組織委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２５年度 第３回 組織委員会
【開催日】
平成２５年６月６日（木） 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
【出席者】
４名
【議事・内容】
【１】５月役員会報告
【２】６月例会への参加状況の確認
【３】会員の増強について
【４】今後の活動について（会員増強について）
【総評】
今回上がった3氏も含め、委員会内において増強するための情報を共有し合うという
良い方向で委員会が進んでいる。
この活動を継続して、今年度の目標である140名を達成していきたいと思います。
■活動計画
【今後の予定】
第４回 組織委員会
（開催日）
平成２５年７月２日（木） 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２５年度 第３回 企画委員会
【開催日】
平成２５年６月４日（火） １９：３０～
【会場】
エピ会議室
【出席者】
１０名
【議事・内容】
【１】６月例会について（最終確認）
（１）内容
例会担当：役員会
開催日：平成２５年６月１２日（水）
会場：エピスクエア
内容：我が経営を語る
タイトル：『目標は、日本民族救済、幸せを生む住まいをつくる』
タイムスケジュール
18：30～19：00 受付
19：00～19：20 例会セレモニー
19：20～19：25 ３分間スピーチ
19：25～19：30 報告者紹介・趣旨説明
19：30～20：30 報告
20：30～21：15 バズセッション
21：15～21：30 グループ発表
21：30～21：35 総評
21：35～
片付け・懇親会（会場：新五月）
（２）協議事項
役割分担について
①例会の司会⇒セレモニーに引き続いて勝又薫氏
②会場設営＆当日受付⇒企画委員会（18：00集合）
③懇親会会場⇒先遣（益山・塩川）
【２】７月例会について（詳細検討）
（１）内容
例会担当：役員会
開催日：平成２５年７月１０日（水）
会場：ホテル御殿場館２１
内容：支部設立２８周年記念例会及び記念講演
タイトル：未定
タイムスケジュール
17：30～18：00 受付
18：00～18：15 例会セレモニー
18：15～18：20 例会説明・講師紹介
18：20～19：50 記念講演
19：50～20：00 質疑・応答
20：00～20：05 総評・謝辞
20：10～21：10 懇親会
（２）協議事項
役割分担について
①当日受付⇒企画員会（予定）
②講師の送迎時間・方法⇒未定
講師への謝礼および宿泊について
【総括】
６月例会の役割分担等を最終確認しました。
７月例会の内容を協議・検討。当日の動員を含め、引き続き準備を進めたい。
■活動計画
【今後の予定】
第４回 企画委員会
（開催日）
平成２５年７月２日（火） １９：３０～
（会場）
エピ会議室
（参加要請）
７月例会・８月例会担当役員

広報委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２５年度 第３回 広報委員会
【開催日】
平成２５年６月４日（火） １９：３０～２１：００
【会場】
エピ会議室
【出席者】
６名
【議事・内容】
【１】ホームページの活性化について
総会時に予算計上したホームページ改修費用の中で行う、平成２５年度ホームページの改修作業
内容について協議
（１）トップページの変更
支部長交代に伴い、トップページの支部長写真差し替え作業を行う。
写真撮影は、６月例会時に行わせていただく。
（２）facebookページとの連携、その他
facebookページは支部ホームページに閲覧者を誘導するツールとする。
①運用方法としては、ブログに記事が掲載されたらfacebookページに「中小企業家同友会 御殿場支部」として
投稿、リンクを張るなどする。
②facebookページに御殿場支部として投稿することができる管理者を、広報委員の中に増やす。
③facebookページのトップ写真をいれる。
（HPトップに使っている富士山の写真、同友会マークを使用）
【２】同友ごてんば速報版の発行について
（１）例会終了後、全会員への例会報告として「同友ごてんば速報版」は毎月発行する。
①執筆は委員の中で、例会設営担当部会に所属しているメンバーが行う。
②役員会設営の例会は、委員会の中でランダムに担当を決める。
③原稿はいったん委員長の大川へ送ってもらい、そこで当日の写真を貼り付けて支部事務局からFAXを送って
もらう。
④速報版の最後に、「詳細はホームページのブログ参照」のコメントを挿入。
⑤速報版の原稿をもとに、ホームページのブログ記事の原稿とする。
【３】県広報委員会との連携について
（１）同友しずおか、例会報告原稿
①７月号同友しずおか原稿（６月例会報告）は、副支部長の遠藤直樹氏に依頼。
②今後毎月の担当は、その都度委員会で協議していく。
（２）同友しずおか表紙コーナー「私の逸品」について
①今年度、来年度の２年間、表紙コーナー「私の逸品」で紹介する会員を検討しておく。
②コーナーテーマとしては、”新しいことにチャレンジしている元気のある企業”を特集。
③御殿場支部の広報誌「同友ごてんば」の企業訪問取材と一緒にできないだろうか？県事務局に確認。
④（案）富士総業（ペレット工場）
【３】総括
毎月行う記事執筆、寄稿などの担当が少しずつ決まり始めてきました。
今後はホームページの更新頻度を上げる方法、閲覧数を伸ばす方法も検討課題に加えていきたいと思います。
■活動計画
【今後の予定】
第４回 広報委員会
（開催日）
平成２５年７月２日（火） １９：３０～
（会場）
エピ会議室（予定）
（議事・内容）
７月例会・同友ごてんば速報版の作成について

総務委員会 活動報告
■活動報告（１）
【会議名】
平成２５年度 第３回 総務委員会
【開催日】
平成２５年６月６日(木)
【会場】
エピ会議室
【出席者】
９名
【議事・内容】
【１】８月納涼例会について
（１）納涼例会内容について（食べ物、飲み物内容、予算→望月さん）
（２）会場レイアウト（イス・テントなど→勝又薫さん）
（３）タイムスケジュール
（４）前回反省からの留意事項
■活動報告（２）
【会議名】
富士山太鼓まつり実行委員会
【開催日】
平成２５年６月１３日（木）
【会場】
富士山樹空の森会議室
【出席者】
１名
【議事・内容】
【１】第２８回富士山太鼓まつりについて
■活動計画
【今後の予定】
第４回 総務委員会
（開催日）
７月５日（木）
（会場）
エピ会議室
（議事・内容）
８月納涼例会について

交友委員会 活動報告
■活動報告（１）
【会議名】
平成２５年度 第２回 交友委員会
【開催日】
平成２５年５月８日（水） １９：００～
【会場】
ホテル御殿場館２１ ２Ｆ 富士の間
【出席者】
９名
【議事・内容】
５月支部例会振替委員会
【総括】
５月支部例会振替としましたが参加者が少なく残念でした｡
■活動報告（２）
【会議名】
平成２５年度 ５月度交友委員会役員会
【開催日】
平成２５年５月２９日（水） １９：００～２１：３０
【会場】
なかだ
【出席者】
８名
【議事・内容】
【１】４．５月度委員会の感想
（１）４月度委員会は、久しぶりに参加してくれたメンバーや今年度の役員にも参加して頂きました。
総勢３２名での委員会となり、昔話で盛上がり大変懇親が深められました｡
（２）５月度委員会は、５月支部例会振替委員会とさて頂きました｡
参加者が９名と少なく残念でした｡
【２】６．７月度委員会の内容検討
（１）６月度委員会
内容
『プライバシーマーク』についての研修会
お客さまの情報管理(個人情報流出防止)を徹底する方法を勉強する
今回は公開委員会にはせず､実績によって検討する
開催日
平成２５年６月２６日（水） １８時３０分～
受付開始
１８時 （副委員長２～３名）
会場
研修会 ホテル御殿場館２１ ２Ｆ 花､風､雪の間
懇親会 ホテル御殿場館２１ ９Ｆ クリスタルルーム
スケジュール
①会員講師による研修会 １８時３０分～１９時
報告者
ｵｰﾄｱｼｽﾄ＆ｻﾄｰﾚｯｶｰ㈱ 代表取締役 佐藤章氏
㈱長島文宝堂 代表取締役 長島 晃一氏
タイトル
『プライバシーマークってなあに？』
１、Pﾏｰｸとは
２、Pﾏｰｸ取得のきっかけ
３、取得にあたり大変だった事
４、取得費用
５、Pﾏｰｸを取得してからの展開
６、その他
②懇親会 １９時～２１時
（２）７月度委員会
７月支部例会（２８周年記念例会）振替委員会とする
開催日
平成２５年７月１０日（水） １８時～
会場
ホテル御殿場館２１
■活動計画
【今後の予定】
第３回 交友委員会
（開催日）
平成２５年６月２６日(水) １８：３０～
（会場）
研修会 ホテル御殿場館２１ ２Ｆ 花､風､雪の間
懇親会 ホテル御殿場館２１ ９Ｆ クリスタルルーム
（議事・内容）
『プライバシーマーク』についての研修会

