
経営理念部会　活動報告

■活動報告
【会議名】
平成２３年度　第１０回　　経営理念部会　

【開催日】
平成２４年　１月　４日（水）　　１９：３０～２１：００

【会場】
支部事務局２階第４会議室

【出席者】
１２名

【役割担当】
担当　　高田光雄
司会　　遠藤直樹

【議事】
【１】２月担当例会の流れ、役割担当の発表
【２】経営理念報告練習　２

【総括】
本番まで１ヶ月余りで皆緊張気味で報告練習に挑みました。当初の報告時間を延長すること説明した。
４人の報告者が順番通り報告をし、一人一人に皆で評価、アドバイスをした。全体的にはまだ報告時間が
指定の時間に納まらない人、中には内容の指摘を受けた人もいたが、４人ともに言える事は
自分の経営理念をもっと自身を持って発表して欲しい。

■事業計画
【事業名】
２月支部例会

【例会担当】
経営理念部会

【開催日】
平成２４年　２月　８日(水)

【会場】
エピ・スクエア　　2階エピホール

【例会タイトル】
「今こそ　経営理念で自立型企業の基礎を築こう！」
（あなたの”経営理念”存在価値有りますか）

【バズ テーマ】【バズ　テーマ】
後継者の悩み「経営理念で飯が食えるか」

【バズ　グループ】
グループ 報告者 グループ長 発表者
第一 片山和正 高田光雄 大川隆久
第二 立道貢一 勝又　薫 田代　滋
第三 杉山正英 遠藤直樹 勝又茂生
第四 鎌野篤志 山本雄三 益山卓哉

第五 鎌野泰幸 杉山弘人 前原　毅
第六 加藤正弘 本多幸司 勝間田賢一
第七 芹澤昌邦 杉山裕正 立道浩幸

＊上記の表の第五～七はバズのみ

【報告者】（4名）
報告順　１．片山正和　２．立道貢一　３．杉山正英　４．鎌野篤志

【推薦者等】（3名）
立道浩幸　　林 則夫　　根上武久

【タイムスケジュール】
18：30～　　　　　受付
19：00～19：20　例会セレモニー
19：20～19：25　担当例会開始
19：25～20：05　経営理念報告
20：05～20：15　推薦者等の感想
20：15～21：05　バズセッション
21：05～21：20　グループ発表
21：20～21：30　総評
21：50～　　　　　懇親会（会場：ご馳走屋　えびす）

■活動計画　
【今後の予定】
【１】次回部会役員会
開催日
平成２４年１月２５日（水）　１９：３０～
会場
支部事務所２階第３会議室
内容
（１）前回部会反省
（２）次回部会流れの検討
（３）例会各役割担当、資料等の検討、確認

【２】次回経営理念部会
開催日
平成２４年２月１日（水）　１９：３０～
会場会場
支部事務所２階第４会議室
内容
（１）経営理念報告練習　３
（２）例会準備等



経営対策部会　活動報告

■活動報告
【会議名】
平成２３年度　９回　経営対策部会

【開催日】
平成２３年１２月１９日（月）　19：00～21：00

【会場】
やま城

【出席者】
７名

【議事】
【１】部会活動年間反省
【２】３月担当例会講師選定、打合せ

■事業計画　１
【事業名】
経営対策部会公開部会

【開催日】
平成２４年３月１４日(水)

【会場】
エピ・スクエア　　2階エピホール

【内容】
例会前に公開部会の形で栢野講師の話を
じっくりと聴き、ランチェスター”弱者の戦略”の理解を深める。

【タイムスケジュール】
内容 時間 備考 
部会員集合 13:00 会場準備、講師お迎え ( 12:00三島駅）
受付 13:15～13:45
公開部会 14:00～17:00 講師紹介、講演
講師紹介、挨拶 14:00～14:15 司会 杉山副部会長、挨拶部会長
１部、講演 14:15～15:35 ランチェスター”弱者の戦略”について
休憩 16:00～16:00
２部、講演 16:00～17:00 中小ベンチャーの成功例に学ぶ　
質疑応答 17:00～17:30 司会、講師
食事 17:30～18:00 にく友

■事業計画　２
【事業名】
３月支部例会

【例会担当】
経営対策部会

【開催日】
平成２４年３月１４日(水)

【会場】【会場】
エピ・スクエア　　2階エピホール

【例会目的】
自社の経営方針を打ち出すための、戦略的な要素を学ぶ場とする。

【趣旨】
経営対策部会として今、会社を経営するにあったっての組織運営の考え方を、ドラッカーの理論を
参考に部会内で、お互いの異業種間での見解を検証しています。一方最終目的である”経営方針書”を
作成するに当たり、戦略的な考え方が構築されなければならない。そんな中で、弱者の戦略である　
”ランチェスター戦略”を学ぶことによって、経営計画を作り上げてて行く上で、平常の会社経営の
基盤となるものを作り上げたい。

【例会スタイル】講師例会＆戦略シート作成
講師例会＆戦略シート作成

【講演のねらい】
ランチェスター“弱者の戦略”を学ぶことによって、自社の経営戦術を見直し、磨きをかける。

【例会テーマ】
同友会の三つの目的の中にある、強靭な経営体質をつくり上げるために、一つの経営戦略
を学び、経営方針書作成の一助とする。

【講師】
「人生は逆転できる」が使命の零細企業コンサルタント
栢野　克己（かのや　かつみ）氏（福岡市在住）

【内容詳細】
 講演時間９０分
（１）ランチェスター”弱者の戦略”とは       
（２）.”七転び八起き”の軌跡
（３）人生の成功は「夢＊戦略＊感謝」だ！！

戦略シート記入３０分
方法：質問形式のアンケート用紙をメンバーに記入していただく。
内容：ランチェスター戦略の考え方を自社（各自）に置き換えてみる

【タイムスケジュール】
内容 時間 備考            担当
部会員集合 17：45 会場準備、講師接待
受付 18：30～19：00
例会セレモニー 19：00～19：20
3分間スピーチ 19：20～19：25 交流ネットワーク部会  1名程度
講師紹介、挨拶 19：25～19：30 司会 横川副部会長、挨拶部会長
講演 19：30～21：00 ランチェスター”弱者の戦略”
戦略シート記入 21：00～21：30
質疑応答 21：30～21：35 司会、講師
総評謝辞 21：35～21：40 藤森副支部長
懇親会 21：45～ 未定

■活動計画　
【今後の予定】
次回経営対策部会　　　　　
開催日
平成２４年１月２５日（水）　19：30～21：00
会場

ピ会議室エピ会議室
内容
（１）３月担当支部例会における運営、段取りについて
（２）ランチェスター戦略について事前紹介



共育部会　活動報告

■活動報告
【会議名】
部会内役員会

【開催日】
平成２４年　１月１３日（金）　１９：３０～２１：００

【会場】
益山電気工事　事務所

【出席者】
３名

【議事・内容】
（１）第１０回部会について
内容の確認　
企業変革支援プログラムⅢ.人を生かす経営の実践　④対等な労使関係
バズセッションのテーマ、進め方などの検討
（２）次年度の部会活動について等

■活動計画
【今後の予定】
次回共育部会　
開催日
平成２４年１月１９日（木）　１９：３０～
会場
エピ会議室
内容
企業変革支援プログラム「対等な労使関係」について



交流ネットワーク部会　活動報告

■活動報告
【会議名】
平成２３年度　第９回　交流ネットワーク部会　

【開催日】
平成２３年１２月２１日（水）　１９：３０～

【会場】
和ごころチャイニーズ　たから亭

【出席者】
１３名

【議事・内容】
【１】1２月役員会報告
【２】１２月部会は、忘年部会として開催。
【３】２月の公開部会について、集まった部会員に内容およびスケジュールの報告を行った。
（予定）
１月部会内役員会　：　公開部会までのスケジュール日程を決定
１月部会　：　プレゼンテーション草案の発表
２月臨時部会：プレゼンテーションリハーサル
２月部会　：　プレゼンテーション大会(公開部会）　会場：御殿場インターホテル(予定）

■活動計画
【今後の予定】
【１】次回交流ネットワーク部会役員会
開催日
平成２４年１月１８日（水）　１９：３０～

【 】次 交流ネ ク部会【２】次回交流ネットワーク部会
開催日
平成２４年１月２４日（火）　１９：３０～
会場
エピ会議室



環境問題対策部会　活動報告

■活動報告
【会議名】
１２月度役員会以降、部会未開催につき報告事項はありません

■活動計画
【今後の予定】
次回環境問題対策部会　
開催日
平成２４年１月２０日（金）　１９：３０～
場所
妙見南店
内容
今後の部会活動について、次年度の部会について




