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会社名・組織名

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、
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下記日程にて、倉敷支部
 今回の例会は、
代表取締役
 

 昨年、代表取締役となった浅野⽒は、
経営時に入社し、
転換期を
業の変遷を間近で⾒ながら
に⾒えるもの
  そんな浅野社⻑の考える「経営者の仕事」について、
（株）サンキョウ－エンビックスの現在
ジョンを交えながら熱く語っていただきます。
 皆様、ぜひ
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場所：⽟島市⺠交流センター
（〒713-8121
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締切：11
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岡⼭県中⼩企業家同友会
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懇親会に 

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、

切り取らずにそのまま

 サラリーマン

下記日程にて、倉敷支部
今回の例会は、（株）

代表取締役 浅野浩一

昨年、代表取締役となった浅野⽒は、
経営時に入社し、3
転換期を経験し、5
業の変遷を間近で⾒ながら
に⾒えるものが変わっていったと浅野⽒は話されます。

そんな浅野社⻑の考える「経営者の仕事」について、
（株）サンキョウ－エンビックスの現在
ジョンを交えながら熱く語っていただきます。

ぜひお誘い合わせの上
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：info@okayama.doyu.jp

込み・お問合わせ

岡⼭県中⼩企業家同友会
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    参加する

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、

切り取らずにそのまま

岡⼭県中⼩企業家同友会

経営者

サラリーマン経営者

下記日程にて、倉敷支部 11
（株）サンキョウ－エンビックス

浅野浩一⽒にご報告いただきます。

昨年、代表取締役となった浅野⽒は、
3 代目からのサラリーマン経営者への
5 代目として事業継承されました。

業の変遷を間近で⾒ながら、ご⾃⾝も⽴場の変化ととも
変わっていったと浅野⽒は話されます。

そんな浅野社⻑の考える「経営者の仕事」について、
（株）サンキョウ－エンビックスの現在
ジョンを交えながら熱く語っていただきます。

お誘い合わせの上

記 
21日（水）

⽟島市⺠交流センター
倉敷市玉島阿賀崎

（例会後懇親会あり
日（火）

までに e.doyu

電話、ＦＡＸ、

225-3662 

info@okayama.doyu.jp

合わせ：岡山同友会事務局

岡⼭県中⼩企業家同友会

  ）氏名（ 

参加する    ・

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 FAX

岡⼭県中⼩企業家同友会

経営者の仕事

経営者が

11 ⽉例会を開催いたします。
サンキョウ－エンビックス
にご報告いただきます。

昨年、代表取締役となった浅野⽒は、
代目からのサラリーマン経営者への
代目として事業継承されました。

、ご⾃⾝も⽴場の変化ととも
変わっていったと浅野⽒は話されます。

そんな浅野社⻑の考える「経営者の仕事」について、
（株）サンキョウ－エンビックスの現在
ジョンを交えながら熱く語っていただきます。

お誘い合わせの上ご参加ください。
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・    参加しない

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

    ）役職（
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・経営支援機関・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

FAX してください

岡⼭県中⼩企業家同友会

仕事は、

が語る、従業員

⽉例会を開催いたします。
サンキョウ－エンビックス
にご報告いただきます。 

昨年、代表取締役となった浅野⽒は、2 代目オーナー
代目からのサラリーマン経営者への
代目として事業継承されました。

、ご⾃⾝も⽴場の変化ととも
変わっていったと浅野⽒は話されます。

そんな浅野社⻑の考える「経営者の仕事」について、
（株）サンキョウ－エンビックスの現在の取り組み
ジョンを交えながら熱く語っていただきます。 

ご参加ください。 
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ください。 
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倉敷支部 11 月例会

          

参加しない 

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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中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

経営支援機関・⾦融機関を除く）。
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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変わっていったと浅野⽒は話されます。 
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加のお申込みが

できます
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経営者の視点

参加 ・ 

      
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

サンキョウ－エンビックス

代表取締役 浅野

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 会社概要

 1972 年 02 月

 30 名(2017 年

  1,000 万円 

 環境測定・分析、土壌汚染

調査、環境コンサルティン

グ他 

所在地 〒700-0954

岡山市南区米倉

こちらからも参

加のお申込みが

できます。⇒⇒ 
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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

サンキョウ－エンビックス

浅野 浩一 氏 

会社概要 ■ 

月 

年 8 月現在) 

 

環境測定・分析、土壌汚染

調査、環境コンサルティン

0954 

岡山市南区米倉 66 番地

   ） 
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｡ 

サンキョウ－エンビックス 

 

 

環境測定・分析、土壌汚染

調査、環境コンサルティン

番地 2 


