　氏／（株）北日本工事測量
代表取締役社長　澤田　義雄　氏

豊平区民センタ－ 14

豊平・清田 2010/7/21 アップルクラブ　７月例会 豊平区民センター 11
豊平・清田 2010/7/23 7月例会 「地域への恩返し～地域が盛り上がれば企業も元気になる！～」 清田区民センター 24

南 2010/7/24 南区会員交流例会
「パークゴルフ＆サクランボ狩りをみんなで満喫しよう！」

吉田農場　札幌パークゴルフ石山 9

豊平・清田 2010/8/10 アップルクラブ　８月例会 ＨＩＮＴ 8

豊平・清田 2010/8/20
豊平21世紀クラブ 第146
回例会

「我社の強み・弱み」
（株）ライフ・クリエイト 代表取締役 米田 正博 氏 ／（株）三翔 代表取締役
永森 美奈子 氏

豊平区民センタ－ 12

豊平・清田 2010/8/26 8月例会
「経営指針・計画書が会社を救った～経営戦略を立て、自ら変えていくこと
で会社が変わる！～」
道東電機（株） 代表取締役　佐藤睦浩氏

豊平区民センター 27

豊平・清田 2010/9/15 アップルクラブ　９月例会 どうきゆう会議室 10

豊平・清田 2010/9/20
豊平21世紀クラブ　第147
回例会　パークゴルフ＆
一泊情報交換会

花夢里パークゴルフ場・札幌北広
島クラッセホテル

10

豊平・清田 2010/9/24
アップルクラブ　リハーサ
ル例会

どうきゆう会議室 10

南 2010/9/26 9月例会
「北海道日本ハムファイターズ最終戦をドームで応援！＆ジンギスカンで
交流会」

札幌ドーム/羊ヶ丘展望ビール園 13

豊平・清田 2010/9/30 9月例会
「アップルクラブから学ぶ幹部社員のモチベーションアップ法“新”アップル
クラブ半年間の軌跡」

豊平区民センター 58

豊平・清田 2010/10/13 アップルクラブ　10月例会 どうきゆう会議室 10

豊平・清田 2010/10/16 10月例会 「札幌道研感想発表会＆豊平・清田地区会祭りキックオフ！！」 ロイトン札幌　日本料理　大和 11

豊平・清田 2010/10/19
豊平21世紀クラブ　第148
回例会

「我社の強み・弱み」
太平洋建業（株）代表取締役　佐藤　芳郎　氏／ベル通信工業（株）代表
取締役　菊池　克美　氏

豊平区民センタ－ 12

豊平・清田 2010/11/5 アップルクラブ　11月例会 豊平区民センター 8

豊平・清田 2010/11/9  清田区限定11月例会
「リーマンショックから2年～資本主義の変貌と中小企業」
札幌国際大学 学長 濱田 康行 氏

清田区民センター 33

豊平・清田 2010/11/24
豊平21世紀クラブ　第149
回例会

「小さな会社・生き残りのルール」
ランチェスター・マネジメント札幌（株）　代表取締役　西谷　常春　氏

豊平区民センタ－ 12

南 2010/11/26 望年会 三河屋会館 10
豊平・清田 2010/12/13 アップルクラブ　例会 豊平区民センター 11
豊平・清田 2010/12/15 　望年会 ラマダホテル札幌　　紅燈龍 50
豊平・清田 2011/1/7 新年会 北のスローフード　いろり席 26
南 2011/1/7 2011新年会 レストラン レッコルニーア 14

豊平・清田 2011/1/20
豊平21世紀クラブ　2011
年新年会（第150回例会）

ルネッサンスサッポロホテル 18

豊平・清田 2011/1/24 アップルクラブ　1月例会 R＆Ｂパーク札幌大通りサテライト 12

豊平・清田 2011/2/22
アップルクラブが贈る2月
例会！

「豊平・清田地区会“人気経営者”が語る！　濃厚経営者ダブル講演会」
『覚悟と選択』　（有）アスクスポーツ　小島　康　氏
『互恵の社風』　（株）どうきゆう　中西　康司　氏

清田区民センター 27

豊平・清田 2011/2/24
豊平21世紀クラブ　第151
回例会

「小さな会社・生き残りのルール」第二弾
ランチェスター・マネジメント札幌（株）　代表取締役　西谷　常春　氏

豊平区民センタ－ 15

豊平・清田 2011/2/28 2月例会

「現社長から新社長へ如何にバトンをつなげるか」
・北斗徽章（株）　奈良　伸一　氏／田中石油（株）田中　勲　氏　／（株）ア
クアグレース　小仲　崇哲　氏／飛栄建設（株）松田　卓也　氏
・コーディネーター：藤建工業（株）藤川　誠二　氏

札幌大学 18

南 2011/3/16 3月例会
「27歳、若手経営者が挑む！～定山渓温泉活性化への挑戦～」
ホテル鹿の湯グループ　常務取締役　金川　浩幸　氏

もいわ地区センター 10

豊平・清田 2011/3/16 3月度アップルクラブ例会 内容;アップルクラブの理念について （株）どうきゆう会議室 19

豊平・清田 2011/3/25
豊平21世紀クラブ　152回
例会

「小さな会社・生き残りのルール」第三弾
ランチェスター・マネジメント札幌（株）　代表取締役　西谷　常春　氏

豊平区民センタ－ 15

豊平・清田 2011/3/30 3月例会
「球団理念と地域密着」
北海道日本ハムファイターズ講演会ＦＣＮ　北海道ネット協議会　相談役
土田　光男　氏

清田区民センター 21

豊平・清田 2011/4/7 アップルクラブ　総会 Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト 18

豊平・清田 2011/4/15 2011総会

第一部：総会 第二部：基調講演
「何故、同友会は中小企業振興基本条例の制定を目指すのか～2010年6
月制定中小企業憲章を踏まえて～」
（社）北海道中小企業家同友会　理事　経営・制作局長　西谷　博明　氏
第三部：懇親会

ホテルノースシティ 33

南 2011/4/21 総会＆会員交流例会 東寿し 13

豊平・清田 2011/4/21
豊平21世紀クラブ　2011
年度総会

ラマダホテル札幌 16

豊平・清田 2011/4/28 アップルクラブ　4月例会
「あなたの魅力発見」
ミューズ・クリエーション　代表　小泉 笑美子 さん

豊平区民センター 12

豊平・清田 2011/5/19 5月例会

「21世紀クラブの学びで経営を革新しよう！～豊平21世紀クラブの目的や
歴史にふれて～」
・基調講演：小さな会社・生き残りのルール
ランチェスター・マネジメント札幌（株）代表取締役　西谷常春　氏

豊平区民センター 32

豊平・清田 2011/5/29 アップルクラブ　5月例会 アルシェフェルム 13
南 2011/6/9 会員交流会＆6月例会 0

南 2011/6/10 会員交流会＆6月例会
「開拓農家120年の歴史を糧に観光分野の参入」～eco野菜で安心、安全
にこだわり続ける農業者魂～
吉田農場　札幌パークゴルフ石山　代表　吉田　健一　氏

吉田農場　札幌パークゴルフ石山 10

豊平・清田 2011/6/22 豊平21世紀クラブ
「東日本大震災から教わること」
（株）どうきゆう　代表取締役社長　中西泰司　氏

豊平区民センタ－ 20



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2011/6/25 6月例会
パークゴルフで高めよう地域の“絆” ～地域の活性化は会員同士のコミュ
ニケーションから～

札幌パークゴルフ石山 13

豊平・清田 2011/6/26 アップルクラブ　6月例会 自然生活体験センター　冒険家族 8

豊平・清田 2011/7/20
豊平・清田地区会 豊平
21世紀クラブ 第155回例
会

「企業経営で思う事。我々の使命は何か？～15年目にして気づかされた自
分の間違い～」
（株）タカジン 代表取締役社長 高橋 正幸 氏

豊平区民センタ－ 9

豊平・清田 2011/8/23 8月例会
「承継社長として経営を学ぶ～豊平・清田地区会『社長未来塾』からの1年
～」
北斗徽章（株） 代表取締役社長 奈良 伸一 氏

豊平区民センター 27

豊平・清田 2011/8/24
豊平21世紀クラブ　第156
回オープン例会

「社員に『仕事と作業の違い』を問い続けて！
(株)北日本工事測量　代表取締役社長　澤田　義雄　氏

豊平区民センタ－ 9

南 2011/9/6 IT活用研修会（公開）

「iPad2をビジネスに活かす」～知って得するIT活用術～
・デジタルマックス(有)　　社長　福井　宏幸　氏
・（株）宏陽　営業本部長　高島　幸志朗　氏
・吉田農場札幌パークゴルフ石山　代表　吉田　健一　氏

もいわ地区センター 26

南 2011/9/24 9月例会 札幌ドーム・羊ヶ丘展望ビール園 12
豊平・清田 2011/9/29 アップルクラブ　9月例会 アップルクラブの理念について （株）どうきゆう会議室 14

豊平・清田 2011/9/30
豊平21世紀クラブ　第157
回例会

「コンクリート建物は何年もつのだろうか？～90年を経過したコンクリート建
物から見えるものとは～」
(株)ニード設計室　代表取締役　中田繁一氏

豊平区民センタ－ 9

豊平・清田 2011/10/25 10月例会 「2011　地域連携祭」報告会～未来に向けた地域連携の成果と課題～
豊平区民センター第1・2会議室・い
ろり席

35

豊平・清田 2011/10/26
豊平21世紀クラブ　オー
プン例会　（第158回例
会）

「最低賃金制度を考える」 豊平区民センタ－ 15

豊平・清田 2011/11/17
 「ものづくり小樽の再発
見」研修視察

訪問企業：◇（株）ひかり合金製作所朝里工場　◇田中酒造（株）亀甲蔵
◇（株）薮半 小樽市内 24

豊平・清田 2011/11/21 豊平21世紀クラブ
「スマートフォンとクラウド」
(株)あしる工房　代表取締役社長　小森良隆氏

豊平区民センタ－ 5

豊平・清田 2011/11/22
豊平21世紀クラブ　第182
回例会

「広がるクラウドの世界」
(株)あしる工房　代表取締役社長　小森　良隆　氏

豊平区民センタ－ 0

豊平・清田 2011/11/22 アップルクラブ　11月例会 （株）どうきゆう会議室 7

豊平・清田 2011/11/25 豊平21世紀クラブ
「スマートフォンとクラウド」
(株)あしる工房　代表取締役社長　小森良隆氏

豊平区民センタ－ 16

豊平・清田 2011/11/29 アップルクラブ　11月例会
「“経営者と語る夕べ”　職場を離れ、美しい料理をいただきながらたくさん
語り合おう！」

東京ドームホテル(旧後楽園ホテ
ル)

20

南 2011/12/6 望年会 野暮天 11
豊平・清田 2011/12/14 望年例会 大いに笑い、語らい、感動し、2012年を展望して参りましょう！ 札幌第一ホテル 64

豊平・清田 2011/12/27 アップルクラブ　12月例会 (株)どうきゆう会議室 10

豊平・清田 2012/1/11 「書初め」新年会 ロイトン札幌 2階 26
南 2012/1/11 2012新年会 ワイン酒場　ワインズ 19

豊平・清田 2012/1/13
豊平21世紀クラブ　2012
年新年会第160回例会

「新春初占い　大西象允が占う“今年の運勢・風水で運気上昇！」
(株)日昇堂　 代表取締役 　大西　象允　氏

いろり席 18

豊平・清田 2012/1/18 アップルクラブ　1月例会 共同会館 13

豊平・清田 2012/1/30
アップルクラブ　1月例会
②

豊平区民センター 9

豊平・清田 2012/2/9
アップルクラブ　2月例会
①

（株）どうきゆう会議室 13

豊平・清田 2012/2/21
アップルクラブ　2月例会
②

（株）どうきゆう会議室 15

南 2012/2/22 2月例会
「新事業を立ち上げるまで」～札幌オオドオリ大学の設立と運営～
札幌オオドオリ大学　学長　猪熊　梨恵　氏

もいわ地区センター 13

豊平・清田 2012/2/24
豊平21世紀クラブ　(第
161回)オープン例会

「スマートフォンとクラウドPart2」
(株)あしる工房　代表取締役社長　小森　良隆　氏

豊平区民センタ－ 13

豊平・清田 2012/2/28 2月オープン例会
テーマ：改革を進めたアップルクラブ1年間の軌跡　①アップルクラブとは②
2011年活動報告③2012活動計画発表

札幌エルプラザ 55

豊平・清田 2012/3/7
3月例会前半（東北移動
例会）

東北地方 8

南 2012/3/12 ３月公開例会 札幌市立大学サテライトキャンパス 24

豊平・清田 2012/3/16 ３月例会
東日本大震災からの復興！～宮城　福島被災地視察研修報告会～　テー
マ1：地場産業のともし火を守る～復興への道～
テーマ2：第42回中小企業問題全国研究集会報告

豊平区民センター 24

豊平・清田 2012/3/18 アップルクラブ　3月例会 円山動物園 5
豊平・清田 2012/3/23  第2回かじとり勉強会 豊平区民センター 11

豊平・清田 2012/3/28
豊平21世紀クラブ　第162
回例会

豊平区民センタ－ 18

豊平・清田 2012/4/5
アップルクラブ　2012年度
総会

豊平区民センター 13

豊平・清田 2012/4/18
豊平清田地区会2012年
度方針計画発表会

札幌第一ホテル 33

南 2012/4/19 総会＆会員交流例会 ラマダホテル札幌 13

豊平・清田 2012/4/25
豊平21世紀クラブ　2012
年度総会

「アイフォーンのワンポイントあどばいす。あんな事、こんな事おしえる
よ！！」
（株）あしる工房 代表取締役社長 小森 良隆 氏

いろり席 14

豊平・清田 2012/5/18
豊平21世紀クラブ　第163
回例会

「産業廃棄物とリサイクルの事情」
(株)ISサポート　代表取締役　斉藤　純一氏

豊平区民センタ－ 9

豊平・清田 2012/5/24 アップルクラブ　5月例会
「お客様の期待を超える感動を与える接客セミナー」
ミューズ・クリエーション　代表　小泉 笑美子 さん

豊平区民センター 9

豊平・清田 2012/5/31 5月例会
「地域から世界へ　環境変化の中ですすめてきた我社の経営」
（株）ダテハキ　取締役会長　守　和彦　氏

豊平区民センター 27

南 2012/6/9 会員交流会＆6月例会
「古くからの果樹栽培地域でワイン造りに挑戦」～『ワインは畑で出来る』そ
して『ブドウはワインになりたがっている』～
（株）八剣山さっぽろ地ワイン研究所　代表取締役　亀和田　俊一　氏

八剣山ワイナリー 16

豊平・清田 2012/6/22
豊平21世紀クラブ　第164
回例会

「経営戦略に役立つ法律知識の伝授」
赤渕由紀彦法律事務所　所長弁護士　赤渕　由紀彦　氏

地酒茶屋　野暮天 8

豊平・清田 2012/6/27 アップルクラブ　6月例会
「若者よ大志を抱け～人財とは或る時、或る場所に群生する～」
(株)どうきゆう　代表取締役社長　中西泰司　氏

（株）どうきゆう会議室 11



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2012/6/29
千歳・恵庭・北広島・長沼
地区会＆6月合同例会in
長沼

「農業の6次産業化と同友会活用法」～今夜ここで知り合い・連携しよう～
・コーディネーター：ＺＩＯＮ(株)　取締役副社長　伊勢　珠樹氏
・パネリスト：シロクマ・北海食品(株)　代表取締役　荒川　伸夫　氏／マオイ
の丘野菜園山田農園　代表　山田　誉氏

村さ来　ながぬま店 27

豊平・清田 2012/6/29
豊平・清田＆千歳・恵庭・
北広島・長沼地区会6月
合同例会in長沼

「農業の６次産業化と同友会の活用法から」～夕焼けの美しい町で知り合
い、連携しよう！～

長沼町内各所 20

豊平・清田 2012/7/5
豊平21世紀クラブ　第165
回オープン例会

「クラウドの活用とスマホの連動～ワークスタイルの変革とコスト割く削滅～」
ＮＴＴコミュニケーションズ(株)担当者の方

豊平区民センタ－ 12

豊平・清田 2012/7/13 　７月例会
「同友会での新規採用と環境の取組み」
（株）プリプレス・センター　代表取締役　藤田　靖　氏

豊平区民センター 17

南 2012/7/24 親睦納涼例会 「ワイワイやりましょう！」～ご友人や社員の方もでひご参加ください～
札幌パークホテル駐車場　特設会
場

17

豊平・清田 2012/8/5
豊平21世紀クラブ 第166
回一泊例会

北広島クラッセホテル 7

豊平・清田 2012/8/7 親睦清涼ビール会 メインディッシュ 26

豊平・清田 2012/8/22 8月例会
「環境変化」のなかで我社は何を望まれていたのか！～個人経営から会社
経営を目指した29年間～」
(有)山下機械店　代表取締役　山下　圭一　氏

豊平区民センター 10

豊平・清田 2012/8/28 アップルクラブ　8月例会 豊平区民センター 13

豊平・清田 2012/9/13
豊平21世紀クラブ　第167
回例会

「社員教育等ー成功する会社と失敗する会社」
石川一雄社会保険労務士事務所　所長　石川　一雄　氏

大通公園ビル 11

豊平・清田 2012/9/24 第2回かじとり勉強会 「魅力ある企業を目指して ～経営指針と人材育成～」 豊平区民センター 9
豊平・清田 2012/9/24 アップルクラブ　例会 清田区民センター 8

南 2012/9/29 会員交流例会
「北海道日本ハムファイターズをドームで応援！＆ジンギスカンで交流
会！！」

札幌ドーム・羊が丘展望ビール園 11

豊平・清田 2012/10/19 アップルクラブ　10月例会 「突撃！となりの例会」 共同会館 5

豊平・清田 2012/10/25 10月オープン例会
「不易流行と経営～経営にとって変わるものと変わらないもの～」
(株)シズナイロゴス　代表取締役社長　伊藤　昭人　氏／(株)ベンチャー
キャピタル北海道　代表取締役　三浦　淳一　氏

札幌第一ホテル 44

豊平・清田 2012/10/25
豊平21世紀クラブ　第168
回例会

「60歳からの公的年金」
若井社会保険労務士事務所　若井　茂　氏

うまいものや銀の蔵 10

豊平・清田 2012/11/16
豊平21世紀クラブ　第169
回例会

「タブレットＰＣの動向」
(株)あしる工房　代表取締役社長　小森　良隆　氏

いろり席 10

豊平・清田 2012/11/26 11月例会
「日本人の生き方」
(有)ゴーアヘッドジャパン　取締役事業部長　小田島　裕一　氏

共同会館 62

南 2012/11/27 １１月訪問例会
『ヒートポンプの導入でCO2の削減に挑む！」
(株)サークルクリーン　代表取締役　藤井　雅規　氏

(株)サークルクリーン・リストランテ
フォレスタ・ビアンカ

10

南 2012/12/6 望年会 薬膳美食　中華ダイニング　妹妹 14

豊平・清田 2012/12/12 12月望年会
(株)ひらまつ　札幌円山店　ル・バ
エレンタル

54

豊平・清田 2012/12/13 アップルクラブ　例会 バイブル勉強会 野暮天 9

豊平・清田 2012/12/21
豊平21世紀クラブ　望年
会

かに家 13

南 2013/1/11 2013新年会 ワイン酒場　ワインズ 19
豊平・清田 2013/1/17 新年会 ルネッサンス札幌 46

豊平・清田 2013/2/20 2月例会
「挑戦」を掲げたアップルクラブ1年間の軌跡　①アップルクラブの存在意義
とは？ ②今年度のアップルクラブの活動報告とその目的 ③活動を振り
返っての反省と今後の課題

札幌大学 37

豊平・清田 2013/2/28
豊平21世紀クラブ　第172
回例会(2月例会）

地酒茶屋 野暮天 会議室 9

南 2013/3/19 3月例会
「『会計がわからなくて経営ができるか？』～利益の構造と考え方～」
(株)シンクシステムズ　会長　小椋　俊秀　氏

南区民センター 13

豊平・清田 2013/3/28 3月例会 豊平区民センター 12

豊平・清田 2013/4/11
アップルクラブ　オリエン
テーション

アップルクラブの理念について （株）どうきゆう会議室 1

南 2013/4/17 総会＆会員交流例会 札幌キタホテル 14

豊平・清田 2013/4/18
2013年度方針・計画発表
会

札幌第一ホテル 31

豊平・清田 2013/4/19 豊平21世紀クラブ　総会
「不安全な作業から学んだこと」
(株)半田美装　代表取締役　半田　昭二　氏

豊平区民センタ－ 11

豊平・清田 2013/4/26 アップルクラブ　総会 豊平区民センター 14

豊平・清田 2013/5/22
豊平21世紀クラブ　第174
回例会

「産業廃棄物の全容」
(株)ＩＳサポート　代表取締役　斉藤　純一　氏

野暮天 7

豊平・清田 2013/5/29
アップルクラブ　5月オー
プン例会

「ビジネスマナーの基本」
ミューズ・クリエーション　代表　小泉　笑美子　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2013/5/30 5月例会

「経営指針の実践と極意～今年度に相応しく会員と共に初心に戻って勉強
しよう～」
・第1部　経営指針の作成から実践まで
太平洋建業(株)　佐藤　誠　取締役建設部長／(株)アスク・スポーツ　小島
康　代表取締役社長
・第2部　経営指針の取り組みと成果とは？
(株)シンクシステムズ　小椋　俊秀　会長

豊平区民センター・いろり席 31

豊平・清田 2013/6/27 6月例会
「今日から活用できる！　コミュニケーションツールとしての『個性心理学』
～ストレスマネジメントのすすめ～」
一般社団法人　ＩＳＤ個性心理學協会　理事　廣瀬　泰久　氏

(株)エムジーコーポレーション・甘
太郎

26

南 2013/7/3 ７月例会
砥山ふれあい果樹園 /八剣山果樹
園

9

豊平・清田 2013/7/18
豊平21世紀クラブ　第176
回例会

「お茶は気軽に楽しめる健康飲料！！」
(株)静岡園　代表取締役　永田　康晴　氏

豊平区民センタ－ 8

南 2013/7/24 親睦納涼例会 札幌パークホテル 12

豊平・清田 2013/7/25 ７月例会
「共育とは何か、良い会社になるための社員共育とは」
拓北電業(株)　代表取締役　鈴木　暁彦　氏

豊平区民センター 16

豊平・清田 2013/8/9 　親睦清涼ビール会 サッポロビール倶楽部 18
南 2013/8/9 第１回ランチミーティング ビストランテ　フォレスタビアンカ 11



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2013/8/22 　８月例会

「活きる人材！！活かす人材！！」
・講演者：(株)プリプレス・センター　代表取締役　藤田　靖　氏
・パネラー：札幌大学地域共創学経営学専攻教授　中山　健一郎　氏／札
幌国際大学スポーツ人間学部スポーツビジネス学科教授　牛島　和夫　氏
／北海道経済産業局　産業人材政策課　課長補佐　大橋　一之氏

札幌大学 81

豊平・清田 2013/8/24
豊平21世紀クラブ　第177
回例会

「パークゴルフと朝里クラッセホテル一泊例会」 朝里クラッセホテル 5

南 2013/9/22 会員交流例会 「北海道日本ハムファイターズをドームで応援！＆しゃぶしゃぶで交流会」 札幌ドーム・クック農園 16

豊平・清田 2013/9/27
豊平21世紀クラブ　第180
回例会

「目で見るマンション大規模修繕工事の施工事例」
ニード設計室　代表取締役 田中 繁一 氏

豊平区民センター 10

南 2013/10/23 10月例会
「弁護士ってどんな仕事？」
諏訪・髙橋法律事務所　弁護士　髙橋　和央　氏

澄川区民センター・地鶏亭 12

豊平・清田 2013/10/29 １０月例会
PFドラッカー氏の考える経営者の条件とは～ドラッカー経営の神髄を分か
りやすくお聞きする～
Ｄサポート(株)　代表取締役　清水　祥行　氏

豊平区民センター・どさんこ鮨 25

豊平・清田 2013/10/31
豊平21世紀クラブ　第181
回例会

「長生きするほど役に立つ保険の豆知識」
(株)ドゥ・エージェンシー　代表取締役　増田　智明　氏

いろり席 8

豊平・清田 2013/11/22
豊平21世紀クラブ　第182
回例会

「広がるクラウドの世界」
（株）あしる工房　代表取締役社長　小森良隆氏

豊平区民センター 8

豊平・清田 2013/11/28 11月オープン例会
「2014年危機を乗り切る企業経営とは何か」～アメリカの繁盛レストランに経
営のヒントがあった
（株）どうきゅう　代表取締役　中西泰司氏

豊平区民センター 46

南 2013/12/5 望年会 三海の華 11
豊平・清田 2013/12/11 望年会 メインディッシュ 41

豊平・清田 2013/12/20
豊平21世紀クラブ　第183
例会

おれの札幌　本店 1

南 2014/1/7 2014新年会 ワイン酒場　ワインズ 15
豊平・清田 2014/1/22 　2014年新年会 グランド居酒屋富士 48

豊平・清田 2014/1/29
豊平21世紀クラブ　第184
回例会

「新年会＆2014年の展望を語る」 いろり席 1

南 2014/2/12 2月例会 「そば喰う会」～南区産のそばを味わう～ つぼ八 川沿店 12

豊平・清田 2014/2/20 　２月例会
「企業の幹部にとって必要なことは何か？～今年度のアップルクラブの活
動や考え方から学ぶ～」
報告：アップルクラブメンバー

豊平区民センター 12

豊平・清田 2014/2/27
豊平21世紀クラブ　第185
回例会

「中小企業における消費税転嫁対策を語る」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

豊平区民センタ－ 3

豊平・清田 2014/3/27 ３月例会 豊平区民センター・いろり席 17

南 2014/4/17
活動方針発表会＆会員
交流会

豊平館厨房ＤＩＮＩＮＧ桑名 16

豊平・清田 2014/4/18
豊平21世紀クラブ　2014
年度総会

ホテルサンルートニュー札幌 11

豊平・清田 2014/4/22 アップルクラブ　総会 豊平区民センター 9

豊平・清田 2014/4/28
　2014年度方針・計画発
表会

第一部：活動方針発表会　第二部：懇親会 札幌第一ホテル 40

豊平・清田 2014/5/22 　5月例会
「今、ＰＦドラッカー著作本を使った読書会が会社を変える。」
小島　博幸　氏

豊平区民センター・どさんこ鮨 29

豊平・清田 2014/5/23
アップルクラブ　5月オー
プン例会

テーマ;新世代コミュニケーション　己を知る～己を知らなければ、相手を知
ることはできない。己が変わらなければ相手は変わってくれない～　講　師;
青山プロダクション　青山　千景　氏

豊平区民センター 12

豊平・清田 2014/5/26
豊平21世紀クラブ　第186
回例会

「石油小売業界の苦悩と挑戦、そして今後の価格を予測！！」
田中石油(株)　代表取締役　田中　勲　氏

富士会館ビル・野暮天 5

豊平・清田 2014/6/12
豊平21世紀クラブ　第187
回例会

「あなたは幹部社員をどこまで信用していますか？」
(株)旭住器　代表取締役社長　鎌倉　秀年　氏

富士会館ビル・野暮天 5

南 2014/6/25 6月例会
「弁護士の仕事と最近の法律事情」
吉川総合法律事務所　弁護士　吉川　悠介氏

すみかわ地区センター 12

豊平・清田 2014/6/26 6月例会
「地域に根ざした店づくり～なぜ寿司と焼肉なのか～」
(株)三ツ星レストランシステム　取締役副社長　土井　政規　氏

福住地区会館・焼肉ぼくぜん福住 43

南 2014/7/10 ７月例会 「サクランボ狩りで旬を満喫！&南区の農業を学びましょう！」 アルシェ・フェルム 11

豊平・清田 2014/7/12
　八剣山ワイナリー&ドイ
ツ流エコロジー農業経営
探訪ツアー

八剣山果樹園 14

豊平・清田 2014/7/18
豊平21世紀クラブ　第188
回例会

「企業防衛の大切さを悟る！」
ベル通信工業(株)　代表取締役　菊地　克実　氏

ホテルサンルートニュー札幌 2

豊平・清田 2014/7/28 豊平・清田地区７月例会
「共に育つ“学び”とは・・・」
(株)フォーティーフォー　代表取締役　阿部　弘　氏

豊平区民センター 20

豊平・清田 2014/8/8 8月例会
見学会報告：Iive & cafe tone　雑貨・ひと・食のひろば　みんたる　清涼
ビール会

社会福祉法人草の実会 23

南 2014/8/28 親睦納涼例会 札幌パークホテル 14

豊平・清田 2014/8/28
豊平21世紀クラブ　第189
回例会

「パートタイマーと１０３万円の壁 本当に壁か？―パートタイマーと税・社会
保険の現状と近い将来―」
石川一雄社会保険労務士事務所社会保険労務士　石川一雄　氏

大通公園ビル 3階会議室 8

豊平・清田 2014/8/30
　八剣山パークゴルフ大
会

八剣山パークゴルフ場 7

豊平・清田 2014/9/13
豊平21世紀クラブ　第190
回例会

「俺の小樽でパークゴルフと美寿司を楽しもう！！」 小樽グリーンパーク 3

南 2014/9/15 初秋の野球観戦 「北海道日本ハムファイターズＶＳオリックスバファローズ」 札幌ドーム 3

豊平・清田 2014/9/25 9月オープン例会
「勝つための戦略を手に入れる！～産学官が生む付加価値とは？～」
＜講　演＞「北海道ブランドを世界へ発信！」
（株）カンディハウス　代表取締役会長　渡辺　直行　氏

共同会館 54

豊平・清田 2014/10/17
豊平21世紀クラブ　第191
回例会

「アベノミクスと建築業界を語る　Part2」
大平洋建業(株)　代表取締役　佐藤　芳郎　氏

ホテルサンルートニュー札幌 5

豊平・清田 2014/10/27 10月特別例会
「映画上映会―成功例から学ぶ―日本一幸せな従業員をつくる！～ホテ
ルアソシア名古屋ターミナルの挑戦～」

豊平区民センター 30

南 2014/11/6 11月例会
「伝える力セミナー」
デジタルマックス(株)　代表取締役　福井　宏幸　氏

ＳＵＮ　ＰＬＡＣＥ・地鶏亭 15

豊平・清田 2014/11/18
豊平21世紀クラブ　第192
回例会

「『侵入捜査』プロは見てしまった！！　あなたの知らない世界を語りま
す。。。。～社内のおけるパソコン活用の拙劣を暴露！そして、あなたの期
待する未来へ誘います！！～」
(有)あしる工房　代表取締役　小森　良隆 氏

富士会館ビル 4

豊平・清田 2014/11/27 11月例会 「噂の(株)どうきゆう本社を見てみよう！」～視点を変えると未来が変わる～ (株)どうきゆう本社 30



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

南 2014/12/10 望年会 Bar Kais（バーカイズ） 15

豊平・清田 2014/12/10
豊平21世紀クラブ　第193
回例会

「炭火を囲んで仲間と忘年会しよう！」 新・いろり席 3

豊平・清田 2014/12/16 望年会 札幌第一ホテル 58

豊平・清田 2015/1/15
豊平21世紀クラブ　第194
回例会

「飲んで、食べて、笑って、今年もＧＯ！！」 なかなか 3

豊平・清田 2015/1/22 　2015年新年会
ＡＮＡホリデイ・イン札幌すすきの1
Ｆ　Verde（ヴェルデ）

38

豊平・清田 2015/2/13
豊平21世紀クラブ　第195
回例会

「昨今の役に立つ法律知識を学ぶ」
赤渕・秋山法律事務所　弁護士　赤渕　由紀彦　氏

富士会館ビル 1

南 2015/2/24 2月例会
「印刷業界の現状と我が社の事業」
ＫＳビジネス　代表　清水　和好　氏

レンタルスタジオSUN PLACE 10

南 2015/3/20 3月例会（余市移動例会）
「日本のウイスキー造りの歴史を体感しよう！」～ニッカウイスキー余市蒸溜
所見学ツアー～

ニッカウイスキー余市蒸溜所 14

豊平・清田 2015/3/20
豊平21世紀クラブ　第196
回例会オープン例会

「ランチェスター・Mr西谷氏から学ぶ中小企業における極秘戦略とは」
ランチェスターマネジメント（株）　代表取締役　西谷　常春　氏

いろり席 7

南 2015/4/24 2015活動方針発表会 北の魚づくし 16

豊平・清田 2015/4/24
豊平21世紀クラブ　2015
年度総会

ＡＮＡホリディ・イン札幌すすきの 3

豊平・清田 2015/5/21
豊平21世紀クラブ　第197
回例会

「金融機関がつける企業の通信簿～信用格付けの実際～」
企業組合ビジネスサポート　代表理事　牛嶋　和夫 氏

豊平区民センタ－ 3

豊平・清田 2015/5/29 5月例会 Hokkaido English Circle（北海道英会話サークル）　主宰　大石　邦広氏 エルプラザ多目的室 22

南 2015/6/12 6月例会 「同友会の魅力再発見！　」～同友会の　“そもそも・・・”をお話しします～ つぼ八真駒内上町店 16

豊平・清田 2015/6/16
2015年度アップルクラブ
オリエンテーション

豊平区民センター 11

豊平・清田 2015/6/19
豊平21世紀クラブ　第198
回例会

「社長は語る、節電は、企業収益です！！極秘！？教えますよ。。。」
（株）安藤電設  代表取締役  安藤　政美  氏　他　幹事の近況報告。(半田
さん、戸井さん、田淵さん)

ホテルサンルートニュー札幌 6

豊平・清田 2015/7/8 　第1回企業見学会
第1回企業見学会
永浜クロス(株)本社

永浜クロス(株)本社 31

南 2015/7/18
7月例会パークゴルフ大
会

吉田農場札幌パークゴルフ石山 12

豊平・清田 2015/7/21 7月例会
「『今の現実』に対応できる　新しいリーダーシップとは！～サーバント・リー
ダーシップは未来を変える～」
（株）どうきゆう　代表取締役　中西　泰司氏

豊平区民センター　第1・2会議室 25

豊平・清田 2015/7/22
豊平21世紀クラブ　第199
回例会

「ミツノ楽器、２代目社長が語る。先代が残した、借金返済は我が人生を彩
る！　奏でた♪♪」
（株）ミツノ　　代表取締役　　田渕　浩紀　氏

グランド居酒屋富士 8

豊平・清田 2015/7/30
アップルクラブ　第2回例
会

豊平区民センター 11

豊平・清田 2015/8/7 ８月例会（清涼ビール会） 草の実平岸の里駐車場 15

豊平・清田 2015/8/21
豊平21世紀クラブ　第200
回例会

「時代の異端児、ちゅう房専科の過去と未来をかたる。」
（株）大橋冷機　常務取締役　塚本　教博氏　

ホテルサンルートニュー札幌 7

豊平・清田 2015/8/27
アップルクラブ　第3回例
会

参加メンバー業務課題にかかるプレゼンと議論（1回目） 豊平区民センター 9

豊平・清田 2015/8/28 同友フェスタ　ﾌﾞｰｽ
「人間関係のストレス解決！　～今すぐ使える最強のコミュニケーションツー
ル～」
山十一㈲　社長　廣瀬　泰久氏

札幌総合卸センター共同会館＆グ
ランド居酒屋富士

53

豊平・清田 2015/9/12
豊平21世紀クラブ　第201
回例会

「俺らの小樽でパークゴルフと美食を楽しもう！！」 小樽グリーンパーク 10

南 2015/9/14 9月見学例会 札幌市立大学デザイン学部　教授　羽深　久夫氏 札幌市立大学 10

豊平・清田 2015/9/28 ９月例会

「SESAME環境ビジネス！」
・(株)みどり工学研究所　CEO　繁永　幸久氏
・JICA北海道中小企業海外支援担当　中野　智氏
・北海道水文気候研究所　代表　高橋　英紀氏
【コーディネーター】札幌大学地域共創学群GAPコーディネーター　中山
健一郎氏

札幌大学リンデンホール 45

豊平・清田 2015/9/30
アップルクラブ　第4回例
会

参加メンバ―業務課題にかかるプレゼンと議論（2回目） 豊平区民センター 7

豊平・清田 2015/10/22
豊平21世紀クラブ　第202
回例会

「お客様はわが社の宣伝マン」
（株）秀岳荘　代表取締役社長　小野　浩二　氏

グランド居酒屋 8

豊平・清田 2015/10/28
アップルクラブ　第5回例
会

参加メンバー業務課題にかかるプレゼンと議論（3回目） 豊平区民センター 9

豊平・清田 2015/11/2
11月例会（経営研究委員
会）

「より輝く人財を育成する職場形成セミナー」
えるむ社会保険労務士法人　特定社会保険労務士　菅田　真紀子 氏

わくわくホリデーホール会議室 14

南 2015/11/12 11月例会
「社員との一体感を生み出す職場づくり」～現場へ直行直帰の社員と共に
創業6年目～
（株）東洋美装　代表取締役　木村　典子　氏

レンタルスタジオSUN PLACE（サン
プレイス）

10

豊平・清田 2015/11/19
豊平21世紀クラブ　第203
回例会

「脳のトレーニングが経営を活かす　“伝授します”」
（株）旭住器　代表取締役社長　鎌倉　秀年　氏

グランド居酒屋富士 6

豊平・清田 2015/11/24 アップルクラブ　第6講 1回目から4回目までの中間総括 豊平区民センター 4
南 2015/12/1 望年会 函館魚まさ　すすきの店 18

豊平・清田 2015/12/4
豊平21世紀クラブ　第204
回例会（忘年会）

「シロクマ食品　ベトナム帰りの荒川社長が語る、ベトナム人雇用への挑戦
と展望！！」
シロクマ・北海食品（株）代表取締役　荒川　伸夫　氏

オールデイ・ダイニングＶｅｒｄｅ 5

豊平・清田 2015/12/10 望年会 札幌第一ホテル 49
豊平・清田 2015/12/17 アップルクラブ　望年会 根（こん）南三条店 串焼 おでん 3
南 2016/1/7 新年会 ワイン酒場ワインズ 15

豊平・清田 2016/1/15
豊平21世紀クラブ　新年
会（第205回例会）

「炭火を囲んで仲間と、新年会しよ！！2、3、4月の幹事会もするよ。。。。
幹事の皆さん、宜しくね。」

いろり席 8

豊平・清田 2016/1/21 アップルクラブ　第7講 豊平区民センター 5
豊平・清田 2016/1/27 2016新年会 グランド居酒屋　富士 26

豊平・清田 2016/2/18
豊平21世紀クラブ　第206
回例会

「あなたの知らない世界！！マイナンバー制度の熟知は、あなたと会社を
救う！！」
笹山会計事務所　所長　笹山　喜市　氏

ホテルサンルート札幌 7

南 2016/2/19 2月例会
「高齢化先進地域。南区の現状とビジネスチャンス」～最新の国政調査から
見てみよう～
札幌市立大学　教授　原　俊彦　氏

アスティ45ビル 19

豊平・清田 2016/2/25 アップルクラブ　第8講 豊平区民センター 3



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2016/3/3
豊平21世紀クラブ　第207
回例会

「永森社長のネバーエンディングストーリー、失敗から学ぶ、経営学を伝授
します！！　他言しないでね。」
（株）三翔　代表取締役　永森　美奈子　氏

いろり席 4

豊平・清田 2016/3/24 アップルクラブ　第9講 豊平区民センター 3

豊平・清田 2016/3/28
3月例会（経営研究委員
会）

「ドラッカーの使い方について」
講師：㈱インフォマテリア　代表取締役　石川 辰義 氏

わくわくホリデーホール 14

南 2016/4/15
活動方針発表会＆新会
員歓迎会

金剛山 20

豊平・清田 2016/4/18
2016年度方針・計画発表
会＆新会員歓迎会

社会福祉法人 草の実会 平岸の里 54

豊平・清田 2016/4/21
豊平21世紀クラブ　2016
年度総会

「リアルに私の事業承継を語ります。」
ベル通信工業（株）　代表取締役　菊地　克美　氏

オールデイ・ダイニングＶｅｒｄｅ 17

豊平・清田 2016/5/18
豊平21世紀クラブ　第208
回例会

「カリスマ整骨師が密かに明かす。治療のビフォー・アフター。～経営と人
生を彩る骨法伝授させていただきます!!～」
くろひげ整骨院　院長　鈴木　健之　氏

ホテルサンルートニュー札幌 7

豊平・清田 2016/5/19 アップルクラブ　第10講 豊平区民センター 7

南 2016/5/27
５月例会＜障がい者雇用
を考える＞

「世界一きらっきら笑顔の自己創造ひろば」～障がい者就労支援の新たな
挑戦～
医療法人社団林下病院ハピネスロード　施設長　伊藤　和美　氏

札幌市すみかわ地区センター 17

豊平・清田 2016/6/14
豊平21世紀クラブ　第209
回例会

「後継者問題」
大平洋建業（株）代表取締役　佐藤　芳郎　氏

ホテルサンルートニュー札幌 7

豊平・清田 2016/6/22 ６月例会
「リーダーの役割って何か！」
・（株）リポートサービス北海道　代表取締役　西田　宙文 氏
・（株）北翔　代表取締役　清水　誓幸 氏（江別地区会　会長）

共同会館 26

南 2016/6/27 6月例会
「労働トラブル最近の傾向」～ハラスメントから残業、休職、解雇まで～　
パークフロント法律事務所　弁護士　佐藤　眞紀世氏

レンタルスタジオSUN PLACE(サン
プレイス)

23

豊平・清田 2016/7/21
豊平21世紀クラブ　第210
回例会

「私の起業から今に至るまで 」
（株）環器　代表取締役　滑川　眞永　氏

ホテルサンルートニュー札幌 10

南 2016/7/23
7月例会パークゴルフ大
会

吉田農場札幌パークゴルフ石山 11

豊平・清田 2016/7/26 ７月例会

【第1部】新会員による 自社プレゼンテーション
・マルチプライ（株）札幌営業所所長　土井　裕貴氏
・（株）アイチフーズ　飲食事業本部取締役本部長　田岸　宏悦氏
・吉川総合法律事務所　弁護士　吉川　英之氏
・NPO法人こども共育サポートセンター　代表理事　長江　孝氏
・（株）オフィス・キャン　代表取締役　仙田　誠氏

【第2部】「とよきよ和塾」プレゼンテーション

豊平区民センター 31

豊平・清田 2016/8/10
 納涼! 大ビア焼肉パー
ティ

ぼくぜん福住店 23

南 2016/8/22 8月例会
新聞は人材育成の特効薬～身近なテキストで自社でできる～
北海道新聞社　マーケティングセンター　西野目　明人　氏

レンタルスタジオSUN PLACE　サン
プレイス

12

豊平・清田 2016/8/25
豊平21世紀クラブ　第211
回例会

「伊達者（須藤建設）が、札幌へ進軍してきた理由とは！！ 」
須藤建設（株）執行役員札幌支店長　須藤　隆 氏

ホテルサンルートニュー札幌 11

豊平・清田 2016/9/10
豊平21世紀クラブ　第212
回例会

留萌でパークゴルフして、温泉はいって、旨いもの食って場末のスナック
へＧＯ！！一人、ぽっきり1万円ツアー。
＊＊＊安ホテルですが、一人部屋だよ。海の景色をひとり黄昏てね。

留萌 9

南 2016/9/16
9月オープン例会ほくで
ん泊発電所見学会

ほくでん泊発電所 16

豊平・清田 2016/9/27 ９月例会

「障がいをもった方との交流・かかわりを一緒に考えてみませんか?」
・社会福祉法人 草の実会 統括責任者 手塚　玄 氏
・レイス治療院  代表　清水　裕樹 氏
・ＮＰＯ法人ひまわり会 わーく・ひまわり　管理者　宮田　英次 氏

社会福祉法人草の実会 平岸の里 29

豊平・清田 2016/10/21
豊平21世紀クラブ　第213
回例会

「ベトナム人雇用への挑戦と展望！！　part2」
シロクマ・北海食品（株）代表取締役　荒川　伸夫　氏

オールデイ・ダイニングＶｅｒｄｅ 10

豊平・清田 2016/10/27 １０月例会
経営研究委員会との合同例会
■基調講演：“関わる人が豊かで幸せになる仕事”とは・・・
■講　 師： 丸吉日新堂印刷㈱  代表取締役　阿部　晋也氏

㈱どうきゅう本社 33

南 2016/11/8 11月例会
「ゴミは宝の山」～鉄ごみで地域活性化～
(有)　北海道新聞岸販売所　代表取締役　岸　信行氏

札幌市すみかわ地区センター 16

豊平・清田 2016/11/17
豊平21世紀クラブ　第214
回例会

「わが社のマーケティング戦略を語る」
（株）住まいのサポート21　代表取締役　四下　則之氏

オールデイ・ダイニングＶｅｒｄｅ 7

豊平・清田 2016/11/21 11月例会
「『シロクマベーカリー』 ブランディング戦略の秘密～出会いから未来へ～」
・シロクマ・北海食品（株）　代表取締役　荒川　伸夫氏
・ZION（株）　代表取締役　伊勢　珠樹氏

豊平区民センター 39

南 2016/12/7 2016望年会 グランド居酒屋富士すすきの店 28
豊平・清田 2016/12/14 　望年会 札幌第一ホテル 35

豊平・清田 2016/12/21
豊平21世紀クラブ　第215
回例会（望年会）

すすきの天然温泉　スパ・サフロ 10

南 2017/1/10 新年会 BAR Em（イーマイナー） 19
豊平・清田 2017/1/19 新年会 ホテルサンルートニュー札幌 32

南 2017/2/2 ２月例会
「開湯150年　定山渓のこれからを探る」
公立大学法人　札幌市立大学　デザイン学部　教授　羽深　久夫氏

札幌市すみかわ地区センター 17

豊平・清田 2017/2/22
豊平21世紀クラブ　第216
回例会

「昨今の役に立つ法律知識を学ぶ。Part4」
赤渕・秋山法律事務所　弁護士　赤渕　由紀彦　氏

ホテルサンルートニュー札幌 8

豊平・清田 2017/3/3 3月例会

【テーマ】経営計画とPDCAの上手な回し方の工夫～コツコツ型経営の取り
組み公開～
【報告者】大平洋建業（株）代表取締役　佐藤　芳郎 氏
＜経営計画作成勉強会＞
（株）ALS-OKサービス　 統括部長　 工藤　亮一氏
（株）ALS-OKサービス　開発部部長　岩泉　賢治氏
＜経営指針勉強会＞
（株）大橋冷機 　常務取締役 　塚本　教博氏
＜コミュニケーションマインド勉強会＞
（株）インフォマテリア　代表取締役　石川　辰義氏

豊平区民センター 17

豊平・清田 2017/3/21
豊平21世紀クラブ　第217
回例会

ぜんいんの近況報告をきく！！ いろり席 6

豊平・清田 2017/4/19
 ２０１７年度 方針・計画発
表会＆新会員歓迎会

札幌第一ホテル 42

南 2017/4/21
2017年度方針・計画発表
会＆新会員歓迎会

ろばた 鳥一心 14



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2017/4/21
豊平21世紀クラブ　2017
年度総会

「花田代表　スリランカの旅を語る。世界を悟る。」
（株）セイワ　代表取締役　花田　和典　氏

ホテルサンルートニュー札幌 19

豊平・清田 2017/5/22
豊平21世紀クラブ　第218
回例会

「澤田、荒川、野木が、25分ずつ、機密をしゃべる。（敬称：略）他言現金！
もらう。」
・（株）北日本工事測量  代表取締役社長 澤田　義雄 氏
・シロクマ・北海食品（株）代表取締役　荒川　伸夫 氏
・（株）グローバルエンジニア　代表取締役　野木　進　氏

ホテルサンルートニュー札幌 6

南 2017/5/30 5月例会
「ある日いきなり社長に?!」～人生は小説より奇なり、事業承継の変～
東亜建材工業（株）　代表取締役　　若月　誠　氏

レンタルスタジオSUN PLACE(サン
プレイス)

13

豊平・清田 2017/6/20
豊平21世紀クラブ　第219
回例会

「（株）オフィス・キャン 代表 仙田が(敬称略)我が人生の山と谷と幸せを悟
る。そして今、I キャン do it !＋佐藤社長の近況報告」　
（株）オフィス・キャン  代表取締役　仙田　誠　氏

オールディ・ダイニングVerde 9

南 2017/6/21 6月例会
親族承継からはじめる　たのしい社長のなりかた
(株)スカイ　代表取締役　佐々木　伸　氏

レンタルスタジオSUN PLACE(サン
プレイス)

18

豊平・清田 2017/6/29 6月例会
「秀岳荘社長が語る・現場目線の経営実践Rep　私が考える『よい会社』と
は」
（株）秀岳荘 代表取締役社長　小野　浩二 氏

豊平・清田地区会6月例会 36

豊平・清田 2017/7/4
8月例会報告者訪問（強
い企業づくりグループ）

■訪問先：（株）三ッ星レストランシステム （株）三ッ星レストランシステム 3

豊平・清田 2017/7/21
豊平21世紀クラブ　第220
回例会

「税務調査否認例と始めから終わりまでの流れと対応の仕方」
戸井敏夫税理士事務所　所長　戸井　敏夫　氏

オールディ・ダイニングVerde 9

南 2017/7/22 7月例会 「みんなでGOLF」 吉田農場　札幌パークゴルフ石山 11

豊平・清田 2017/7/27 7月例会
「進化する 『円山動物園』の経営戦略と10倍楽しくなる『秘密のトリビア』を
学ぶ ! 円山動物園「動物科学館」 38

豊平・清田 2017/8/17 8月例会

「三ツ星の“おいしい”人育て　会社の夢を社員と追う」～真の社員ファース
トへの挑戦～
（株）三ツ星レストランシステム　取締役副社長　土井　政規氏

福住地区会館 36

南 2017/8/23 8月納涼例会
PIVOT ROOFTOP BEER
GARDEN THE RESORT

31

豊平・清田 2017/8/29
豊平21世紀クラブ　第221
回例会

「中小・零細企業経営支援の一考察！！」　　　　　　　　　　　　　
企業組合ビジネスサポート　代表理事／札幌国際大学　教授　牛嶋　和夫
氏

オールディ・ダイニングVerde 10

南 2017/9/13 9月例会 ダム見学 定山渓ダム、豊平峡ダム 14

豊平・清田 2017/9/14 9月オープン例会

＜テーマ＞　進化と共生
　ニセコからNISEKOへ～外国人観光客が押し寄せ、有効求人倍率が東京
を超えた！NISEKOで何が起きているのか？~～
＜報告者＞本田興業（株）　代表取締役　本田 哲　氏

豊平区民センター 38

豊平・清田 2017/9/23
豊平21世紀クラブ　第222
回例会

「留萌の寿司と、パークゴルフを楽しもう！！Ｐａｒｔ２」
留萌方面 11

南 2017/10/6 10月例会 ニセコ道研参加後、ロッジで一泊 セゾンクラブ 5

豊平・清田 2017/10/24
豊平21世紀クラブ　第223
回例会

「音楽と英会話を通した人との出逢いが 私を活かす！！ 仕事に生き
る！！」　　　　　　　　　　　　　　　　（株）ミツノ　代表取締役　田渕　浩紀　氏

ホテルサンルートニュー札幌 7

南 2017/11/22 11月例会
「小樽・後志・札幌にのこる北前船の遺産」～北海道の地域資源としての北
前船～

札幌市立大学　サテライトキャンパ
ス

23

豊平・清田 2017/11/22
豊平21世紀クラブ　第224
回例会

「社長21年目、過去、現在、未来を悟る。語る。」
（株）半田美装　代表取締役　半田　昭二　氏

オールディ・ダイニングVerde 7

豊平・清田 2017/11/27  11月例会

第1回 自社10分間プレゼン例会
★プレゼン発表企業
１）株式会社トヨタレンタリース新札幌 石井 良弥氏
２）レイス治療院　清水 裕樹氏
３）宮治理陽税理士事務所　宮治 理陽氏
４）有限会社エス・エー・ジー　高橋 一彦氏
５）RAKUSAA　下山 みちよ氏
６）NPO法人ひまわり会 わーく・ひまわり　宮田 英次氏
７）前田泰則税理士事務所　前田 泰則氏
８）稲富順子鍼灸院　稲富 順子氏

さっぽろテレビ塔 38

南 2017/12/1 望年会(12月例会) Agora Sapporo 16
豊平・清田 2017/12/14  2017年望年会 オールディ・ダイニングVerde 46

豊平・清田 2017/12/21
豊平21世紀クラブ　第225
回例会

LUGER 6

南 2018/1/10 新年会 BＡＲ　Ｅｍ（イーマイナー） 14
豊平・清田 2018/1/18  2018新年会 さっぽろテレビ塔 29

豊平・清田 2018/1/25
豊平21世紀クラブ　第226
回例会

「各会員の新年の抱負発表！！～美味いものを、仲間といろりで食う！～」 いろり席 8

豊平・清田 2018/2/21
豊平21世紀クラブ　第227
回例会

「SUDOが、NISEKOをCHECKする理由！！」
須藤建設 札幌支店長　須藤 隆 氏

ホテルサンルートニュー札幌 6

南 2018/2/27 2月例会

「障がい者雇用と事例の紹介」
医療社団法人林下病院　ハピネスロード　精神保健福祉士、職業指導員
川村　梨乃　氏

レンタルスタジオSUN PLACE(サン
プレイス)

17

豊平・清田 2018/3/20
豊平21世紀クラブ　第228
回例会（オープン例会）

「身近で知らない雪況調査！！」
（株）環器　代表取締役　滑川眞永さん

ホテルサンルートニュー札幌 7

豊平・清田 2018/4/19
2018年度方針・計画発表
会

社会福祉法人草の実会　平岸の里 38

豊平・清田 2018/4/20
豊平21世紀クラブ　2018
年度総会

テレビ塔2階ホール 16

南 2018/4/23
2018年度方針・計画発表
会&新入会員歓迎会

和食バル　sizucu　しずく 21

豊平・清田 2018/5/14 5月例会

・とよきよ和塾　プレゼンテーション（100年の会／広報部会）
・とよきよ和塾特別講演
「これからの経営者の進むべき道」
（株）どうきゆう 代表取締役社長 中西　泰司 氏

（株）どうきゆう　会議室 31

豊平・清田 2018/5/22
豊平21世紀クラブ　第229
回例会

「病気になっても、安心な人とそうでない人！！」
医療法人 萬田記念病院　白木 一正 様

ANAホリディイン札幌すすきの 8

南 2018/5/29 5月例会 話題提供：(株)サイクルロード　代表取締役　野澤　健　氏
レンタルスタジオSUN PLACE(サン
プレイス)

19



豊平・清田地区会／南地区会　40年の歩み

地区会 開始日 行事名 内容 会場 人数

豊平・清田 2018/6/21
豊平21世紀クラブ　第230
回例会

「過去、現在、未来のITと私！ ～AIって何？おおいに語っていただきます
～」
（株）あしる工房　代表取締役社長　小森　良隆 様

ホテルサンルートニュー札幌 7

南 2018/6/27 6月例会
話題提供：
司法書士すみかわ事務所　代表　鈴木　郁子　氏
株式会社ファインドメーカー　代表取締役　福留　健二　氏

ハピネスロード　会議室 16

豊平・清田 2018/6/28 6月例会
「意外と知らない？自社への活かし方？同友会のことを知る、学ぶ！！」
（株）ケルプ研究所　代表取締役　福士　宗光　氏

豊平区民センター 15

豊平・清田 2018/7/20
豊平21世紀クラブ　第231
回例会（オープン例会）

「英語を学んで脳を活性化！ ～訪日外国人にも優しくなれる！人類みな
兄弟です～」
（株）アカデミア　営業部長　小島　弘照　様

ホテルサンルートニュー札幌 11

南 2018/7/21 7月例会 今年も　みんなもGOLF 吉田農場　札幌パークゴルフ石山 8

豊平・清田 2018/7/25 ７月例会
「聞いてみよう・学んでみよう・つながってみよう　SDGｓ北海道アクション」
RCE北海道道央圏協議会　事務局長　有坂　美紀　氏
コーディネータ：NPO法人札幌チャレンジド　理事長　加納　尚明　氏

アサヒビール園はまなす館 31

南 2018/8/9 8月納涼例会 燃えろ！真夏のジンギスカンパーティー！　inサッポロビール園 サッポロビール園 12

豊平・清田 2018/8/17 8月納涼例会 「市電でGO！」～札幌中心部を走る車内で懇親会～
集合：札幌東急REIホテル前～市
電すすきの駅から乗車

26

豊平・清田 2018/8/22
豊平21世紀クラブ　第232
回例会

「私が感じる、世界のトヨタとは。。。」
東部ダイハツ（株）　法人営業部部長　石井　良弥　さん

ホテルサンルートニュー札幌 8

豊平・清田 2018/9/8
（中止）豊平21世紀クラブ
第233回例会　函館一泊
例会

函館一泊例会～函館　歴史探し、自分さらしの旅！パート１～ 函館市各所 5

豊平・清田 2018/9/20 9月例会（ランチセミナー） （株）ビーム・オン　代表取締役・ITコンサルタント　熊坂　和也　氏 札幌第一ホテル 15

豊平・清田 2018/9/27
豊平21世紀クラブ　臨時
例会（第234回）ご案内

台風、地震被害報告＆10月例会打ち合わせ いろり席 5

豊平・清田 2018/10/13
豊平21世紀クラブ　第235
回例会

函館一泊例会～函館　歴史探し、自分さらしの旅！パート１～ 函館市各所 6

南 2018/10/19 10月例会(とかち道研) 道研へ行こう！2018 十勝管内 4

豊平・清田 2018/10/24
豊平21世紀クラブ　第236
回例会

函館歴史探訪の旅の報告会と観楓会 炉端　大助 4

豊平・清田 2018/10/31 10月例会
「社員の成長こそ、会社発展の力～社員教育で強い企業を目指そう～」
拓北電業（株）　代表取締役社長　鈴木　暁彦　氏

南平岸まちづくりセンター 13

南 2018/11/16 11月例会
「アクティブワーキング！」
コミュニケーション・デザイン研究所　所長　北原　義昭　氏

ハピネスロード　会議室 17

豊平・清田 2018/11/21
豊平21世紀クラブ　第237
回例会

「外来種アライグマについて学ぼう！～アライグマの生態、行動、在来生態
系への影響と人間社会への対応～」
北海道大学大学院生、小林あかり　氏

ANAホリデイ・イン札幌すすきの 7

豊平・清田 2018/11/21 11月例会

「7分間で自社をアピール！～第2回プレゼン例会！～」
・（株）ベル・クール研究所 専務取締役  柴田　宏洋　氏
・（株）ALS－OKサービス 代表取締役  富田　訓司　氏
・NPO法人札幌チャレンジド 理事長   加納　尚明　氏
・NK北海道（株）　  代表取締役　  本間　竜太　氏
・（有）恵２１　   代表取締役社長　 大谷　恵理　氏
・（株）Merge　   代表取締役　  鹿内　清和　氏
・（株）サイクルロード　 代表取締役　  野澤　健　氏
・フィールド・クラブ（株） 代表取締役社長　 河崎　紀行　氏

さっぽろテレビ塔 33

南 2018/12/6 望年会(12月例会) 和食バル　sizucu　しずく 17

豊平・清田 2018/12/18
豊平21世紀クラブ　第238
回例会

つきさむ温泉 8

豊平・清田 2018/12/20 12月例会／望年会 ナニCollection2018 プレミアムホテルTSUBAKI札幌 44

豊平・清田 2019/1/10
豊平21世紀クラブ　第239
回例会

旨い魚貝を喰って、酒のんで、新年の抱負を語り合うべ 炉ばた大助 8

合同 2019/1/17 プレミアホテル中島公園 54豊平・清田地区会×南地区会　地区会発足40周年記念合同例会／新年会


