組織委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２６年度 第７回 組織委員会
【開催日】
平成２６年１０月７日（火） １９：３０～２０：３０
【会場】
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室
【出席者】
５名
【議事・内容】
【１】９月度役員会報告
【２】イントロセミナー＆支部オリエンテーションについて
（１）開催日：平成２６年１１月２１日（金） 開催
（２）場所：ＴＨＥ ＧＯＴＥＭＢＡＫＡＮ
イントロセミナー＆オリエンテーション ２Ｆ会議室
懇親会会場 ２Ｆ 富士
（３）参加費：６，０００円
（４）スケジュール
１８：１０ 組織委員会委員 集合
１８：３０ 受付開始
１９：００ イントロセミナー＆オリエンテーション 開会 （司会：矢後芳昭）
開会の辞 （遠藤直樹副支部長）
三つの目的（本多組織委員長）
支部長挨拶（菅沼良将支部長）
１９：０５ 新会員自己紹介、サブ登録者自己紹介
１９：１５ イントロセミナー＆オリエンテーション 説明（組織委員会）
１９：２５ 「静岡県中小企業家の成立ち」 （藤原代表理事）
１９：４５ 御殿場支部の説明（本多組織委員長）
２０：００ 運営委員会、部会説明 （30周年実行委員長、各委員長、各部会長）
２０：２０ 「同友会と私」 （4代目支部長 矢後芳博氏）
２０：５０ 総評・閉会の辞（藤森利彦副支部長）
２１：００ 懇親会 （司会：鎌野芳行）
乾杯 （田代滋副支部長）
２２：３０ 中締め （勝間田賢一副支部長）
（５）今後の予定
役員会終了後に関係者に予告案内をＦＡＸ。
11月上旬に関係者に出欠席案内のＦＡＸ。
【３】オブザーバー等の進捗状況
遠藤直樹氏から2名のオブザーバー参加予定ありの報告。
【総括】
イントロセミナー＆オリエンテーションに対してのスケジュールと役割を決定し、
内容についての検討ができ、今年も順調に事が進む感じでいます。
■活動計画
【今後の予定】
第８回 組織委員会
（開催日）
平成２６年１１月４日（火） １９：３０～
（会場）
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室

企画委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２６年度 第７回 企画委員会
【開催日】
平成２６年１０月６日（月） １９：３０～
【会場】
㈱広川生コン 会議室
【出席者】
１０名
【議事・内容】
【１】１０月例会について（最終確認）
（１）内容
担当：役員会
日時：平成26年10月8日 (水)
会場：エピ・スクエア
内容：中堅・若手会員による我が経営の悩みを語る
例会タイトル：『私、悩んでます』
～さまざまな経営課題に日々苦闘する4名のリーダー～
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～
例会開始・報告者紹介
19：20～20：20
報告
20：20～21：05
バズセッション
21：05～21：25
グループ発表
21：25～21：30
総評
21：30～
終了・後片付け
21：50～
懇親会
（２）協議事項
役割分担・タイムスケジュールについて
グループ分けについて（年齢構成を考慮して事前に振り分ける）
軽食・懇親会について
【２】１１月例会について（詳細検討）
（１）内容
担当：共育部会
日時：平成26年11月12日 (水)
会場：エピ・スクエア
内容：グループワーク
例会タイトル：（仮称）『これがリアルな事業継承だ』
～後継者にバトンを渡す大仕事報告会～
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
19：25～19：30
例会開始・報告者紹介
19：30～20：15
報告
20：15～21：00
グループワーク
21：00～21：15
グループ発表
21：15～21：20
総評
21：20～
終了・後片付け
21：40～
懇親会

（２）協議事項
役割分担・タイムスケジュールについて
軽食・懇親会について
【総括】
11月例会の最終確認を行いました。
10月例会の内容を協議・検討。引き続き準備を進めたいと思います。
■事業計画
【事業名】
１２月忘年例会
【概要】
開催日：平成26年12月10日（水）
会場：名鉄菜館
推定参加者数：60名前後（Ｈ24年：61名 Ｈ25年度：57名）
タイムスケジュール
18：00～
会場準備
担当
企画委員会
18：30～
受付
担当
企画委員会
19：00～19：10
例会セレモニー
司会
永田耕一
19：10～19：15
支部長挨拶
菅沼支部長
19：15～21：15
忘年例会
乾杯
未定
20：00～
余興
司会
未定
21：15～
中締め
挨拶
未定
【協議事項】
【１】会費について
前年度を参考にする
【２】余興について
現在鋭意協議中
【３】その他
（１）帰りのバス（会場～御殿場駅）の手配について。
（２）余興用の控室等の確認。
（３）2次会の設営について（昨年度は部会対応）。
【今後の予定】
第８回 企画委員会
（開催日）
平成２６年１０月２７日（月） １９：３０～
（会場）
エピ会議室
（参加要請）
１１月例会関係役員・１２月例会関係役員

広報委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２６年度 第６回 広報委員会 （３委員会合同）
【開催日】
平成２６年９月１日（月） １９：３０～２１：００
【会場】
市民会館会議棟地下１F第一研修室
【出席者】
４名
【議事・内容】
【１】原稿執筆担当確認
（１）写真撮影および同友ごてんば速報版 執筆者：勝亦英樹
（２）県広報誌「同友しずおか」１１月１０日号支部だより 記事執筆者：田代滋副支部長
（原稿締切り 例会後1週間）
（３）県広報誌「同友しずおか」１２月１０日号 取材協力
①全県経営フォーラム 第４分科会 参加者の感想分（４００文字）
②支部だより １１月例会（共育部会設営） 例会感想（３００文字程度)
【２】支部広報誌「同友ごてんば ６３号」発行について
（１）記事の内容
①平成２７年御殿場市経済交流交換会のもよう
②１２月忘年例会のもよう
③３０周年実行委員会のレポート
④会員企業訪問
会員企業訪問は、「士業特集」の予定。
昨年、今年で士業の会員が３名入会しているので、３社を取材して掲載
（２）発行時期について
上記の記事内容を鑑みて、１月中旬校了、１月末までに入稿、２月中旬の発送を予定
（３）「同友ごてんば」６３号 予算計画
下半期の委員会活動費が厳しい状況について
【３】平成２７年度版 御殿場支部ポケット名簿用会員写真撮影について
３０周年を迎えるに当たり、ポケット名簿の会員個人写真を統一して撮り直しを行う。
（１）写真撮影の方法
①1月、2月、3月例会の開始前（6時～7時の間）に、エピ会議室にブースを設けて撮影。
②部会ごとに重点的に撮影する月を決定 ＋ 部会外でも当日撮影できる人を撮影。
③写真撮影は、委員会メンバーに依頼
【総括】
下半期第1回目となる今月の委員会でしたが、出席人数が非常に少ないのが残念でした。
下半期からは来年度へ向けてた準備と、毎月の取材、県広報誌への取材協力などがあるため、
次回からはもっと多くの委員に出席してもらい、会を進めたいと思います。
■活動計画
【今後の予定】
第８回 広報委員会
（開催日）
平成２６年１０月２７日（月） １９：３０～
（会場）
勝亦製材駿河鉄骨 事務所

総務委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２６年度 第７回 総務委員会
【開催日】
平成２６年１０月３日（金） １９：３０～
【会場】
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室
【出席者】
６名
【議事・内容】
【１】全県フォーラムについて
第２８回 全県経営フォーラムin榛原
開催日：平成２６年１０月２５日（土）
【２】総務委員会今後の活動内容について
（１）２０１５年 御殿場市経済交流交歓会の同友会受付
開催日：平成２７年１月８日（火）
（２）第４５回 中小企業問題全国研究集会への出席要請活動
設営：神奈川県中小企業家同友会
開催日：平成２７年３月５日（木）、６日（金）
（３）次年度同友会まつりについて
■活動計画
【今後の予定】
第８回 総務委員会
（開催日）
平成２６年１１月１０日（月） １９：３０～
（会場）
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室

交友委員会 活動報告
■活動計画
【今後の予定】
第６回 交友委員会
（開催日）
平成２６年１０月２０日（月）１８：３０～
（会場）
時之栖 茶目
（内容）
１１月研修旅行について

