経営理念部会 活動報告
■活動報告 １
【会議名】
平成２４年度 第１０回 部会内役員会
【開催日】
平成２４年１２月２６日（水） １９：００～２０：４５
【会場】
ご馳走家えびす
【出席者】
４名
【議事】
【１】１月度部会運営について
【２】２月担当例会について
■活動報告 ２
【会議名】
平成２４年度 第１０回 経営理念部会
【開催日】
平成２５年１月９日（水） １９：３０～２１：００
【会場】
支部事務所２F第４会議室
【出席者】
１５名
【議事・内容】
【１】第１回２月担当例会リハーサル
【２】グループワーク勉強会
【総括】
担当例会リハーサルと称し、３名の経営理念発表とグループワーク勉強会を行なった。
理念発表は、多少の修正はあるものの例会に望める形となった。
グループワークにおいては、もう少し理解が必要のため、
次回の臨時部会（1月24日）開催で再確認したい。
部会内は、非常に盛り上がっており、このままの勢いを持続していきたい。
■事業計画
【１】２月担当例会概要
（１）開催日
平成２５年２月１３日（水） １９：００～
（２）会場
エピホール
（３）例会タイトル
経営理念発表！ ～明日から変わる ４人の経営者の確固たる決意～
（４）内容
経営理念発表＆グループワーク

（５）タイムスケジュール
１７：００ 部会員会場集合
１７：００～１８：００ 会場設営
１８：００～１８：２０ 発表者、グループリーダー最終確認＆食事
１８：３０ 受付開始（レジュメ配布、食事提供）
１９：００～１９：２０ 例会セレモニー（企画委員会）
１９：２０～１９：２３ 開会、部会長あいさつ
１９：２３～２０：００ 経営理念発表（４人）
２０：００～２０：１０ 発表感想
２０：１０～２１：００ グループワーク（８グループ予定）
２１：００～２１：２０ グループ発表
２１：２０～２１：２３ 総評（担当副支部長）
２１：２５～２１：４５ 終了～片付～懇親会会場移動
２１：４５頃 懇親会開会（於：ご馳走家 えびす）
（６）前回からの変更、追加点
①企画委員会に設営、受付の出役要請（1月度企画委員会にて承諾済）
②食事（軽食）㈲魚森、飲料【温】サンベネフィット㈲に依頼
（注文数は第１回出欠締切後 2月5日頃の予定）
③1月24日の臨時部会は企画委員会も参加
④参加者確保取組（目標８０名オブザーバーを含む）
部会員の出欠確認100％（参加を前提におき、個別確認）
各部会開催日にPR訪問
第１回例会出欠者名簿を元に1本釣り
理念発表者の会社にオブザーバー参加募集
⑤総評はグループワークの考察を踏まえてお願いしたい
（７）担当例会までの予定
１月２３日 例会案内会員送信(第1回出欠締切2月5日頃）
１月２４日 臨時部会（企画委員会合同）担当例会ﾘﾊｰｻﾙ&ｸﾞﾙｰﾌ゜ﾜｰｸ勉強会 於：エピ会議室
２月５日 企画委員会（部会長出席）、例会案内【再送】(第2回出欠締切2月8日頃）
２月６日 部会 最終リハーサルほか 於：支部事務所２F
２月１３日 担当例会
■活動計画
【今後の予定】
（臨時） 経営理念部会（企画委員会合同）
開催日
平成２５年 １月２４日（木） １９：３０～
会場
エピ会議室
内容（予定）
①第２回担当例会リハーサル
②グループワーク勉強会
第１１回 部会内役員会
開催日
平成２５年１月２９日（火） １９：３０～
会場
マルエ事務所
内容（予定）
①２月度部会内容・運営検討
②担当例会内容・運営検討
第１１回 経営理念部会
開催日
平成２５年２月６（水） １９：３０～
会場 支部事務所２Ｆ第３会議室
内容（予定）
①第２回担当例会最終リハーサル、最終確認

経営対策部会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２４年度 第９回 経営対策部会
【開催日】
平成２４年１２月２７日(木) １９：００～２１：２０
【会場】
つぼぐち本店
【出席者】
９名
【議事・内容】
【１】３月担当例会に向けての、内容打ち合わせ
【２】パネラーの検討、お願い
【３】部会内懇親忘年会
■事業計画
【１】３月担当例会概要
（１）開催日
平成２５年３月１３日（水） １９：００～
（２）会場
エピホール
（３）例会目的
先輩社長の成功例に学び、自社の経営方針を打ち出す。
（４）趣旨
経営対策部会として今年一年間は様々な切り口から部会を重ねてまいりました。
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、先輩社長又は同僚社長の経営の分岐点の話を聴くことによって、経営方針を作り上げて行く上で
大変重要なヒントが隠されているはずと確信します。その一点にフォーカスをあてて先輩がどうしたら変われたのかを
あぶり出していく、そんな例会内容にしたい。
（５）例会スタイル
パネルディスカッション＆戦略シート作成
（６）例会のねらい
”その時、会社が動いた”をコーディネイトし、自社に置き換えたい。
（７）例会テーマ
同友会の三つの目的の中にある、広く会員の経験と知識を交流し、一つの経営戦略
経営方針書作成の一助とする。
（８）例会タイトル
サブタイトル（案）
１．その時、わが社が動きだした
２．その時、歴史が変わった
３．必ず、あなたの会社を変えるヒントがあります
４．今こそ”イノベーション”会社が変わる時
（９）内容詳細
①パネリングディスカッション ６０分
③お尋ねシート記入＆質疑応答 ３０分程度
質問形式のお尋ね用紙をメンバーに記入していただく。
質疑応答の時間をたっぷり取りたい
（１０）タイムスケジュール（案）
１７：４５ 部会員会場集合、会場設営
１８：３０ 受付開始
１９：００～１９：２０ 例会セレモニー（企画委員会）
１９：２０～１９：２５ ２分間スピーチ
１９：２５～１９：３０ 例会運営
１９：２３～２０：３０ パネルディスカッション
２０：３０～２０：４５ 戦略シート記入
２０：４５～２１：１０ 発表
２１：１０～２１：３０ 質疑応答
２１：３０～２１：３５ 総評（担当副支部長）
２１：４０ 閉会
２１：５０ 懇親会（会場：未定）
■活動計画
【今後の予定】
第１０回 経営対策部会
開催日
平成２５年１月３０日（水） １９：３０～
場所
つぼぐち本店
内容
３月担当例会、パネルディスカッションのシュミレーション
パネラーを招く

共育部会 活動報告
■活動報告
【会議名】
未開催につき活動報告はありません
■活動計画
【今後の予定】
部会内役員会
開催日
平成２５年１月２４日（木）
会場
益山電気工事事務所
内容
第１０回共育部会について打合せ、準備
第１０回 共育部会
開催日
平成２５年１月３０日（水） １９：３０～２１：００
会場
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室
内容
バズセッション（仮：全社一丸体制に向けて）

経営資源活用部会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２４年度 第９回 経営資源活用部会
【開催日】
平成２４年１２月２０日（金） １９：３０～
【会場】
九十厨
【出席者】
１２名
【議事・内容】
忘年部会として開催
平成２４年忘年部会として、多くの部会員の皆様に参加していただきました。
あと３回の部会内容についての報告と、今年度これまでの内容についても軽く触れ、
今後の部会の盛り上がりをお願いいたしました。
■活動計画
【今後の予定】
第１０回 経営資源活用部会
開催日
平成２５年１月３０日（木） １９：３０～
会場
エピ会議室

経営戦略部会 活動報告
■活動報告 １
【会議名】
平成２４年度 第９回 経営戦略部会（勉強会）
【開催日】
平成２４年１２月１９日（水） １９：３０～２１：００
【会場】
エピ会議室
【出席者】
５名
【議事・内容】
【１】第９回勉強会
（１）ドラッカーの経営
（２）ＳＷＯＴ分析
（３）ランチェスター戦略
【総括】
第９回勉強会では、他部会の方を含め５名での開催となりました。
年末ということで、何名か参加できないという連絡を受けました。
■活動報告 ２
【会議名】
平成２４年度 （臨時）経営戦略部会
【開催日】
平成２４年１２月１０日（月） １９：３０～２１：００
【会場】
エピ会議室
【出席者】
１０名
【議事・内容】
【１】１月担当例会リハーサル
■活動報告 ３
【会議名】
部会内役員会
【開催日】
平成２５年１月１３日（日） ２２：００～２４：００
【会場】
横川進学会３F会議室
【出席者】
３名
【議事・内容】
【１】１月担当例会打合せ
【総括】
１月担当例会に向けてのリハーサルや打ち合わせを行いました。
当日は参加者６１名でした。内容的には思っていた以上に仕上がりましたが、
課題は多く残りました。来年以降につなげたいと思います。
■活動計画
【今後の予定】
第１０回 経営戦略部会
開催日
平成２５年１月３０日（水） １９：３０～２１：００
場所
エピ会議室
第１１回 経営戦略部会
開催日
平成２５年２月２０日（水） １９：３０～２１：００
場所
エピ会議室

