
 

 

 

 

役 

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

会社名（ 
★ご参加いただけるのは

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
※本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

 
下記日程にて、倉敷支部
今⽉の倉敷支部例会では、造作⽤集成材の製造・加⼯・販売

などを⾏う
いただきます。
 
同友会運動の重要な柱として取り組まれている「社員教
(株)ヤマシタでは、「社員共育大学」・「幹部社員大学」に

の社員が参加し修了
紹介された同社の朝夕のハイタッチ挨拶の様子は、多くの共感
を呼び、今では岡山同友会の会員企業の中にも広がっています。
山下⽒は、『成⻑の大きな要因は、社員共育大学の受講が始ま

りでした。経営指針発表会も経営者ひと
でしたし、そしてハイタッチの導入も』と、
の道のりを振り返ります。
7 ⽉例会では、

に育つ職場づくりの学びを深めていきます。
当日ご参加のみなさんは、是非！ハイタッチの挨拶から始め

ましょう！
 

日時：7
場所：瀬⼾⼤橋温泉
（〒701

会費：無料
締切：7
※出欠のご連絡

オブザーバーの

お申し込み・

「朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた
会社名・組織名
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ヤマシタでは、「社員共育大学」・「幹部社員大学」に
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紹介された同社の朝夕のハイタッチ挨拶の様子は、多くの共感
を呼び、今では岡山同友会の会員企業の中にも広がっています。
山下⽒は、『成⻑の大きな要因は、社員共育大学の受講が始ま
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7月18日（水
瀬⼾⼤橋温泉

-0112 倉敷市下庄
無料（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約
7 月 17 日（火

連絡を締切までに

オブザーバーの方は電話

FAX：

お申し込み・

岡⼭県中⼩企業家同友会
朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた
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同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

              
ご参加いただけるのは中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部
方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

岡⼭県中⼩企業家同友会

のハイタッチでの

～ 共 

下記日程にて、倉敷支部 7 ⽉例会を開催いたします。
今⽉の倉敷支部例会では、造作⽤集成材の製造・加⼯・販売

ヤマシタ 代表取締役

同友会運動の重要な柱として取り組まれている「社員教
ヤマシタでは、「社員共育大学」・「幹部社員大学」に

の社員が参加し修了しています。その「社員共育大学」の中で
紹介された同社の朝夕のハイタッチ挨拶の様子は、多くの共感
を呼び、今では岡山同友会の会員企業の中にも広がっています。
山下⽒は、『成⻑の大きな要因は、社員共育大学の受講が始ま

りでした。経営指針発表会も経営者ひと
でしたし、そしてハイタッチの導入も』と、

道のりを振り返ります。 
株)ヤマシタの企業像から経営者と社員が共

に育つ職場づくりの学びを深めていきます。
当日ご参加のみなさんは、是非！ハイタッチの挨拶から始め

日（水）
瀬⼾⼤橋温泉 

倉敷市下庄140
（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約

日（火）13:00
までに e.doyu

電話、ＦＡＸ、

：086-225

お申し込み・お問い合わせ

岡⼭県中⼩企業家同友会
朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた

  ）氏名（ 

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

             
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

切り取らずにそのまま

岡⼭県中⼩企業家同友会

のハイタッチでの

 に 育 

⽉例会を開催いたします。
今⽉の倉敷支部例会では、造作⽤集成材の製造・加⼯・販売

代表取締役 

同友会運動の重要な柱として取り組まれている「社員教
ヤマシタでは、「社員共育大学」・「幹部社員大学」に

しています。その「社員共育大学」の中で
紹介された同社の朝夕のハイタッチ挨拶の様子は、多くの共感
を呼び、今では岡山同友会の会員企業の中にも広がっています。
山下⽒は、『成⻑の大きな要因は、社員共育大学の受講が始ま

りでした。経営指針発表会も経営者ひとりでは開催できません
でしたし、そしてハイタッチの導入も』と、

ヤマシタの企業像から経営者と社員が共
に育つ職場づくりの学びを深めていきます。
当日ご参加のみなさんは、是非！ハイタッチの挨拶から始め
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 やま幸 
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（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約
13:00 （懇親会は

e.doyu で同友会事務局

、ＦＡＸ、メールでも

225-3662

お問い合わせ：岡山県中小企業家同友会事務局

岡⼭県中⼩企業家同友会
朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた
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同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。
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本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

切り取らずにそのまま

岡⼭県中⼩企業家同友会

のハイタッチでの挨拶

 つ 職 場

⽉例会を開催いたします。
今⽉の倉敷支部例会では、造作⽤集成材の製造・加⼯・販売

 山下英一⽒にご報告
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ヤマシタでは、「社員共育大学」・「幹部社員大学」に

しています。その「社員共育大学」の中で
紹介された同社の朝夕のハイタッチ挨拶の様子は、多くの共感
を呼び、今では岡山同友会の会員企業の中にも広がっています。
山下⽒は、『成⻑の大きな要因は、社員共育大学の受講が始ま

りでは開催できません
でしたし、そしてハイタッチの導入も』と、⾃社の成⻑と実践

ヤマシタの企業像から経営者と社員が共
に育つ職場づくりの学びを深めていきます。 
当日ご参加のみなさんは、是非！ハイタッチの挨拶から始め
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やま幸 

：086-462-
（例会後懇親会あり、各⾃清算、予算約

（懇親会は
同友会事務局にご連絡
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岡山県中小企業家同友会事務局
 

岡⼭県中⼩企業家同友会 
朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた

          

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。 
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本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま
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ヤマシタでは、「社員共育大学」・「幹部社員大学」に多数
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朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた

 

       ） 懇親会に

     ） 
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部社員です。経営者以外の方や一般社員の

⾦融機関を除く）。
参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

してください
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岡山県中小企業家同友会事務局（℡ 086-

倉敷支部 7 月例会
朝夕のハイタッチでの挨拶が会社を変えた」

 

懇親会に  参加する

 ⽒名（   
社員です。経営者以外の方や一般社員の

⾦融機関を除く）。 
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してください 

株式会社

代表取締役

造作用集成材の製造・加工・販売

岡山市北区下中野
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参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

 

 

株式会社ヤマシタ

代表取締役 山下

設立 

1995 年 7

業務内容

造作用集成材の製造・加工・販売

本部所在地

〒700-0973

岡山市北区下中野

こちらからも

参加のお申込

みができます

  ⇒⇒

」 
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 参加しない 

          
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

 

ヤマシタ 

山下 英一 

 

7 月 

業務内容 

造作用集成材の製造・加工・販売

本部所在地 

0973  

岡山市北区下中野 312-102 

も

参加のお申込

みができます 

⇒ 

 

   ） 
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきます｡ 

 

 

造作用集成材の製造・加工・販売 

 


