組織委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２４年度 第９回 組織委員会
【開催日】
平成２４年１２月４日（火） １９：００～２１：００
【会場】
みなみ妙見
【出席者】
５名
【議事・内容】
【１】１１月度役員会報告
【２】イントロセミナー＆支部新会員オリエンテーションについて
（１）開催場所
ホテル御殿場館２１ （予約済み）
①イントロセミナー＆御殿場支部新会員オリエンテーション 会場：３F瑞光
②懇親会 会場：９Fスカイテラス
（２）スケジュール
１７：４０ 組織委員会集合 受付準備
１８：００ 受付開始
１８：２０ イントロセミナー＆御殿場支部新会員オリエンテーション開始
開会の辞 （藤森副支部長）
支部長挨拶 （勝亦支部長）
１８：３０ イントロセミナー＆オリエンテーションの説明 （本多組織委員長）
１８：４０ 「静岡県中小企業家同友会の成立ち」 （県同友会 外川事務局長）
１８：５５ 「御殿場支部の成立ち」 （初代支部長 田中氏）
１９：１５ 御殿場支部の説明 （本多組織委員長）
１９：２０ 運営委員会、部会の説明（各委員長、各部会長）
１９：４０ 休憩
１９：４５ 「同友会と私」 （藤原代表理事）
２０：３５ 総評・閉会の辞 （田山副支部長）
２０：４０ ９Fスカイテラスへ移動
２０：４５ 懇親会乾杯 （菅沼副支部長）
２２：２５ 中締め （勝又副支部長）
（３）今後の流れ
平成２５年１月７日（月）の夕方に対象者（支部役員、推薦者含む）にFAXにて案内送信
平成２５年１月８日（火）の組織委員会にて役割及びスケジュール等の確認
平成２５年１月１７日（木）に未回答者への案内再送
【３】サブ登録の検討
■活動計画
【今後の予定】
第１０回 組織委員会
開催日
平成２５年１月１５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２４年度 第９回 企画委員会
【開催日】
平成２４年１２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
【出席者】
１１名
【議事・内容】
【１】１２月例会について （詳細検討）
（１）内容
例会担当 企画委員会
開催日 平成２４年１２月１２日（水）
会場 名鉄菜館
内容 忘年例会
タイムスケジュール
18：30～
受付
19：00～19：15 例会セレモニー
19：15～
乾杯
21：15～
中締め
（２）協議事項
出席状況確認 未回答者への出席確認ＴＥＬ
余興内容確認
※当日、県事務局より告知がある為、出席会員は18：50頃より会場内で説明をうける
【２】１月例会について （詳細検討）
（１）内容
例会担当 経営戦略部会
開催日 平成 ２５年１月１６日（水）
会場 エピスクエア
内容 経営戦略発表会
タイトル 未定
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、部会長挨拶
19：25～20：25 経営戦略発表
20：25～21：05 バズセッション
21：05～21：25 グループ発表
21：25～21：30 総評・閉会
21：45～
懇親会
（２）協議・決定事項
次回臨時部会 12/10までに細かい内容を詰める
【３】４月支部総会について
平成２５年４月１０日で会場仮予約済（11/30、ホテル御殿場館２１）

■活動計画
【今後の予定】
第１０回企画委員会
開催日
平成２５年１月８日（火） １９：００～
会場
炭火焼肉おおむら
参加要請
１月・２月例会担当部会（経営戦略部会・経営理念部会）

広報委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２４年度 第８回 広報委員会
【開催日】
平成２４年１２月４日（火） １９：３０～
【会場】
蒼設計
【出席者】
５名
【議事・内容】
【１】第２回企業訪問の広報誌発送
【２】次回企業訪問先について（３月頃予定）
以前あがっていた会社
①勝又製麺
②馬車道（オーダースーツは通常時はやっていないので．．．）
その他候補
玉穂木材、斉藤園、勝又製茶、小野園、野村石材、石の駿東、ビジネスドクター、万年屋、
二の岡フーズ、アドホックヤマト、モスククリエイション等
また、訪問先を例会で会員にアンケートを取る
【３】ＨＰの活用について
ＨＰの目的は何か？を明確にする
会員の情報交換収集のため、一般の方に同友会の存在内容等を広報
（１）会員向けの情報発信
①中小企業向けの有効な情報など（月１回情報をＵＰ等してみてはどうか）
委員会の際に情報を収集し、ＨＰに載せる等
②情報あるいはブログ等に記事を載せた場合に、支部から一斉メールで会員に周知する
ただし、全会員がメールアドレスを登録し切れていないので全員には届かない
小澤さんが全会員にメール送信するのに時間や手間がどのくらいかかるか確認するのに
一度試験メールを送ってみる
（２）一般の人向けの情報発信
①会員企業の宣伝
各企業の情報量を増やす、各社のスペースをＡ４判１枚程度とし載せる内容を各社に依頼
（３）ＨＰへのヒット数を上げたい ― 検索にかかりやすくする
①リンクを各企業、各種団体にお願いする
②会員を増やすための手段として使う、「ＨＰを見てね！」と紹介できるように
③同友会紹介用の組織委員会のページを作っても良いのではないか
（４）ＨＰのトップページの改造
①トピックスを二つに分けて、「支部会員向け情報用」と「各会員企業の情報発信用」とする
支部会員向け情報用・・・今までの内容プラス、有効な情報など
各会員企業の情報発信用・・・各会社の宣伝、アピールに自由に使ってもらう
（５）フェイスブック
①無料で出来るので、とりあえずやってみるか（専用にメールアドレスを作成する必要有り：無料）
②フェイスブック自体は内容が薄くても、ＨＰを見る可能性が増える
※今後、かかる費用も含めて検討する
全てをいっぺんには出来ないので、１つづつ手をつける
■活動計画
【今後の予定】
第９回 広報委員会
開催日
平成２５年１月８日（火）
会場
未定

総務委員会 活動報告
■活動報告 １
【会議名】
平成２４年度 第９回 総務委員会
【開催日】
平成２４年１２月７日(金)
【会場】
エピ会議室
【出席者】
６名
【議事・内容】
【１】２０１３年御殿場市経済交流交歓会について
（１）タイムスケジュール、受付人員の決定・内容確認
①受付：総務委員４名（１６：００マイカー現地集合）
②参加：記念講演のみ３名・懇親会のみ９名・両方参加４２名（延参加人数５４名、参考昨年度参加４３名）
【２】第４３回中小企業問題全国研究集会in福岡について
（１）各部会にて参加要請（忘年例会時・各部会など）
（２）現在参加予定（総務委員会メンバーにて４名）＊目標８名以上
■活動報告 ２
【会議名】
第２７回富士山太鼓まつり実行委員会
【開催日】
平成２４年１２月１１日(火)
【会場】
BE-ONEビル４階会議室
【出席者】
１名
【議事・内容】
【１】第２７回富士山太鼓まつりについて
（１）開催報告及び決算見込み
【２】第２８回富士山太鼓まつりについて
（１）企画運営委託業者について
①１２月中に仕様書作成、１月末に各社プレゼンにて決定
■活動計画
【今後の予定】
第１０回 総務委員会
開催日
未定
会場
エピ会議室
内容
第４３回中小企業問題全国研究集会 福岡について

交友委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２４年度 第９回 交友委員会
【開催日】
平成２４年１２月１２日（水） １９：００～
【会場】
名鉄菜館
【出席者】
５名
【議事・内容】
【１】１２月忘年例会参加
■活動計画
【今後の予定】
第１０回 交友委員会
開催日
平成２５年１月１６日（水）１９：００～ （１月例会開催日）
会場
エピホール
内容
１月例会参加

