
千葉県中小企業家同友会 東葛支部１０月例会案内

2021年

10月18日 月 １８：００～２０：３０

東葛支部例会（１０/１８）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。

吉田氏は国産オートバイメーカーKawasaki、イタリアバイクメーカーDUCATIの正規ディーラーを経

営しています。昨年度、経営指針成文化セミナーを修了。現在は社員と共に様々なSNSを活用し、

ファンを増やし続けています。今回の例会は、指針セミナーでの気づきや変化したことはもちろん、

SNS活用術について学べる機会となっております。SNSを使ってみたいが具体的に何をすればい

いのか分からない方、必聴です。自社経営に生かせるヒントを得られます。ぜひご参加ください！

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:861 7464 9334 パスコード: 222600

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 ： ～ ：

ブランディングビジネス「ファンを創る」
～誰でも出来るSNSを活用した集客方法～

報告者：（有）ライダースクラブ 取締役社長 吉田祐介氏（八千代支部）

事業内容：オートバイの販売、修理



千葉県中小企業家同友会

か ず さ 支 部 10 月 例 会

「利益の出し方～システム問題～」

Growth Ship(株) 代表取締役 宮下 豊氏（千葉西支部）

事業内容：企業が求める人材を派遣や紹介するサービス。業務請負も可。

グループ全体で外国人の方に安心して日本で働ける環境の構築をしている同社。コロ

ナ禍前には、ベトナムとフィリピンに日本語学校を作り、現地にいる段階から教育し、

希望される方がスムーズに日本で就業が出来るようなサポート体制を構築していまし

た。外国人人材派遣の会社は多いですが、学校や行政書士事務所等をグループ内に設

けている会社は少ないそうで、日本における外国籍人材の入口から出口までサポート

している同社は、今後アジアでの海外展開・外国人雇用を検討されている企業には特

に評判の会社です。外国人雇用、アジアの情勢についての疑問や課題についてもじっ

くりお答えいただく予定です。奮ってご参加ください。

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

◇10/18 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 10月18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：892 3979 0140 ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ：482456
参加費：1,000円（Zoom参加は無料）



個人事業主から会社法人にして
設立13年。当時、会社が強くな
ること、それは売上を上げること
と考えていた。
外に出て経営者としての勉強に

励むことを決意したが、相方との
温度差と、離れる距離感に悩む
日々。人との出会いで変えられた
自分と変わることができた自分。
それについてきてくれた仲間。地
元に根付き、感謝と共に更に会社
を成長させていく。
熱い報告をぜひお聴きください！

※ e.doyuからでもご回答できます。e.doyuからのご回答にご協力お願いします。
（メールでもご案内しております） e.doyu→ https://chiba.e-doyu.jp/s.event/

「 C H A N G E 」
～塗装職人から経営者に変わる瞬間。2人で始めた
ペンキ屋が、地元で愛される行列店になるまで～

インターネット（https://chiba.e-doyu.jp/s.event/）からお申込みいただくか、下記を同友会事務局
までＦＡＸでお送りください。
■ご回答・問合先：千葉同友会事務局 ℡043-222-1031 fax043-222-8207

・日時 2021年10月18日（月） 18：30～21:00

・会場 ダイワロイネットホテル千葉中央
千葉市中央区本千葉町2-11 京成千葉中央駅東口より徒歩1分（駅前）

現地は定員になり次第締切ります。Zoom（WEBか）らも参加できます

千
葉
県
中
小
企
業
家
同
友
会
美
浜
支
部
例
会

曽我部慎吾氏
（美浜支部）

（株）雅 代表取締役
事業内容: 建設塗装・リフォーム、コンクリート圧送業
https://tosou-miyabi.com/

【WEB参加の場合】
※報告者はダイワロイネットホテル千葉中央で報告
します。
参加できる方は現地にお集まりください。

①ＰＣからの場合、インターネットで「Zoom」と検
索し、ページ右上の「ミーティングに参加」クリッ
ク、下記ID・パスを入力
②スマホの場合、事前にアプリ「Zoom Cloud 
Meeting」インストールし、上記ＱＲコードを読み取
るか、「ミーティングに参加」をタップし、下記の
IDとパスワードを入力

ミーティングID: 857 5739 0303
パスコード: 691770

。

【美浜支部 例会 お申込書】
同友会事務局までＦＡＸにてお送りください。

□WEBから参加 □欠席
お名前 会社名 紹介者・連絡先

現地とZoom
ハイブリッド

開催

https://tosou-miyabi.com/


千葉県中小企業家同友会

北 総 支 部 １０ 月 Zoom 例 会

同友会の政策活動が
企業づくり・街づくりにどう生かされてきたのか!?

～千葉県・白井市の地域づくりに関わる経験から～

野水鋼業（株）会長 野水 俊夫氏

（代表理事･白井支部）

事業：ステンレス・アルミ棒鋼の切断販売

同友会の政策委員、地元白井市の産業振興委員として、長年、政策・地
域づくりに関わってこられた野水氏より、こうした活動が私たちの企業経
営や街にどのような影響があるのかを学びます。具体的に2007年の「千葉
県中小企業の振興に関する条例」や2013年の「白井市産業振興条例」制定
に関わった野水氏だからこそ話せる条例の生かし方や地域づくりの方向性
をじっくりお聞きし、千葉県・印西市の未来を皆で考えていきましょう。
ご期待ください。

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

◇10/19 北総支部例会 参加申込み用紙◇

□ご出席 □ご欠席

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10月19日（火）18:00～20:00
Zoom ID/ﾊﾟｽ： ID 884 2358 4339 ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ 511698
【簡単！Zoom参加方法 】
まずは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、IDと名前を入力し「参加」をクリック。
③次にパスコードを入力し完了。
◆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IDを入力し次に進む。③パスコードを入力し次に進み完了。





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

10月19日 18:30-21:00
2021年

火

あなたの会社は、こんなところを見られている！
～帝国データバンク柏支店長が語る、企業評価の実態と

企業情報の伝え方・裏技～

10月度の手賀沼支部例会は、帝国データバンク柏支店長の坂口様をお招きして、企業評
価の実態についてご講演いただきます。これまで数千社以上の企業を調査してこられたご
経験をもとに、同社や金融機関がどのような観点で企業を評価しているか、また、現在の
東葛地域における企業評価の実態や成長企業の特徴などを、お話しいただきます。同社が
行っている企業評価の観点を知ることで、自社のどのようなところを伸ばしていけばよい
かが明確になり、自社の強みを活かしていくための道しるべになることでしょう。
さらに、同社の調査データは「企業同士をつなぐ役割を果たしている」ということも、

ぜひ知っていただきたいポイントです。自社の強みを伸ばし、その情報を企業評価会社経
由で発信することで、信頼度の高い情報として見られ、新たな取引につながる可能性もあ
ります。普段なかなか聞くことができないお話も満載で、見逃すことのできない例会にな
ることでしょう。ぜひとも皆さまお誘いあわせの上、ご参加ください！

手賀沼支部例会 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。

（講師）

株式会社帝国データバンク 柏支店 支店長 坂口 和隆氏



千葉県中小企業家同友会 千葉東支部１０月例会

明日から使える！人材派遣活用術

日程：2021年10月19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

千葉同友会では1500名以上の経営者が学んでいます

◇10/19（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)

人材畑で約15年の経験を経て、4年前に人材派遣会社を創業し急成長を続ける宮下氏の報告
です。人材派遣業界の現状をはじめ、外国籍人材の受け入れ制度や制約を学びませんか？

少子化や労働力不足が進み年々国内での人材獲得が厳しくなる中で、今後どのように人材を
確保していくのか、多様化する現代の人材採用の最適なメソッドや、人材サービス会社の上
手な使い方を赤裸々に語ってもらいます。

参加方法：Zoom
ミーティングID: 850 1041 2987
パスコード: 846837
参加費：無料 定員：無し

【報告者】

Growth Ship（株）代表取締役 宮下豊氏
（千葉西支部支部長）

事業内容：企業が求める人材を派遣や紹介するサービス

【当日プログラム例】
18:30開会あいさつ
18:35 支部長あいさつ
18:40 報告
19:40 休憩
19:50 グループ討論

～討論テーマ～
『自社の採用戦略を
どのように考えますか』

20:30 発表
20:40 質疑応答
20:45 まとめ
20:50 報告連絡事項
21:00 閉会



千葉県中小企業家同友会 八街支部 ご案内

※スマホをお持ちの方は、右のQRコードからイベントを選び、ご回答ください。
※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄをご利用の方は（https://chiba.e-doyu.jp/s.event/）から回答いただけます。
ID、ﾊﾟｽﾜ-ﾄﾞ、操作等がご不明な方は、事務局までお問い合わせください。

八街支部１０月例会（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 時 2021年１０月２０日（水）19 :00～21:00

【アクセス方法】時間になりましたら、下記の通りアクセスください。
◆ノートパソコンの場合：下記URLより入室できます。
https://us02web.zoom.us/j/81946607071?pwd=azBuWVk1bm85VUNwZ
0lUSFIxRjhpZz09

◆スマートフォンの場合：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を入
力し「参加」をクリック。下記のミーティングID・パスワードを入力し、入室く
ださい。
ミーティングID: 819 4660 7071／パスコード: 541038

●参加費 無料
■問合せ 千葉県中小企業家同友会 ℡043-222-1031

・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。

講師：日本証券アナリスト協会 検定会員 松實 孝行氏

天候不順、貿易摩擦、大企業による下請け問題、近年のコロナ禍による原価の高騰、
また税制改正等により、私達企業は常に値段の改正や決定に悩まされています。そ
のような不確定な状況でも、お客様に良い商品を適正な価格で提供する「三方良
し」の企業を目指し、日々試行錯誤を重ねられていることでしょう。
では、三方良しと言われる「買い手」「売り手」「社会」にとっての“良い”はど

のように定義していますか？

今回は日本証券アナリスト協会の松實氏より、「顧客満足度と利益のバランス」
「損益分岐点についての考え方」についてアドバイスいただきます。

顧客満足度を維持しながら、社員に利益を還元し、持続発展する企業になるため
には、利益バランスはとても大切です。ぜひ本例会に参加して、自社の利益バラン
スを考えてみましょう！！

https://us02web.zoom.us/j/81946607071?pwd=azBuWVk1bm85VUNwZ0lUSFIxRjhpZz09
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