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㈳北海道中小企業家同友会 根室支部 第２８回定時総会 
 

                                     ２０１１年４月２２日 

                                於 イーストハーバーホテル 

 

１．開会(１８：００) 

  黙とう 

２．支部長挨拶     （社）北海道中小企業家同友会 根室支部長 高岡 一朗 

 
３．副代表理事挨拶 （社）北海道中小企業家同友会 副代表理事 横地 敏光 氏 
 
＝＝＝＝＝＜第１部 総会 １８：００～１８：３０＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  
 ①議長選出 

 ②役員選考委員選出 

 ③報告事項 ＜１＞２０１０年度の活動報告 

  ＜２＞２０１０年度の決算報告 

④議 題 ＜１＞２０１１年度の活動方針案と予算案の提案 

 ＜２＞全道総会代議員の選出 

 ＜３＞２０１１年度の役員選出 

⑤質疑応答   

   ⑥採 択 

   ⑦議長退任 
  
 
＝＝＝＝＝＜第２部 記念講演  １８：３０～１９：４５＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

【演題】「『伝えること』と『委ねること』」 

        ～“共育”経営が我が社の復活を支えた～ 

 

【講師】（株）レイジックス 代表取締役 敬禮 匡氏 ＜札幌支部会員＞ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第１回幹事会 

＝＝＝＝＝＜第３部 懇親会  １９：５０～２１：００＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

① 来賓紹介 

② 新役員代表挨拶    

③ 祝杯   

④ 来賓挨拶  北海道銀行根室支店  支店長   山内 俊克 様 

   大地みらい信用金庫  本店長  佐藤 由治 様 

   北洋銀行根室支店  副支店長 斉藤  正 様 

 

⑤ 歓談 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

３．閉会（２１：００） 
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同友会の３つの目的 
 

１． 同友会は、ひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と、強靭な経営体質をつ

くることをめざします。 

２． 同友会は、多くの人に触れあうことによってお互いの人格、識見を高め、現代の経営者に要

求される総合的な能力を身につけるよう努力します。 

３．同友会は中小企業をとりまく経営環境の改善をめざします。 

 

同友会の３つの精神 
 

自主・民主・連帯 

 

同友会の目指す企業像 
 

国民や地域と共に歩む中小企業 

 

同友会が目指す２１世紀型企業 
 

１．自社の存在意義を改めて問い直すとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、国民と地

域社会からの信頼や期待に高い水準でこたえられる企業。 

２．社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に育ちあい、高まり

あいの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間集団としての企業。 

 

同友会の合言葉 

 

１．知り合い、学びあい、援けあい、共に繁栄を目指しましょう！ 

２．きばらず、せかず、諦めず、私たちの要望を実現しましょう！ 

３．激動をよき友とする経営者になりましょう！ 

 

会員間取引の三つの申し合わせ 
 

１． 同じものを買うなら会員企業から。会員にはなるべく安くて良いものを提供する 

２． 率直に希望を出し合い、仕方なくお義理で取引するのはやめ、お互いに利益は保障する。 

３． 取引を通じて、会員同士の友情と信頼が一層深まるよう努力する。 
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報告＜１＞活動と決算報告 
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議題＜１＞ 活動方針案と予算案 
 

２０１１年度根室支部重点方針 

１．  共に生き残りましょう！  

・ 地域の中小企業とそこで働く社員が生き残るための例会を開催します。 

・ 経営相談業務を強化し、更に役立つ同友会になります。（中小企業支援ネットワーク事業） 

・ 事務局と中心メンバーによる声掛けで例会参加者を増やしましょう。 

・ 多種多様な企画を心掛け、経営に役立つ例会を行います。 

・ 企業存続のために必要な「人づくり」を活発に行いましょう。 

・ 事務局、会員相互の企業訪問を活発に行い、連帯を強固にしましょう。 

・ 東日本大震災を乗り越え、中小企業間の団結をより強固なものにしましょう！ 

 

２． 地域経済再生の柱、「中小企業振興基本条例」をすべての自治体に！ 

・ 釧根管内１３市町村のうち、2011 年 4 月 1 日には５自治体までが制定、施行になります。根

室市でも、更なる条例運動を他団体と連携して展開しましょう。 

・ 「根室市中小企業振興基本条例（仮称）」の 2011 年度内制定を目標に学習運動を展開しまし

ょう。 

・ ６月１８日を「中小企業憲章の日」として、釧根の条例制定運動と合わせて理解の輪を広めま

しょう。 

 

３． 「共育」の環境づくりを進めて、良い会社づくりをしましょう！ 

・ 経営者と従業員が共に育ち合うための「学びの場」を積極的に設けましょう。 

・ 経営者が得た学びを、広く従業員に伝え、良い会社づくりを進めましょう。 

 

４． 金融機関との連携運動を進めよう 

・ 地域金融機関との業務提携を目指して、取組みを進めます。 

・ 社員、行員教育講師の交換／地域資源活用のための情報交換／経営指針策定企業に対する優遇

措置／地域経済情勢の意見交換 

 

５． 釧根三支部全体で組織強化をすすめよう！ 

・ 釧根三支部で７００社会員を目指しましょう 

・ 根室支部    ７１社 →  ７５社 

釧路支部  ４３６社 → ４６５社 

南しれとこ支部 １５３社 → １６０社 

 

６． 釧根三支部の連携を強化しよう 

・ 釧根三支部連絡協議会を作り、相互の情報交換に努めます。 

・ 釧路、根室管内を単一の地域と捉えて経済政策などの諸問題を研究します。 

 

７． 2012 年くしろ道研を成功させよう！ 

・ 釧路支部の主管で開催される 2012 年の全道経営者共育研究集会の成功に向け、釧根三支部で

協力して準備を進めましょう。 
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議題＜２＞全道総会代議員の選出 
 

 

番号 氏名 会社名 役職 

１ 高岡 一朗 根室スチレン（株） 代表取締役 

２ 魚谷 直孝 （株）ナオエ石油 代表取締役 

３ 鈴木 新一 （株）すずき 代表取締役 

４ 田嶋 靖照 （株）ナカイチ 取締役ゼネラルマネージャー 

５ 吉田  勲 吉田水産（株） 代表取締役 

６ 杉山 忠夫 （株）杉山水産 代表取締役 

７ 田家  徹 （株）タイエー 代表取締役 

 

 

議題＜３＞役員選出 
 

２０１０年度の幹事会から推薦のあった幹事候補の提案 

 

№ 会員名 会社名 役職 

1 高岡 一朗 根室スチレン（株） 代表取締役 

2 田嶋 靖照 （株）ナカイチ 取締役ゼネラルマネージャー 

3 田家  徹 （株）タイエー 代表取締役 

4 山田 康志 根室印刷（株） 代表取締役 

5 鈴木 新一 （株）すずき 代表取締役 

6 坂巻 秀敏 坂巻歯科医院 院長 

7 千葉  武 郵便局（株）根室有磯郵便局 局長 

8 瀨戸 愼太朗 （株）ファイン 専務取締役 

9 榊原 清美 根室通運（株） 代表取締役 

10 敷浪  徹 ホーム企画 代表取締役 

11 谷内田 典子 サテンドール  

12 小林  悟 （有）酒泉舘 取締役 

13 嶋津  諭 （株）島津商店 専務取締役 

14 杉山 忠夫 （株）杉山水産 代表取締役 

15 魚谷 直孝 （株）ナオエ石油 代表取締役 

16 早川 昭貴彦 （株）マルコシ シーガル 代表取締役 

17 福井 富士雄 福井製麺所 代表 

18 吉田  勲 吉田水産（株） 代表取締役 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【記念講演】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

テーマ：「『伝えること』と『委ねること』」 

  ～“共育”経営が我が社の復活を支えた～  

【講師】（株）レイジックス 代表取締役  敬禮 匡 氏 ＜同友会 札幌支部会員＞ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

――M E M O―― 



２０１１年度役員体制

■一般社団法人北海道中小企業家同友会　根室支部

№ 会社名 支部内役職 会員名

1 根室スチレン（株） 支部長 高岡　一朗

2 （株）ナカイチ 幹事長 田嶋　靖照

3 （株）タイエー 副支部長（組織企画担当） 田家　徹

4 根室印刷（株） 副支部長（政策担当） 山田　康志

5 （株）すずき 副支部長（共育求人担当） 鈴木　新一

6 坂巻歯科医院 副幹事長（組織企画担当） 坂巻　秀敏

7 郵便局（株）根室有磯郵便局 副幹事長（政策担当） 千葉　武

8 （株）ファイン 副幹事長（共育求人担当）（山高会兼務） 瀨戸　愼太朗

9 根室通運（株） 組織企画委員 榊原　清美

10 ホーム企画 組織企画委員（番頭会兼務） 敷浪　徹

11 サテンドール 組織企画委員 谷内田　典子

12 （有）酒泉舘 共育求人委員 小林　悟

13 （株）島津商店 共育求人委員 嶋津　諭

14 （株）杉山水産 政策委員 杉山　忠夫

15 （株）ナオエ石油 政策委員 魚谷　直孝

16 （株）マルコシ　シーガル 政策委員 早川　昭貴彦

17 福井製麺所 政策委員 福井　富士雄

18 吉田水産（株） 政策委員 吉田　勲

総役員数 計 18名
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