組織委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２５年度 第８回 組織委員会
【開催日】
平成２５年１１月１３日（水） 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】
４名
【議事・内容】
【１】１０月役員会報告
【２】イントロセミナー＆オリエンテーションについて
（１）内容
開催日：平成２５年１１月２６日（火）
会場ホテル御殿場館２１
【総評】
今回も出席予定者が急きょこれなくなり、４人での開催となってしまいました。
１１月２６日に開催のオリエンテーションにに向けて、副支部長と共にスケジュール等の確認、
役割等を決め、当日に向けての最終確認を致しました。
県のイントロセミナーとしての意味合いが薄くなってしまいましたが、
内容の濃い運営を実施していきたいと思います。
■活動計画
【今後の予定】
第９回 組織委員会
（開催日）
平成２５年１２月６日（金） １９：３０～
（会場）
居酒屋 Enn
（内容）
オリエンテーションの反省会ならび委員会内忘年会

企画委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２５年度 第８回 企画委員会
【開催日】
平成２５年１０月３０日（水） １９：３０～
【会場】
エピ会議室
【出席者】
１０名
【議事・内容】
【１】１１月例会について（最終確認）
（１）内容
例会担当：全県フォーラム実行委員会
開催日：平成２５年 １１月 ２日（土）
会場：御殿場高原ホテル
内容：全県経営フォーラム
タイトル：『復活できるか静岡』～一人ひとりが時代を認識し、強固な経営基盤を築こう～
タイムスケジュール
11：00～
会場準備
11：30～
受付
12：30～
開会・全体会
13：00～
記念講演
14：30～14：45 移動・分科会受付
14：45～18：00 分科会
18：00～18：15 移動
18：15～19：30 懇親会
19：30～
閉会
20：30～
2次会
（２）協議事項
役割分担・タイムスケジュール等について
２次会について（受付：企画委員会）
【２】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２５年 １２月 １１日（水）
会場：名鉄菜館
内容：忘年例会
タイムスケジュール
18：00～
受付
19：00～19：15 例会セレモニー
19：15～
忘年例会
20：00～
ビンゴ大会
21：15～
中締め
（２）協議事項
会費について
⇒食事4000円＋飲み放題2000円の計6000円。ただし企画委員会1000円を補助。
役割分担・タイムスケジュール等について
余興について（ビンゴ大会）
２次会について
⇒全体では段取りをしないので、各部会での対応をお願いする。
【総括】
１１月例会の最終確認を行いました。
１２月例会の内容を協議・検討。引き続き準備を進めたい。
■活動計画
【今後の予定】
第９回 企画委員会
（開催日）
平成２５年１２月３日（火） １９：３０～
（会場）
エピ会議室
（参加要請）
１２月例会・１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８回 広報委員会
【開催日】
平成２５年１１月８日（金） 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】
３名
【議事・内容】
【１】同友ごてんば速報版について
（１）１１月例会（全県フォーラムの例会振替）について
１１月は支部HPのブログへ記事をアップするのみにし、速報版は発行しない
その代り、交友委員会 北海道見聞録をA4 １ページにてFAX配信する。
【２】同友しずおかについて
（１）１２月１０日号（全県フォーラム特集号）、原稿執筆について
まだ県より正式依頼はないが、
原稿割り付けによると執筆担当の可能性があるため準備のみしておく。
①記念講演・・・勝亦英樹 実行委員長
②第１分科会・・・横川 座長
③第５分科会・・・遠藤 座長
④イントロセミナー御殿場・・・本多委員長
（２）１月１０日号 会員訪問記について
１月割り付けによると、御殿場支部の会員訪問記が予定されている。
依頼はないが、取材先候補の決定
第１候補：勝又商事
第２候補：杉山養鶏場（さくらたまご）
第３候補：写真のかまの
第４候補：ナツガ
１月号は１２月２７日発送のため、取材は１２月第１週とする。
取材先を決定後、先方の都合で取材日を決定する。
【３】次回継続審議事項
（１）次年度会員手帳（ポケット名簿）準備
①データ間違え・写真入替えについて
・記載内容のデータが部分的に違ってしまっている原因
支部保管のデータが違っている。
昨年度までのポケット名簿データは、マックで年々訂正したものの蓄積だが、
現在そのデータは残っていないので、2月までに1人ずつ人海戦術で間違えを探すしかない。
・人によって古い写真が使われている原因
写真の元データはマックから頂いたが、以前写真を差し替えた人に関しては頂いたデータではなく、
マックさんが持っていた名簿のレイアウトデータのみ差し替えていて、
元のデータベースは更新されていなかった模様。
こちらもすでにマックにデータが無いので、2月ごろより改めて写真の更新を依頼する。
②レイアウトの変更について
・今年度のデザインは情報が多くなった分、文字が小さく見づらいとの声がある
1ページ4名掲載を、3名掲載にして、ページ数を増やした場合の見積りを作り、
2月までに次年度予算として報告
（２）支部ホームページレイアウト変更について
①会員企業訪問の専用ページの作成
・今まではブログに上げていたが、時が経つごとに新しい記事に埋もれて行ってしまう。
・対外的広報の意味合いでも、
同友会活動を通じて会員企業の声が載っている会員訪問は別ページにすべきでは？
（３）委員会内、FaceBookセミナーについて
・広報委員が全員FaceBookアカウントを取得し、支部FBページの管理者となれるようにする。
・２月開催の委員会をモスク・クリエイションで開催。
各自ノートPCを持参し、フェイスブックアカウントを取得。
・モスク・クリエイションの社員の方から、簡単なFB講座もやってもらう。
・開催日は、２月５日（水）１９：３０より、モスク・クリエイションにて開催。
■活動計画
【今後の予定】
第９回 広報委員会
（開催日）
平成２５年１２月３日（火）
１４：００～会員企業訪問 取材
１９：３０～定例委員会
（会場）
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室

総務委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２５年度 第８回 総務委員会
【開催日】
平成２５年１１月１４日(木)
【会場】
富士市市民活動センター
【出席者】
４名（富士支部６名）
【議事】
【１】富士 同友会まつりのの現状について
・平成２４年は、岩本山公園を予定していたが、台風により屋内に場所変更し実行。
・富士同友会まつりは、２１回続いている。
・平成２３年は、会員８４名中５０名が参加（通常の例会は３０～４０名）、来場は約２０００名。
・家族、社員の参加が主であるが、最近は市の後援を取りつけ対外的に行っている。
・４グループに分け、グループごと出店（収支はグループごと）。他支部も出店している（出店料無料）
・許認可は、公園の使用許可以外特にとっていない。
・PRについて、富士ニュース（地方新聞）へ掲載。メンバーで協賛金（１社２５００円・４０社）
FM富士、ポスターを市役所、公民館などに掲載。
・扇子を作成（１００００個）し宣伝。
・予算４０万円（ほとんどがテント、発電機、などの機材費）
・実行委員は８～９人（９月の実行で前年末から動いている）
・イベントとして、よさこい、バンド演奏、餅投げなど（費用は謝礼程度）
【総括】
富士の同友会まつりについて現状を聞きに行ってきました。
富士支部から実行委員６名が来てくれ、いろんな話が聞けました。
来年度御殿場支部の納涼例会に代わる祭りをできないか、これから委員会で話をし、
企画案を提出したいと考えております。
■活動報告２
【会議名】
２０１４年御殿場市経済交流交歓会事務担当者会議
【開催日】
平成２５年１１月１１日(月)
【会場】
御殿場市商工会館２階
【参加者】
池谷 健（余田代理）
【議事】
【１】２０１４年御殿場市経済交流交歓会について
参加は前年並み（約５０名）
・日時は平成２６年１月９日（木）1部 17:00～18:00・2部18:30～20:30
閉会の挨拶は同友会担当（支部長へ）
・参加費は5000円
・参加締め切り12月13日（金）
■活動計画
【今後の予定】
【１】第９回 総務委員会
（開催日）
平成２５年１２月５日（木）１９：００～
（会場）
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室
（議事・内容）
来年度同友会まつりについて
忘年例会について
御殿場市経済交流交歓会について

交友委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
１１月度 交友委員会役員会
【開催日】
平成２５年１１月１３日（水）
【会場】
漁り火
【出席者】
６名
【議事・内容】
（１）１０月度委員会（北海道視察研修）の感想
①会計報告
②感想
初めての北海道で全て新鮮､目から鱗という感じだった｡
北海道から見た静岡は県内に住んでいる我々とは違うようだった｡
講師の堰八さんには機会があれば支部の周年例会等で講演していただければと思う。
（２）１１月度委員会（全県経営ﾌｫｰﾗﾑ）の感想
目標参加人数には満たなかったが､事前準備､当日の運営まで実行委員会を中心に盛り上がった｡
久しぶりに同友会らしさがでたフォーラムだったのではと思う。
（３）今後の委員会活動の確認及び検討
①１２月度委員会(担当:勝俣昌典氏)
御殿場支部忘年例会振替え
開催日：12月11日(水)
会場：名鉄菜館
②１月度委員会(担当:勝間田元氏)
御殿場市経済交流交歓会振替え
開催日：1月9日(木)
会場：御殿場高原ﾎﾃﾙ
③２月度委員会(担当:芹澤卓司氏)
検討中
④３月度委員会(担当:根上武久氏)
検討中
（４）その他
■活動計画
【今後の予定】
１２月度 第９回 交友委員会（１２月忘年例会を委員会振替とする）
（開催日）
平成２５年１２月 １１日(水) １９：００～
（会場）
名鉄菜館
（内容）
御殿場支部忘年例会振替え

