経営理念部会 活動報告
■活動報告（１）
【会議名】
１月度 部会内役員会
【開催日】
平成２７年１月３０日(金） １９：３０～２０：３０
【会場】
杉山養鶏場
【出席者】
２名
【議事】
【１】２月担当例会最終確認
【２】２月度部会内容協議
■活動報告（２）
【会議名】
平成２６年度 第１１回 経営理念部会
【開催日】
平成２７年２月４日（水） １９：００～２１：００
【会場】
エピ会議室
【出席者】
１３名
【議事・内容】
【１】担当例会発表リハーサル
【２】担当例会役割等最終確認
【総括】
素晴らしい経営理念が完成した。理詰めで非常にわかりやすい説明だった。
ただ、気持ちが足りない。聴衆者の心を惹きつける訴えが足りない。
これらの指摘の中、この１週間でどう変貌するか、大いに期待したい。
２月担当例会の集合時間、役割等の確認を行った。いい例会になることを確信している
■活動計画
【今後の予定】
第１２回 経営理念部会
（開催日）
平成２７年３月４日（水） １９：００～
（会場）
御殿場ホルモン
（議事・内容）
今年度部会総括及び慰労会

経営対策部会 活動報告
■活動報告
【会議名】
第３回 同友会まつり実行委員会 総務委員会 合同
【開催日】
平成２７年２月９日（月） １９：３０～２２：００
【会場】
エピ会議室
【出席者】
８名
【議事・内容】
【１】今後スケジュール
3月
中～下旬 中郷館に決定 チャリティーの決定
4月
出店社の応募
5月
出店社の決定
6月
ポスター内容を決定し依頼 印刷物の作成
7月
チラシ等の作成
8月
チラシ配布 PR
9月
まつり
【２】同友会まつり役員担当
チャリティー品の提供 オークションにて販売 販売したお金は寄付
中郷館に確認してチャリティー販売のOKをもらう 4月までに
他支部出店について
【３】ステージについて
生徒の食事をどうするか チケットにするならその精算のやりかた
ステージ裏の使い方について（中郷館に確認が必要）
【４】職業体験について
参加費として500円を頂きシール台帳をもらう
１ブース職業体験を行うとシール１枚もらえる ５枚で景品と交換
人気があるブースだけ人が並ぶ ５ブース以上やりたい場合はどうするか
【４】飲食店舗について
スペース的に９店舗がMAXと思われる
出店料は５０００円でOKか？ 発電機レンタル 消化器 その他レンタル及び購入品確認
【５】働く車について
高所作業車のみでいいのではないか
時間を決めていろんな自動車を出してみる
【６】広報について
【総括】
３月末に中郷館での開催が決定されるので、その後に駐車場やチャリティー販売にかんして
相談させていただき、その内容をにて４月上旬の次回委員会を行いたいと思います。
■事業計画
【事業名】
３月例会（経営対策部会担当）

【開催日】
平成２６年３月１１日（火）
【会場】
エピホール
【推定参加者】
目標80名超え
【例会タイトル】
原点回帰！事業計画から見えた未来
【サブタイトル】
自社を把握することが次のステップへの近道
【会場レイアウト】
グループ討論形式 １テーブル6名～8名 10テーブル程度
【資料】
各報告者レジュメ
【例会趣旨】
経営計画って作れるんだ！と思って頂けることが目的です。
例会を通じて一年かけて作った仲間の経営計画を聞いて危機感を持って経営に取り組めるように
なっていただけたら幸いです。
【内容】
報告者：株式会社勝又造花店 勝又 薫
前社長の逝去により代表取締役に就任するも、ただ目の前にある仕事をこなす日々。
会社経営とは何か？これからどうしたらいいのか？そんな悩みを持ちつつ入会した同友会でした。
入会して理念の大切に気づき、翌年理念を成文化、そこから自社の未来、展望が見えてきました
お客様の声を参考にこれからのお葬式を考えた結果、出てきた答えは原点回帰でした
【バズテーマ】
あなたの会社は何か強いの？何が弱いの？
【バズセッションの展開】
他社の経営計画を聞いても他業種では、その計画に対して的確な意見を提案することは難しいの
一般客からの目線での意見や計画の作り方、必要性を話し合えたらと思っております。
その後、経営戦略シートを行いその内容についてバズを行う
新しい発見 答えを持っていなかった 意味が分からない
等の内容を話してもらい発表してもらう
戦略シートとは経営対策部会で作成した問題を抽出するための問いかけ
例：一言で言うとあなたの仕事はなんですか？ この仕事は儲かってるなぁ～と思う仕事は？
今の時代になぜあなたの仕事は選ばれてますか？
周りの方はあなたが何の仕事をしているか全ての職種を知っていますか？
このような内容となっております。
【グループ長】
部会員8名予定 (テーブル人数８～９名想定）
【タイムスケジュール】
18：00
部会員集合・準備
会場レイアウト 通常例会スタイル
18：30～
受付 受付担当４名（企画委員会）
19：00～19：20
例会セレモニー 企画委員会
19：20～19：25
３分間スピーチ 経営資源活用部会へ依頼
19：25～19：30
部会長挨拶 経営計画とは（前原 毅） 司会：（塩川 佳司）
19：30～19：40
昨年度報告者（勝俣智史）進捗報告

19：40～20：40
20：40～21：10
21：10～21：20
21：20～21：25
21：40～

報告：（勝又 薫）
グループワーク（８テーブル予定）
テーブル発表（選抜して３テーブルの発表 部会役員にて検討）
総評（副支部長：勝間田賢一副支部長）
懇親会 新五月 会費 5,000円 (担当：塩川 山田)

【準備する物】
プロジェクター（支部にて借りる）
【垂れ幕】
勝又 薫 作成
【軽食】
魚森
【例会着地点】
着地点としてはメンバーに戦略の必要性を感じて頂くこと
単純な質問の中に新たな気づきがあればと思っております。
【部会的メリット】
戦略は作った人だけが本当の喜びや楽しさを味わい、
「自社に具体的な落とし込み」が出来ると思っております。
そんなメンバーが一人でも多く輩出することが出来れば、支部全体の発展に寄与することが
出来るものと考えております。
【今後の予定】
【１】臨時 経営対策部会
（開催日）
平成２７年２月１３日（金） １９：３０～
（会場）
エピ会議室
（議事・内容）
第一回リハーサル
【２】２月 経営対策部会役員会
（開催日）
平成２７年２月２０日（水）
【３】臨時 経営対策部会
（開催日）
平成２７年２月２５日（水） １９：３０～
（会場）
エピ会議室
（議事・内容）
第二回リハーサル

共育部会 活動報告書
■活動報告
【会議名】
平成２６年度 第１１回 共育部会
【開催日】
平成２７年２月５日（木）

１９：３０～２１：００

【会場】
市民会館会議棟地下１F第一研修室
【出席者】
６名
【議事・内容】
【１】３０周年 広報活動委員会について
【２】周年ポスター 配布場所・枚数について
【３】記念誌 内容検討
【総評】
天候が悪く、当日欠席の連絡が相次ぐ中の開催でした。
メンバーは少なかったですが検討すべき議事はスムーズに進みました。
■活動計画
【今後の予定】
第１２回 共育部会
（開催日）
平成２７年３月４日（木） １９：３０～
（会場）
市民会館会議棟地下１F第一研修室
（議事・内容）
他支部キャラバン挨拶検討
記念誌内容検討

経営資源活用部会 活動報告
■活動報告
【会議名】
１月度 部会内役員会
【開催日】
平成２７年１月３０日（金） １９：００～
【会場】
コメダ珈琲店
【出席者】
４名
【議事・内容】
【１】３０周年打ち合せ
【２】次年度活動方針について
【総括】
２７年度に関しては、２６年度の内容を更に発展させていこうと思います。
■活動計画
【今後の予定】
第１１回 経営対策部会
（開催日）
平成２７年２月２７日（月） １９：００～
（会場）
焼肉 よしの
（議事・内容）
担当例会の反省と慰労会
次年度部会活動方針、３０周年の報告

