
お問い合わせ・申し込み先
TEL: 043-222-1031 FAX：043-222-8207

千葉県中小企業家同友会事務局

日々の困りごとからの
ビジネスチャンス！

アイディアと技術力を

生かした製品への取り組み

白井支部例会 お申し込み書

□Zoomで参加、 □ご欠席

お名前 会社名 紹介者

（株）ソフケン代表取締役

（白井支部）

９月８日

Zoomのオンライン開催

18:00-20:30
（受付：17:30～）

2021年

水

人々の困りごとをビジネスチャンスに変える㈱ソ
フケン。このコロナが世の中に多大な影響を与え
ていることを感じ、一早く困りごとを解決する製
品づくりに取り組みました。
みなさんのビジネスチャンスはどこにあります
か？困りごとを見つけるとはどういことなのか？
駒村社長の経営感性を語っていただきます。
みなさま奮ってご参加お願い致します。

Zoom(WEB)開催

ID: 852 1600 3982 パスコード: 856532



お問い合わせ・申し込み先
TEL: 043-222-1031 FAX：043-222-8207

千葉県中小企業家同友会事務局

9月 8日 18:30-21:00
2021年

水

中期経営計画策定例会④商品、お客様、マーケティング

弁護士×◯◯！自分にできることは何か？
掛け合わせで見えてくるオンリーワン商品！

報告者：弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
市原支店長 石垣 祐一氏（市原支部）
事業内容：訴訟代理、法律事務一般

法律相談を切り口にすることが多い弁護士業界。その中で、石垣氏
は自分の【やりたい事とできる事】をしっかりと見つめ、弁護士資格
すら数あるスキルの一つとして捉えて独自の立場を確立しました。同
氏の掛け合わせの理論から、オンリーワン商品の考え方を学びます。
お知り合いの方とお誘いあわせの上、ふるってご参加ください。

市原支部例会 お申し込み書

□ご出席 □ご欠席

お名前 会社名 紹介者

【WEB例会への参加方法】
①ＰＣからの場合、インターネットで「Zoom」と検索、インストール
「Start Zoom」を起動し「【＋】参加」クリック、ID・パスを入力

②スマホの場合、事前にアプリ「Zoom Cloud Meeting」インストール
下記ＱＲコードを読み取り、「ミーティングに参加」をタップ、

下記パスワードを入力

ミーティングID: 848 4010 4969
パスコード: 058993



【問い合わせ】千葉同友会事務局（関根）
千葉市中央区富士見2-22-2千葉中央駅前ビル7階
TEL:043-222-1031／FAX:043-222-8207／メール:sekine@chiba.doyu.jp

習
志
野
支
部　

９
月
例
会

千葉県中小企業家同友会

2021年9月13日（月）18時～20時 参加費：無料

全経営者必聴！
利益の出し方＝現場のムリ、
ムダ、ムラを無くす方法！

9/13（月）習志野支部例会参加申込み用紙
（FAX送付先043-222-8207）

例会（18:00～19:45）
□参加します（Zoom）　□参加できません

お名前

会社名

支　部
会員外の方は、ご紹介者をご記入ください

（ご紹介者がいない場合は空欄で構いません）

Zoom開催！
【参加方法】
＜Zoom＞
・ノートパソコンの場合
時間になりましたら、下記URLをクリックして入室
できます。
https://us02web.zoom.us/j/87427835998?pw
d=K2NwYWt1ZFdhL1prZkJIS0w3SC8wZz09
・スマートフォンの場合
ZOOMアプリから「ミーティングに参加」をクリック
し、下記のID、パスワードをご入力ください。
ミーティングID：874 2783 5998
パスコード：357585

（株）大山機械工業所　代表取締役

大山 達雄氏 （市川浦安支部）

事業内容：各種機械設計製作・部品加工

企業ではまず売上アップを掲げます。しかし売上
はあがっているけど利益がでなければ会社は成長
発展できません。

「バランスシート負債の部7：資本の部3のバラン
スを計画的に変化させていくのが社長の仕事、そ
のために必要なものが利益」（大山氏談）
利益と言っても粗利益、営業利益、経常利益、そ
れぞれ出し方が異なります。経常利益をどれだけ
高められるかで会社の未来が変わってきます。長
年経営の原理原則を実践されている大山氏がわか
り易く解説していただきます。

Web申し込みはコチラ



◆３つの目的◆
良い会社を
つくろう

良い経営者に
なろう

良い経営環を
つくろう

◆千葉県中小企業家同友会 千葉中央・四街道支部合同例会のご案内◆

2021年９月１５日
※定例と異なりますのでご注意ください

水
１５：３０～１７：５０

受付：１５：１５～

お申し込み先 千葉県中小企業家同友会（松本）
千葉市中央区富士見2-22-2千葉中央駅前ビル7階 TEL 043-222-1031

FAX ０４３-２２２-８２０７（下記ご記入の上ご返信ください）

◇9/15（水）千葉中央・四街道支部合同例会 参加申込み用紙◇

例会（15:30～17:50） □参加します □参加できません

お名前 会社名 支部

会員外の方は、ご紹介者をご記入ください
（ご紹介者がいない場合は空欄で構いません）

TEL：

Mail：

参加費：
会員⇒無料
ビジター⇒2,000円会場：Web開催（Zoom）

ネットからのお申し込みはこちら

9月例会は、焼き肉レストランを営んでいる井上氏にご登壇いただきます。

同氏はこれまでずっとブレずに焼肉一筋で経営をされてきました。なぜ焼肉
という業種なのか、そこへのこだわりや、慶山を通してどのように自分自身
を表現していったのかなど経営者の生きざまを語っていただきます。

自分自身の経営者としての生き方を前もって振り返ってからご参加いただく
とより一層学び多き時間になります。井上氏のパワフルさ感じられる例会、
ぜひご参加ください。

※参加費は下記口座へ事前にお振込みください。入金締切 9月14日（火）
千葉銀行 稲毛支店 普通 1115114
口座名：チバケンチュウショウキギョウカドウユウカイ

（千葉県中小企業家同友会）
※振込の際、名前の先頭に「0915」と入力してください。

※こちらは参加費のみの口座です。※振込手数料はご負担願います。

ZoomのID送付について
・同友会会員の方:後日メール等でお送りします
・ビジターの方：参加費の振り込みが確認取れ次第お送りします。

（有）慶山
代表取締役 井上麻理氏（鎌ケ谷支部）

事業内容：焼肉レストラン

報告者



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information Technology Solutions 

仕事や家庭の中で「イラッ」とすることありますか？コロナ禍の閉塞感も相ま

って、誰もがストレスを抱えて生活していることと思います。 

外部的な社会情勢や経営環境を学ぶことも大事ですが、今回は自分の感

情、つまり内部的な環境について学びます。アンガー（怒りの感情）を抑えるの

ではなく、上手にコントロールすることで、会社や家庭でのコミュニケーションを

円滑にします。 

また、よりよいコミュニケーションの構築は、２０２２年４月から中小企業でも

義務化される「職場におけるハラスメント防止法」への対策にもつながります。 

★ 社員さんもご家族も！どなたでも。ぜひ奮ってご参加ください。 

● と き ２０２１年 ９月１５日（水）18:00～2０:00 （２０:００～新会員オリエンテーション） 

● ところ ウィシュトンホテル・ユーカリ  京成電鉄「ユーカリが丘」駅より直結 

（参加費 1,000円）                           佐倉市ユーカリが丘 4-8-1 

※ オンライン（Zoom）参加の場合➔ ID: 858 7572 6107  パスコード: 156738 
 

～怒りの感情を上手にコントロールするアンガーマネジメント～ 
 

講師：コミュニケーションサポート 代表 齋藤 由起子 氏（群馬同友会） 

・本登録内容は行事設営のために千葉同友会管理の下に参加者名簿などに活用されます。・本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で公開させて頂く

ことがあります。参加者の皆さんの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら千葉同友会事務局まで事前にご連絡ください。 

         佐倉支部例会 出欠回答 用紙 FAX 043-222-8207（お問合せＴEL 043-222-1031） 

□ 現地でご出席 ／ □ Zoom でご出席 ／ □ ご欠席 
 

お名前            会社名                □ オリエンテーションも参加します 
 

※一般の方はご紹介者もご記入ください 紹介者（                 ）  

 

■ 齋藤由起子氏 プロフィール 

群馬同友会・桐生支部会員。大学卒業後、日本航空にて国際線客室乗務員として勤務退職後、フリーで研修講師となる。【想い

を形に・心を形に 無意識の加害者にならない】を研修講演テーマに活動中。医療機関・教育機関などの研修実績はのべ五万人以

上。文科省・国立教育研究所研究指定校においての公開研修担当。四児の子育て経験を生かし、教育機関からのコミュニケーショ

ン研修の依頼も多数。２０１９茨城国体ボランティアマナー講師。｢教職研修｣２０１９ ２月号教職員のためのマナー研修執筆 

★新会員の皆様へ 例会終了後２０:００～２１:００新会員オリエンテーションを行います

★「同友会ってどうゆうかい？」かを学び、支部を超えて交流しましょう！新会員さん、そして新会員じゃない

けれどあらためて同友会のことを知りたい！という方もぜひご参加ください。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information Technology Solutions 

 

仕事や家庭の中で「イラッ」とすることありますか？コロナ禍の閉塞感も

相まって、誰もがストレスを抱えて生活していることと思います。 

外部的な社会情勢や経営環境を学ぶことも大事ですが、今回は自分の

感情、つまり内部的な環境について学びます。アンガー（怒りの感情）を抑

えるのではなく、上手にコントロールすることで、会社や家庭でのコミュニ

ケーションを円滑にします。 

また、よりよいコミュニケーションの構築は、２０２２年４月から中小企業

でも義務化される「職場におけるハラスメント防止法」への対策にもつな

がります。 

社員さんもご家族も！どなたでも。ぜひ奮ってご参加ください。 

● と き ２０２１年 ９月１５日（水） 18:00～2０:00 （２０:００～新会員オリエンテーション） 

● 会場 成田ビューホテル（成田市小菅 700 TEL:0476-32-1111） 

オンライン（Zoom）の場合  ID: 858 7572 6107    パスコード: 156738 
 

～怒りの感情を上手にコントロールするアンガーマネジメント～ 
 

講師：コミュニケーションサポート 代表 齋藤 由起子 氏（群馬同友会） 

・本登録内容は行事設営のために千葉同友会管理の下に参加者名簿などに活用されます。・本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で公開させて頂く

ことがあります。参加者の皆さんの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら千葉同友会事務局まで事前にご連絡ください。 

東ブロック合同例会 出欠回答 用紙 FAX 043-222-8207 

□ 現地でご出席 ／ □ Zoomでご出席 ／ □ ご欠席 
 

お名前            会社名                □ オリエンテーションも参加します 
 

 

※一般の方はご紹介者もご記入ください 紹介者（                 ）  

 

■ 齋藤由起子氏 プロフィール 

群馬同友会・桐生支部会員。大学卒業後、日本航空にて国際線客室乗務員として勤務退職後、フリーで研修講師

となる。【想いを形に・心を形に 無意識の加害者にならない】を研修講演テーマに活動中。医療機関・教育機関などの

研修実績はのべ五万人以上。文科省・国立教育研究所研究指定校においての公開研修担当。四児の子育て経験を

生かし、教育機関からのコミュニケーション研修の依頼も多数。２０１９茨城国体ボランティアマナー講師。｢教職研修｣ 

２０１９ ２月号教職員のためのマナー研修執筆 

★新会員の皆様へ 例会終了後２０:００～２１:００新会員オリエンテーションを行います★

「同友会ってどうゆうかい？」かを学び、支部を超えて交流しましょう！新会員さん、そして新会員じゃないけ

れどあらためて同友会のことを知りたい！という方もぜひご参加ください。 
 

tel:0476-32-1111




千葉県中小企業家同友会

船橋東支部 例会のご案内

9月16日 18:30-20:30

2021年

木

■お問い合せ・申し込み先 千 葉 県 中 小 企 業 家 同 友 会 事 務 局
TEL: 043-222-1031 FAX：043-222-8207

「ヒト・モノ・カネ」のカネ

インボイス制度って？？
～知らないでは済まされない
歴史的大転換の問題点と対策～

報告者 （有）吉元会計センター 代表取締役 吉元 伸 氏

インボイス制度ってご存じですか？2023年10月から開始され、課税売上1千万円以下の免

税事業者にとってとても厳しい時代がやってくると言われています。取引先に切られるor消

費税を納めないとやっていけなくなる･･･かもしれません？？

誰が対象で？何が問題で？どう対処すればいいのか？

インボイス制度によって、①消費税の計算方法が変わる。②経理も煩雑化する。③今まで

のような帳簿方式からの歴史的大転換になる。･････何のことだかわからない方、ぜひ今例会

へのご参加をオススメします！

● リアル会場：検討中（コロナ感染状況によって取り止める場合もあり）

【 簡単！WEB例会への参加方法 】
➔まず初めに、パソコンにカメラとマイクが付いているか確認。
付いていれば「パソコンの場合」へ、付いていなければ「スマートフォンの場合」へ

●パソコンの場合…①Zoomアプリを下記URLからダウンロードします（次回不要）。
https://zoom.us/support/download

②アプリを立ち上げ「ミーティングに参加」をクリックし、下記IDと名前を
入力し「参加」をクリック。③次に下記パスワードを入力し完了。

●ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの場合…①アプリ「Zoom Cloud Meeting」をダウンロード。②アプリ内で「参加」を
クリックし下記IDを入力し次に進む。③下記ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力し次に進み完了。

▶ ミーティングID: 874 2695 3735 ／ パスコード: 819060

船橋東支部 例会 お申し込み書

ご出席（□リアル会場 □Zoom） ／ □ご欠席

名前 会社

紹介者
連絡先

※会員以外の方はご記入ください

消費税「インボイス制度」説明動画




