
一般社団法人北海道中小企業家同友会

オホーツク支部１０月例会のご案内

◆日 時： １０月２２日（木） 1８：３0～２１：００
◆会 場： 北見市民会館小ホール （北見市常盤町２丁目１－１０）

幡氏 報告：７０分 グループ討論（会場参加者のみ）：５０分

◆参加費： 1,500円（会場費、講師関係費他として）
北見市以外からのZoom参加は無料（北見からのZoom参加は1,500円事前振込）
例会終了後、場所を移して懇親会を開催いたします。こちらも是非ご参加ください。
◆懇親会場：OTTO(北見市北５条西２丁目６ 0157-33-1222)
◆懇親会費：4,０００円（お店の領収書）

２０２０年９月23日
（一社）北海道中小企業家同友会オホーツク支部

支部長 田村 友朗
担当：女性部たんぽぽの会

多くの企業において人材不足が課題になっている中、社員が定着し、育つ
会社への取り組みが急務です。経営者が社員と共に成長し、「社員が輝き、
社員が育つ」会社づくりを進めている㈱テックサプライの実践から学びます。
幡氏は 34歳で未亡人となり、3人の子どもを育てるために起業しました。
「会社を存続させ、雇用を守ることは社会にとって、とても役に立つことです」
と先輩会員に言われたのを機に、一人でも多くの人を雇用し、働く場を与え
ていきたいと思うようになりました。経営理念に想いを込め、仕事を通して幸
福な人生を社員と共に築いていきます。

経営理念に込めた想い
～「人間力」を信じ共に育つ経営をめざして～

【企業概要】
【設立】1994年 【資本金】3,600万円 【年商】12億円 【社員数】500人（パート・アルバイト含む）
【事業内容】ビルメンテナンス、環境整備、介護、ねこの手サービス 【URL】http://www.tec-supply.com/

（株）テックサプライ 代表取締役 幡 優子 氏 （札幌支部会員）

参加申込書（10/２２） オホーツク支部１０月例会 ＦＡＸ０１５７－２３－４１３０

例 会・・・ □参加 □Ｚｏｏｍで参加 □欠席

懇親会・・・ □参加 □欠席

会社名： 役職： 氏名

10月１９日（月）までにご返信ください。締切以降のキャンセルは参加費の全額を申し受けます。



一般社団法人北海道中小企業家同友会 オホーツク支部 事業承継セミナーのご案内 

2019年 9月 30日 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 

オホーツク支部 経営委員長 川口 由美 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

企業の数だけ事業承継の悩みや課題があり、進め方も会社によって様々です。 

本セミナーでは事業承継の本質的理解を深め、親族への承継、従業員への承継、他社へ 

の承継に関する考え方と留意点について解説します。また、事業承継税制特例措置の 

内容についてもわかりやすく説明いたします。 

10月14日(水) 19:00～21:00 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、同友会事務局 TEL:0157-23-4110までご連絡下さい。 

     事業承継セミナー（１０/１４）出欠回答           
 

ＦＡＸ：０１５７－２３－４１３０／  E-mail: okhotsk@hokkaido.doyu.jp 

 

□全て出席    □セミナーのみ出席  □欠席 
 
 
 

社名                 役職        氏名                

 １０/９(金)までに同友会事務局までご返信ください。 

＊この会の模様を撮影・録音することがございます。記録は同友会活動に限って印刷物やWEB上に掲載することがあります。 

＊当日のキャンセルの場合は実費をいただく場合がございます。 

北見市民会館 1号室（北見市常盤町２丁目 1-10） 

５００円（会場費等として） 

【テーマ】 

『事業承継は 100社 100通り！』 
～自社の事業承継を一緒に考えませんか…～ 

【講 師】 

一般社団法人 しんきん事業承継支援ネットワーク   

専務理事  小 川 孝 二 氏 

        （中小企業診断士・事業承継コンサルタント・M&Aアドバイザー） 

21:15～23:00 4,000円(お店の領収書) 

居酒屋でんまる（北見市北５条西 3丁目 ステラビル 1F） 

場 所 

日  時 

会 費 

懇親会 

※懇親会は先着 20名様とさせて頂きますので、早めにお申し込み下さい。 

mailto:okhotsk@hokkaido.doyu.jp


今年度２回目の研修会です。同期の輪を広げましょう！ 

新入社員フォローアップ研修会②のご案内  
2020年 9月 17日 

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 
オホーツク支部 支部長 田村 友朗  

共育委員長 林 正道 
℡0157-23-4110 

 

皆様におかれましては益々ご活躍のことと存じます。７月に開催された新入社員フォローアップ研修

会には５社１１名の方にご参加いただき、それぞれの３か月間を振り返り会社を超えた同期たちとグル

ープ討論で経験を交流しました。２回目となる１０月は 201９年に入社した先輩たちから学ぶ講演会

と「円滑なコミュニケーション方法」について同期と一緒に考えてまいります。 

ぜひ、ご予定いただきますようお願い申し上げます。 

 

◆ 日 時：２０２０年１０月１５日（木）１３：３０～１７：１５ 

◆ 会 場：北見市民会館５号室（北見市常盤町２丁目 1-10） 

◆ 参加対象：2020年に入社した新入社員の皆さん 

（7月の研修会に参加出来なかった新入社員の方も是非ご参加ください） 

◆ 研修会構成 

1３:３0～15:00 先輩社員に聴く・先輩からのメッセージ 

・キタイチホールディグス（株） 武田 一沙 氏（2年目） 

     ・北ガスフレアスト北見（株）  髙橋 大貴 氏（２年目） 

先輩からのメッセージを受けてグループ討論 
    

１5:00～17:00 新聞から学ぶ、業務に役立つコミュニケーション術 

     講師：北海道新聞北見支社 営業部長 藤田 慎也 氏 

   【主な内容】 

① 他者にわかりやすく書くことを徹底している新聞記事の書き方や誤報を防ぐ方法を知る 

② 「報・連・相（報告・連絡・相談）」とは何か、考える 

③ 活用すると便利な SNSの使い方や、注意すべき点を考える 
 

17:00～17:15 レポート記述 閉会 
 

◆ 参加費：2,５００円（会場代、資料代、講師関係費として） 

◆ 持ち物：筆記用具 
  

 

研修会終了後に 2020年入社社員を対象にした懇親会を企画しています。 

参加費 4,000円程度（お店より領収書が発行されます）場所：近隣飲食店 

社外同期の絆を深めてみませんか？ご参加お待ちしております！（懇親会は自由参加です。） 

 

１０/１５新入社員フォローアップ研修会 出欠回答 締切１０／９（金）まで 

同友会事務局 FAX：０１５７－２３－４１３０ 

 

貴社名            役職・部署       参加者氏名          

懇親会丸を付けてください  参加 ・ 不参加         担当者氏名          



一般社団法人 北海道中小企業家同友会オホーツク支部 

 

 

 

20２０年１０月１日 

（一社）北海道中小企業家同友会オホーツク支部 

担当：組織企画委員会 

                                電話／0157-23-4110 

 

同友会に興味のある経営者をお誘いください！ 

お昼を食べながら近況を語らい、午後のお仕事に向けた英気を養

って参ります。各種イベントや新商品のＰＲも大歓迎！新たな業種

の会員との出会いや耳より情報など、色々なメリットがあるかもし

れません。ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出欠回答先 → FAX／（０１５７）２３－４１３０ 

  
同友会オホーツク支部 Ｄｏｙｕパワーランチ（１０/１６）出欠回答 〆切：10/14 

 

（  ）参加します メニュー：（  ）A  （  ）B  （  ）C 

会社名             役職        氏名                       

お知り合いの経営者をお誘いください！ 

 

会社名             役職        氏名                       

当日のキャンセルは参加費の全額を申し受けます 

場  所／ホテル黒部（北見市北 7条西 1-1） 

と  き／１０月１６日（金）1１:00～1２:00 

メニュー／A：ビジネスプレート（洋食） 

    B：鶏の味噌焼き 山椒風味（和食） 

    C：オホーツク北見塩焼きそば 

会  費／１，１００円（税込・ホテルの領収書） 

会 費／１，１００円（お店の領収書）

（ハンバーグ １２０ｇ・鮭フライ・スパゲティ・スープ・ライス） 

（通し・御飯・香の物・味噌汁付き） 

（スープ付き） 

※メニューをお選びください 

※開始時間にご注意ください。 

会員以外の方も参加できます 

お気軽にご参加ください！ 



オホーツク支部会員の皆様へ    

     

 
２０２０年１０月８日 

（一社）北海道中小企業家同友会オホーツク支部 

交流委員長 澤田 茂樹 

北見市公園町 1-2 TEL：0157-23-4110 
 

 と  き／  １０月３１日（土）９：４０スタート（受付９:０0～９：３０）   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    組み合わせの都合上できるだけ早めにお申込み下さい。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………き り と り せ ん……………………………………… 

１０/３１親睦ゴルフ大会 参加申込書 
ＦＡＸ0157-23-4130・Ｅﾒｰﾙ okhotsk@hokkaido.doyu.jp でお申込下さいませ！ 

 

□参加を申し込みます 

   

貴社名                                    

□ゴルフコンペ  参加者（  名）氏名               ハンデ（  ） 

氏名               ハンデ（  ） 

□協賛金・協賛品を提供します 内容                          

 

大  会  概  要 

と こ ろ／北見カントリークラブ（北見市大正８１３） 

参 加 費／２，５００円（賞品代等） 

※プレー代は各自でご負担ください（キャディ付き） 

※カートをご希望の方は各組でお申し合せの上、ゴルフ場にお申し付けください 

ゴルフ終了後、随時懇親会場へ移動 

懇親会場／場所は当日ご案内いたします 

懇親会費／３，５００円 

集まり次第表彰式を始めます 

協賛のご協力を心よりお願い申し上げます。 

御礼はオホーツク支部ホームページ上にて企業名を掲載させて頂きます。 

!! 



 

別海地区会オープン例会のご案内 
 

別海地区会は、宮城同友会から佐藤氏をお迎えし、オープン例会を開催いたします。 

佐藤氏は、同友会入会後、自社の経営指針の成文化を行った事で明らかになった”地域の課題”に取り組

むため、中小企業振興基本条例制定運動に乗り出します。同友会運動と条例運動のつながりとは何なの

か？地域で人を採用し育てる意義とは？東日本大震災を乗り越え、コロナ禍を生きる、力強い地域企業の実

践から学びます。皆様ぜひご参加下さい！ 

 

【テーマ】夢のある地域づくりを目指して 
～経営指針の実践と白石市中小企業振興基本条例の事例から～ 

 

【報告者】 

（株）ヴィ・クルー 代表取締役  佐藤 全 氏 

（宮城同友会・白石蔵王支部） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◇10／８（木）までに出欠回答をお寄せ下さい。 

◇別海地区会オープン 10月例会 出欠回答 

FAX返信先：０１５４－３１－０９４４ 

会社名                           出 席 ・ 欠 席 

                               （どちらか一方に○印をお付け下さい） 

お名前 お役職 出席方式 

  ① 会場(ぷらと) ・ ② Zoom 

※Zoom で参加される方はメールアドレスをお知らせください。招待 URL、ミーティング ID を申込いただ

いた方に送付いたします。メール：                              

★会員ではない方の参加も可能です。下記にご記入ください★ 

会社名             お役職              お名前               

 

  
 

2020年 9月 25日 

(一社)北海道中小企業家同友会 くしろ支部 

別海地区会 会長 髙橋 宗靖 

〒085-0016釧路市錦町 5-3 三ッ輪ビル 5F 

TEL（0154）31-0923 FAX（0154）31-0944 

■日 時 １０月１６日(金)1９:０0～20:３0 
■参加費 １,０００円（会場費・事務経費等として） 
         ※Zoomで参加の方は無料 ※会場参加定員：30名 

■参加方法 ①ぷらとで参加（別海町旭町 67-1） 

②各自でWEB参加（Zoomを使用） 

＜佐藤氏と別海地区会のつながり＞ 

2012 年、宮城同友会白石蔵王支部

において中小企業振興基本条例制定

運動がスタート。条例先進地域の別

海町を視察に訪れる。訪問をきっか

けに意気投合し、別海地区会・白石

蔵王支部との間で、現在も相互の交

流が続いている。 

◆会社概要 

【設 立】２００６年１０月【資本金】２,４００万円【社員数】３５名 

【事業内容】車体整備事業、リサイクル事業、企画営業、製品開発 

 



と  こ  ろ；オンライン開催のため、自社からのご参加となります

参加費；無料

企業変革学習会

ソーゴー印刷（株）
代表取締役社長 高原 淳氏

1960 年設立。印刷、広告、エリアマーケティング、出版業。
大阪芸術大学写真学科卒業後、雑誌・広告を中心にフォトグ
ラファーとして活動。2001 年、ソーゴー印刷㈱代表取締役就
任。とかち支部支部長。

  （株）温泉宏楽園
専務取締役 米山 佳宏氏

1956 年設立。しりべし・小樽支部小樽地区会幹事。朝里川温

泉郷の入口に位置し、日本庭園に囲まれた閑静な温泉旅館。

新型コロナウィルスの影響を大きく受けた中でも雇用確保、

採用に取り組む。しりべし・小樽支部 共育・求人副委員長。

   （株）恒栄工業
代表取締役 上原 伸也氏

1978 年設立。冷暖房空調・給排水衛生工事業。北海道大学経

済学部卒業後、銀行員を経て㈱恒栄工業入社。2018 年、代表

取締役就任。若い社員が定着する会社が生き残ると考え、勉

強するために 2015 年より共同求人委員会に所属。今年度よ

り札幌支部共同求人委員長。

企業変革学習会（2020/11/4）出欠回答  〆切:10/23

  □参加します   □参加しません

企業名             役職          氏名(ｶﾅ)           (        )

ゲスト 企業名             役職       氏名(ｶﾅ)          (        )

問い合わせ℡.011-702-3416(直) 担当：岸川、渋川 ▼ＦＡＸ ０１１-７０２-９５７３

   しごとつくる（株）
     代表取締役 本宮 大輔氏

2015 年設立。各種研修（コミュニケーション力向上、モチベ

ーションアップ）、企業や地域の活性化支援を行う。北海道大

学大学院工学研究科修了後、世の中に貢献できる働き方をし

たいという思いから起業。札幌支部共同求人委員。

同友会会員企業の皆様

採用難の時代！ 参加必須の学習会！

ぜひご参加ください！

2020 年 9月 30 日

一般社団法人北海道中小企業家同友会

全道共同求人委員長 敬禮 匡

札幌支部共同求人委員長 上原 伸也

とき；２０２０年１１月４日（水）

今まで経験したことのない新型コロナウィルスの拡がりが採用活動に影響を及ぼしていますが、その
中でも新卒採用を続ける企業をお迎えして、「なぜ新卒採用を止めないのか」をテーマにパネルディス
カッション形式で学習会を開催いたします。強い覚悟を持って様々な取り組みに努める企業の活動を
学びます。

     ≪コーディネーター≫（株）ハイテックシステム
               専務取締役 酒井 裕司氏
     1991 年創立。計測・制御システム、電気設備などの設計、製作、施工。大学在学中から

15 年間東京でシステムエンジニアリングの経験を積む。強くて愛される会社組織をつく

るために共同求人委員会に参加。札幌支部共同求人副委員長。

14：00～16：30



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_feDNRGSNQO-jGNZajbQYtQ



 

企業名   お役職   

お名前   支 部   

人を生かす経営の実践で 

難局を乗り切ろう！ 
主催：中小企業家同友会全国協議会（中同協） 

（企画：中同協人を生かす経営推進協議会） 

人を生かす経営オープンセミナー 

コロナ禍にあって大きな経営危機を迎える中、経営者として覚悟
をかため、「労使見解」の精神で全社一丸の経営を進め、乗り越え
るためのヒントと励ましを得られる内容です。また、同友会ごとに
グループ討論し、それぞれの現状を出しあい、企業としての実践と
同友会としての企業づくりの取り組みを推進します。ぜひご参加く
ださい 
 

日 時：10月 22日（木）13：00－17：00 

対 象：同友会会員 

開催方法・会場：zoomにて開催します。 

  ※ミーティング ID、パスワードは後日お知らせいたします。 

    第２部でグループ討論がありますので、各自 zoomへのログインを 

していただきますようお願いいたします。 

参加費：無料 
 

＜企画内容＞ 

第 1部： 13:00～14:30 

    開会あいさつ・趣旨説明 

実践報告（4名×15分） 

 ㈲コーリヤマ 代表取締役 藤河正弘氏（秋田・常任理事）  

㈱バイタルリード 代表取締役 森山昌幸氏（島根・代表理事） 

㈲小田商店 代表取締役 小田大輔氏（徳島・副代表理事） 

㈲奥進システム 代表取締役 奥脇学氏（大阪同友会会員） 

問題提起 中同協人を生かす経営推進協議会 代表 加藤明彦氏 

休憩  14:30～14:45 
 

第 2部： 14:45～16:00 

グループ討論（ブレイクアウトセッションにて実施） 

休憩  16:00～16:15 
 

第 3部： 16:15～17:00 

グループ討論発表（5名×3分） 

行動提起（4名×5分） 

＊人を生かす経営にかかわる 4つの中同協専門委員会から 

経営労働委員長 林 哲也氏、共同求人委員長  川中英章氏 

社員教育委員長 梶谷俊介氏、障害者問題委員長 比嘉ゑみ子氏 

まとめ 

＊左上の写真は第６回人を生かす経営全国交流会（開催地・宮崎） 

102-0074 

東京都千代田区 

九段南 4-7-16  

市ヶ谷 KTビル 3F 

電話 : 03-5215-0877 

FAX : 03-5215-0878 

https://www.doyu.jp/ 

中小企業家同友会 

全国協議会 

お申込みお問い合わせ

は北海道同友会事務局

までお願いいたします。 

電話 :011-702-3411 

FAX :011-702-9573 

E-mail :info@hokkaido.doyu.jp 
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北見芸術文化ホール
ウェビナー配信（Zoom）及び

北見市泉町1丁目3-22

インターネットからのお申し込み

▲

http://www.okhotsk.or.jp/forum

地域社会により良い変化を…自律的健康社会の形成を目指して

～宇宙実験で解明された大豆の科学～

地域融合フォーラム

筋肉を保持（貯筋）する大豆のチカラ

筋肉を保持（貯筋）する大豆のチカラ

［お申し込み・お問い合わせ］イソップコリドール事業推進協議体（事務局：システムサプライ内）　　　　　　　　　

切らずにこのままＦＡＸしてください
.
　　申込書　送信先 FAX　0157－24－2873

TEL.0157-24-2763

日　　時

年2
令和 14：00～

15：4511 7月 日㈯

場　　所

徳島大学大学院
医歯薬学研究部生体栄養学分野 教授 

※ご記入いただいた情報は、主催者からの
各種情報提供の為に使用させていただく場合があります。

住　　所

氏　　名

（〒　　　ー　　　　　　 ）

T E L

E m a i l

後　　援／北海道オホーツク総合振興局・北見市・北見工業大学社会連携推進センター
日本赤十字北海道看護大学・北海道中小企業家同友会オホーツク支部

共　　催／産業クラスターオホーツク
イソップコリドール事業推進協議体

（事務局：北見市商工観光部工業振興課）

主　　催／北見東ロータリークラブ（事務局：北見市北2条西3丁目北2条ビル）

（事務局：システムサプライ内）

講
　
演

氏二　川　　　健

[テーマ]

[講　師]

締切：令和2年10月28日

参加費
無料

　コロナ禍や生活習慣病の増加など健康をめぐる地域課題が多様化しています。

　「個人の健康が組織や地域社会にとって不可欠な資本」との認識に立ち、健康情報の提供や

健康維持増進の行動を促す仕組みを構築することで、生産性の低下を防ぐと共に医療費の

増加を抑え、組織や地域社会の安定を図る仕組みの構築が必要と考えます。

　本フォーラムは、医食同源の観点から食の科学を通して健康の価値を最大限に引き出す方策

を組み立て実践していく契機を提示、地域社会により良い変化をもたらす“自律的健康社会の

形成”を目指しています。

この度のフォーラムは十分なコロナ対策を取り、広く市民に公開しますのでお気軽にご参加

下さるようご案内申し上げます。

　本フォーラムでは、ご参加いただくすべての皆様の健康・安全を守りながら開催してまいります。新型コロナウイルス感染防止に対して参加者人数

の制限など最大限の対策を講じ、開催してまいりますが、感染のリスクが無いことを保証するものではありません。感染時に重症化する可能性の高い

高齢者や基礎疾患等ある方は、慎重にご判断のうえ、ご来場くださいますようお願いいたします。

　また、患者発生状況や行政機関・保健所等の動向を踏まえ、本イベントを中止や延期する場合がございます。





無料

     ※不明な点がございましたら、お問い合わせください

・会場で参加 （定員30名）
　※ご来場の際はマスクを着用し、体調のすぐれない方は参加をご遠慮ください

・Web（Zoom）での参加 (定員100名）
　※Webの方は（招待状受取可能な）メールから参加申込ください
　※Web参加には（パソコン・スマホ・タブレット）+インターネット（Wi-Fi）が必要です
　　（スマホ等の通信機器ではパケット料が発生する可能性がありますので注意ください）
　※Web参加者にはメールで資料データを送りますので、各自ご準備をお願いします

紋別市福祉センター「はーとぴあ21」(紋別市幸町7丁目1-10)

参加方法

「高等養護学校での就職に向けた取り組み」～社会で生きる～
　　紋別高等養護学校　 校長　　　奥田　雅紀　氏
　　　　　　　　　　　　　　　 教頭　　　本田　憲行　氏
　　　　　　　　　　　　　　　 教諭　　　我妻　大介　氏

主　　　催
（連 絡 先）

講　　演

「紋別地域の障がい者就労の状況と障がい者雇用制度」
　ハローワーク紋別 就職指導官　 阿部　南咲　氏

テ　ー　マ 「長く働き 安心して暮らせる地域づくり」

対 象 者 障がい者就労に関心のある方

参加費用

開 催 日 令和 ２年 １０月 ２２日（木）

開催時間 13：30～15：40　　（開場受付13：15）

開催場所

共　　　催 ハローワーク紋別　／　紋別市

報　　　告

オホーツク障がい者就業・生活支援センターあおぞら
　　住所　北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

　　TEL0157-69-0088　　　FAX0157-69-0087
　　メール aozora@kawahigashinosato.jp



（ ） 会場で出席します

（ ） Web(Zoom)で参加します

（ ） 欠席します

＊出欠の回答につきましては１０月１９日(月)までにメール・FAX・郵送でお願いします。

＊Zoomで参加する方は、受信可能なメールアドレスから参加申込ください。

（10/20(火)までに、Zoom招待状をメールで送信させていただきます）

　※上記日までに招待状が届いていない場合は、ご連絡をお願いします。

 連絡先 　 オホーツク障がい者就業・生活支援センターあおぞら

　　 E-mail : aozora@kawahigashinosato.jp

お名前

【FAX 通知表不要】　出欠票をそのまま送信下さい）

北見市大通西2丁目1番地　まちきた大通ビル５階

ＦＡＸ　０１５７－６９－００８７

所属・職名

お名前
所属・職名

「障がい者就労支援連絡会　紋別」　出欠書

令和２年１０月２２日(木）に紋別市で開催

お名前

メールアドレス
（Zoom参加のみ）

所属・職名

市町村名

法人・団体名

電話番号



共感力を鍛えよう

2020年11月12日（木）　
13：00～15：00
場所：ホテルベルクラシック北見4階  グランド・ロイヤルホール

（北見市北6条西1丁目8-1）

　◆ 商品開発のコンセプトづくりのプロセス。

　　   販売すべき人は誰か、伝えるべきことは何か。

　　   優れた成功事例と間違えがちなこと。

　　   トレンドと自分の商品の関り。

　　   変化に負けない共感力を作りましょう！

    ソーシャルディスタンスを保ちながら、

    考える事を意識し、自らのアイディアが

    浮かぶ体験をしてみましょう。

    人はどんなことにひびくのか、

    消費者マインドからハッとして気づく

    瞬間を持ちましょう。

プ ロ グ ラ ム

ファンこそチカラ！

セミナー第1部 ワークショップ第2部

アタマを柔らかく、考える時間を持ちながら、

アイディアを産み出す発想法、売るために必要なこと、

商品開発の考え方などを楽しく学びます。

定員30名
（申込先着順）

参加
無料

地場産品

高付加価値化セミナー
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0157-25-1210　　　　0157-26-2712　　　　kogyo＠city.kitami.lg.jp

場　所

対象者

参加料

定　員

主　催

　どんな変化がくるか予想のつかない今、変化に対

応するのではない、自らが新たなマーケットを作り、

ゆるぎないファンを作って行くことが重要になります。

商品やブランドの伝える価値は、お客様の頭の中や

講師紹介
2012年より農林水産省事業の６次産業化プランナー。生産者の商品開発やマーケティングをサポート。2019年より、中小

機構北海道本部企業支援部新事業創出チーフアドバイザーとして農商工連携を担当。北海道大学大学院・国際メディア観

光学院DMO育成プログラムを終了し、デスティネーションマネージャーの認定を受け、観光果樹園、ファームレストラン、地

域づくりなど「農業×観光」のサポートを行っている。

ホテルベルクラシック北見4階 

グランド・ロイヤルホール （北見市北6条西1丁目8-1）

生産者、製造加工業者、飲食業者などの食産業関連の方、

食の商品開発に興味のある方 など

無料

30名（申込先着順）

北見市地場産品高付加価値化推進委員会

お申込み／お問合わせ

アルコール消毒液の設置、スタッフのマス

ク着用、室内の換気、座席間隔を開ける等

を行います。ご参加の皆様にも事前の検

温、マスク着用をお願いいたします。

申 込 用 紙

※申込用紙にご記入いただき、この面をFAXにて 0157-26-2712まで送信してください。お電話、メールでもお申込みできます。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本セミナーの内容が変更または中止となる場合がございますので、

　予めご了承の上お申し込みください。

F A Xはこの面を送信してください【F A X : 0 1 5 7 - 2 6 - 2 7 1 2】

心に入っていくアプローチが必要です。

アタマを柔らかく、考える時間を持ちながら、アイ

ディアを産み出す発想法、売るために必要なこと、

商品開発の考え方などを楽しく学びます。

------   今だからこそ、新しく柔軟なアプローチを

萬谷 利久子 氏 （野菜ソムリエ上級Pro・北海道6次産業化プランナー）
ばん  や        り     く     こ

新型コロナウイルス感染予防対策について

TEL MAILFAX

北見市地場産品高付加価値化推進委員会（事務局：北見市商工観光部工業振興課）

企業・団体名

参 加 者 氏 名
（複数人参加可能）

電 話 番 号

ご 住 所

北見市地場産品高付加価値化推進委員会事務局　行

（　　　　　　）　　　　　　-　　　　　　

〒

※新型コロナウイルス感染拡大防止策のため、ご参加の方の連絡先を記入願います。

申込締切  2020年11月6日（金）

2020年11月12日 木  13：00～15：00
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