
千葉県中小企業家同友会 東葛支部９月例会案内

報告者：（株）シーアールエー 代表取締役 井出 俊信氏（佐倉支部）
業務内容：オーダースーツの販売

2021年

９月２１日 火 １８：００～２０：３０

新しいチャレンジ～時代に沿った仕事づくりとは

東葛支部例会（９/２１）申込書 FAX送付先：043-222-8207

例会 □ご出席 □ご欠席
名前 会社名 支部又は

紹介者

日 程 参加費 無料

申込み／
問い合せ

千葉県中小企業家同友会事務局（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
下記にご記入の上FAXか、または右上のQRコードを読み取り、行事をお選びいただき、お申込みください。

・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。

井出氏の会社は、オーダースーツを中心とする服飾品を販売しており、現在千葉県内に3店舗展

開しています。またLGBTの方々への取り組みについても各種マスコミで取り上げられています。

時代の流れや外部環境に合わせて自社の価値を高め続けるために必要な事を同氏の報告から

考えていきます。

時代の流れを意識した戦略を立てられているかを振り返りながら、多種多様な考えをどのように

自社へ活かすかを一緒に学んでいきましょう。皆様のご参加をお待ちしております！

参加方法
・PCの場合：「Zoom」と検索し、「参加」をクリック。下記ID・パスワードを入力。

・スマートフォン、タブレットの場合
事前に、ZOOMアプリ（ZOOM Cloud Meetings）をダウンロードしてください。ZOOMアプリを立ち上げて

「ミーティングに参加」をクリックして、下記ID・パスワードを入力し「参加」をクリック。

ミーティングID: 879 9482 3068 パスコード: 069253

Zoomアプリについてのアンケート

※Web開催となります。Zoomの利用でサポートが必要な方は役員がフォロー
致します。

1．Zoomを使用したことがある □ある □ない
2．Zoomの使用でサポートが必要 □必要 □不要
3．サポートが必要な場合

希望日をご記入ください 月 日 ： ～ ：





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21日 18:30-21:00
2021年

火

先代の残した96冊のノートを支えに事業を承継したピーナッツサブレー
本舗・株式会社富井の実例をもとに、今こそ会社の終活を考えよう！
～自社の経営、次世代にバトンをわたしますか？有終の美を飾りますか？～

「いつかは・・・」と考えてはいるものの、日々の業務に追われて具体的な準備
までは進められないことが多い「会社の終活」。とはいえ、どのような方法であっ
ても、一朝一夕では行えません。「会社の終活」にはどのような方法があるのか、
やらないとどのような困難があるのかを、仕事柄、会社の清算、承継、相続に関わ
る機会が多い、手賀沼支部会員税理士田中敬子さんから学ぶとともに、周到な準備
を経て、非常に円滑に事業承継をすることができた事例として、松戸支部会員、株
式会社富井代表取締役杉浦詳子さんから、実際の事業承継がどのように行われたの
かを学ぶ例会となる予定です。皆様どうぞ、ふるってご参加ください。

手賀沼支部・松戸支部合同例会 お申し込み書

□ご出席（Zoomのみ） □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」と検索しインストール
「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、アプリ「Zoom Cloud Meeting」をインストール
起動後、「ミーティングに参加」をタップ、ＩＤ・パスワードを入力

【ＩＤ・パスワードの取得方法】
・e.doyuの「例会・イベント申し込み」から当行事ページにアクセス、
スケジュール詳細にＩＤ・パスワードを記載しております

※e.doyuへは「千葉同友会」ＨＰからのアクセスが便利です。

（報告者①）
株式会社富井 代表取締役 杉浦 詳子氏（松戸支部）

（報告者②）
有限会社加賀計算センター 代表税理士 田中 敬子氏（手賀沼支部）



千葉県中小企業家同友会
千葉東支部例会

千葉東支部を知る会

2021年９月2１日
18:30-21:00（入室18:15～）

(火)

同友会３つの目的
・良い会社をつくろう
・良い経営者になろう
・良い経営環境をつくろう

会員以外の方の参加も大歓迎！

◇9/21（火）千葉東支部例会 参加申込み用紙◇

例会 □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：

お申し込み先 千葉県中小企業家同友会（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（下記ご記入の上ご返信ください）

WEB
申し込み

(HPからでも可)

ベテラン会員、新入会員、
まだ入会していない経営者大歓迎！
千葉東支部の魅力をお伝えします！

参加方法 Zoom ミーティングID: 843 4106 1040 パスコード: 684444
参加費：無料 定員：無し

千葉東支部は設立から２７期を迎える支部で、多種多様な業種の経営者、約120
名で組織されています。９月例会は個性あふれる支部の魅力をご紹介します！
【プログラム(予定)】千葉東支部の紹介／参加者自己紹介／気軽な意見交流 等

例年では対面式で開催しておりましたが、昨今の新型コロナ感染拡大を踏まえ、
完全オンラインで開催いたします。ぜひ状況が落ち着いたころに元気な姿で直
接お会いできることを楽しみにしています。

千葉東支部
第13代支部長

大矢 昌志＊千葉県中小企業家同友会とは…＊
「よい会社、よい経営者、よい経営環境」をスローガンに、中小企業の経営者が研究や交流の
ため自主的に集まった任意団体。本音で語り、共に学びあいながら日々切磋琢磨しています。
47都道府県すべてにあり、会員数は全国で約4万6千社。千葉同友会は約1,500社が加盟。



講師：理念と仕組み研究所 代表 加藤 八十司氏

サービス産業生産性協議会ディレクターでもある加藤氏は企業の理念
などについてのコンサルタントとして、多くの会社に関わってきました。
例えば、自動車教習所の社長の「考え方」を変えただけで、急激に業績
をⅤ字回復させたなどの実績をもっています。
経営者が掲げる「考え方」「理念」を絵にかいた餅ではなく、実現さ

せる為には「社員の活性」が不可欠であり、それをどのように行うのか
が重要です。今回の例会では、ただ話を聞くだけではなく3回のブレー
クアウトセッションを行い、参加者の皆様に問いかけて実際に挑戦する
事を体験して頂き、会社の運営に活かせるような実践的な内容です。ぜ
ひ奮ってご参加ください

千葉県中小企業家同友会 茂原支部WEB例会のご案内

2021年 9月21日（火） 18：30～21：00

会場：Zoom（参加方法は上記参照）

◆３つの目的◆

良い会社を
つくろう

良い経営者に
なろう

良い経営環境を
つくろう

他支部
会員外

オブザーバー
参加も

大歓迎です！

経営を真剣に
学べる

茂原支部に
お越しください

茂原支部例会 参加申込み用紙

□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）

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

FAX 043-222-8207（下記ご記入の上ご返信ください）
千葉県中小企業家同友会とは、千葉県内に１５００名の会員が所属する創立40周年の中小企業
経営者の団体です。（全国では約4万６千名）現在、千葉県内に25の支部があり、異業種同士が本
音で話し合い「企業の体質強化」「中小企業の地位向上」をめざしています。

【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: 893 2189 0057
パスコード: 277811



千葉県中小企業家同友会 鎌ケ谷支部 9月例会

「人を生かす経営の実践」
～社員が自主性を発揮するための取組み～

報告者：有限会社慶山
代表取締役

井上麻理 氏（鎌ケ谷支部）

鎌ケ谷支部例会（9/22）

例 会 □ご出席 □ご欠席

名前 会社名 支部又は
紹介者

２０２１年9月22日 水

例会 １７：００～１９：３０ （受付／ログイン １８：４５～）

会場 鎌ケ谷市生涯学習推進センター Zoom ミーティングID：814 0897 8347
まなびぃプラザ パスワード： 486983

鎌ケ谷市富岡2-6-1
お申込みお問い合わせ

千葉県中小企業家同友会事務局 眞山

043-222-1031ＴＥＬ

日 時

FAX 043-222-8207

※他支部・会員以外の方も大歓迎です。是非奮ってご参加ください

何でも自分でやりすぎる経営者さん 社員に任せてみませんか？
元々はワンマンタイプだった井上氏だが新店舗の出店で一転、
社員に任せるしかない状況に・・・
実際、社員にやらせてみると失敗はつきもの。それでも絶対に
責めない。許容できる小さな失敗を経験させて少しずつ前へ。
自主性を発揮しやすくなるヒントが聴ける井上社長の報告は全
経営者必聴です。

Zoomとリアル会場での ハイブリッド開催

討論テーマ
①「社員が自主性を発揮するためにあなたは何をしていますか？」

②「自分の専門能力を生かすためにあなたは何をしていますか？」



2021年度 例会・日程 報告者

6月例会 支部例会 株式会社桜井電気商会
桜井 豊元氏2021年6月23日（水）

7月例会 支部例会 有限会社大黒建装
谷口 裕哉氏2021年7月28日（水）

8月例会 納涼例会 納涼例会
2021年8月

9月例会 支部例会 有限会社慶山
井上 麻理氏2021年9月22日（水）

10月例会 支部例会 有限会社マリブエンタープロジェクト

山村 潤一氏2021年10月27日（水）

11月例会 千葉県研究集会

2021年11月24日（水）

12月例会 忘年例会 忘年例会
2021年12月

1月例会 支部例会

2022年1月26日（水）

2月例会 支部例会

2022年2月22日（火）

3月例会 北西ブロック合同例会

2022年3月

2021年度 鎌ケ谷支部 例会日程と報告者



千葉県中小企業家同友会

か ず さ 支 部 ９ 月 例 会

「成長企業のための財務問題」

（株）ＷＩＴＳ 代表取締役 喜多野 正之氏（市川浦安支部）

事業内容：小中高校生を対象とした個別指導型の学習塾を経営

学習塾や英会話教室などの教育事業の他、飲食業にも進出する等、マルチフランチャ
イジー、メガフランチャイジーとして急速に事業を拡大されている㈱WITS。
創業間もないころは、①財務におけるセオリーは学んだが、そのセオリーは無視。

②セオリーを無視してチャレンジしたからこそ、会社が大きく飛躍した。③ただし、
セオリーを学んだ上でのチャレンジとセオリーを知らないでのギャンブルは異なると
話す喜多野氏。市川浦安支部で学ぶ「チェーンストア理論」に基づいた「言語」の説
明もいただく予定です。
最近「山登り」にもチャレンジされている喜多野氏の報告、必聴です。

報

告

者

同友会３つの目的
・良い会社をつくろう
・良い経営者になろう
・良い経営環境をつくろう

会員以外の方の
参加も大歓迎

千葉同友会では1500名の
経営者が学んでいます

◇9/27 かずさ支部例会 参加申込み用紙◇

□参加します（□現地 □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）

お申し込み先 千葉県中小企業家同友会
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）

WEB
申し込み
(HPからでも可)

日時：2021年9月27日（月）18:00～20:30
第1部（18:00～18:25）：事前勉強会

奥田経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事務所 代表 奥田剛史氏
第2部（18:30～20:30）：例会

現地会場：東京ベイプラザホテル（JR木更津駅西口徒歩10分）

木更津市新田2-2-1 ℡0438-25-8888

オンライン会場：Zoom使用

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞID：874 6728 2912 ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ：307829
参加費：1,000円（Zoom参加は無料）
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