組織委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】 平成２６年度 第８回 組織委員会
【開催日】 平成２６年１１月１１日（火） 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】 ７名
【議事・内容】
【１】10月度役員会報告
【２】イントロセミナー＆支部オリエンテーションについて
（１）開催日：平成２６年１１月２１日（金） 開催
（２）場所：ＴＨＥ ＧＯＴＥＭＢＡＫＡＮ
イントロセミナー＆オリエンテーション ２Ｆ会議室
懇親会会場 ２Ｆ 富士
（３）参加費：６，０００円
（４）スケジュール
１８：１０ 組織委員会委員 集合
１８：３０ 受付開始
１９：００ イントロセミナー＆オリエンテーション 開会 （司会：矢後芳昭）
開会の辞 （遠藤直樹副支部長）
三つの目的（本多組織委員長）
支部長挨拶（菅沼良将支部長）
１９：０５ 新会員自己紹介、サブ登録者自己紹介
１９：１５ イントロセミナー＆オリエンテーション 説明（組織委員会）
１９：２５ 「静岡県中小企業家の成立ち」 （藤原代表理事）
１９：４５ 御殿場支部の説明（本多組織委員長）
２０：００ 運営委員会、部会説明 （30周年実行委員長、各委員長、各部会長）
２０：２０ 「同友会と私」 （4代目支部長 矢後芳博氏）
２０：５０ 総評・閉会の辞（藤森利彦副支部長）
２１：００ 懇親会 （司会：鎌野芳行）
乾杯 （田代滋副支部長）
２２：３０ 中締め （勝間田賢一副支部長）
（５）今後の予定
①上記のスケジュールを元に組織委員会の中での担当を決め、当日の流れを再確認。
②これに先立ち、１１月１０日に会場であるＴＨＥ ＧＯＴＥＭＢＡＫＡＮにて、
垂れ幕や当日のスケジュール等の打ち合わせを行う。
③１１月１４日に支部長及び遠藤副支部長からイントロ候補者の名簿を頂き、現在参加への調整中。
【総括】
イントロセミナー＆オリエンテーションに対してのスケジュールと役割の最終調整を行い、
当日に向けての準備ができました。また支部長と遠藤副支部長のご協力の下、
イントロセミナー候補者へのアプローチが見いだせることができ、本当にありがとうございます。
■活動計画
【今後の予定】
第９回 組織委員会
（開催日） 平成２６年１２月２日（火） １９：３０～
御殿場市交流センターふじざくら１F市民活動室
（会場）

企画委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】 平成２６年度 第８回 企画委員会
【開催日】 平成２６年１０月２７日（月） １９：３０～
【会場】

エピ会議室

【出席者】 ９名
【議事・内容】
【１】１１月例会について（最終確認）
（１）内容
担当：共育部会
日時：平成26年11月12日 (水)
会場：エピ・スクエア
内容：グループワーク
例会タイトル：（仮称）『これがリアルな事業継承だ』
～後継者にバトンを渡す大仕事報告会～
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
19：25～19：30
例会開始・報告者紹介
19：30～20：15
報告
20：15～21：00
グループワーク
21：00～21：15
グループ発表
21：15～21：20
総評
21：20～
終了・後片付け
21：40～
懇親会
（２）協議事項
役割分担・タイムスケジュールについて
軽食・懇親会について
【２】１２月忘年例会について（詳細検討）
（１）内容
担当：企画委員会
日時：平成２６年１２月１０日 (水)
会場：名鉄菜館（会費：６，０００円）
内容：忘年例会
例会タイトル：『１２月忘年例会』
タイムスケジュール
18：00～
会場準備
18：30～
受付
19：00～19：15
例会セレモニー
19：15～19：20
支部長挨拶
19：20
乾杯
19：20～21：15
忘年例会
20：00頃
20：15
中締め
（２）協議事項
役割分担・タイムスケジュールについて
余興について（ビンゴ大会）
送迎バスについて
【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と思います。

■事業計画
【事業名】
１２月忘年例会
【概要】
開催日：平成26年12月10日（水）
会場：名鉄菜館
推定参加者数：60名前後（Ｈ24年：61名 Ｈ25年度：57名）
タイムスケジュール
18：00～
会場準備
担当
企画委員会
18：30～
受付
担当
企画委員会
19：00～19：10
例会セレモニー
司会
永田耕一
19：10～19：15
支部長挨拶
菅沼支部長
19：15～21：15
忘年例会
乾杯
未定
20：00～
余興
司会
未定
21：15～
中締め
挨拶
未定
【協議事項】
【１】会費について
参加者一人６，０００円を徴収
【２】余興について
ビンゴ大会（景品は10コ以上を用意。内容は鋭意検討中）
【３】その他
（１）帰りのバス（会場～御殿場駅）の手配済み
（２）余興用の控室手配済み
【今後の予定】
第９回 企画委員会
（開催日）
平成２６年１２月１日（月） １９：３０～
（会場）
エピ会議室
（参加要請）
１２月例会関係役員・１月例会関係役員

広報委員会 活動報告
■活動報告（１）
【会議名】 平成２６年度 第８回 広報委員会
【開催日】 平成２６年１０月２７日（月） １９：３０～２１：００
【会場】
勝亦製材駿河鉄骨 事務所
【出席者】 ６名
【議事・内容】
【１】原稿執筆担当確認
（１）１１月例会写真撮影および同友ごてんば速報版 執筆者：勝間田誠
（２）県広報誌「同友しずおか」１２月１０日号 取材協力 記事執筆者 確認
①支部だより（１１月例会内容）：共育部会副部会長 勝亦政和
②イントロセミナーin御殿場：組織委員会 益山卓哉氏
③会員企業訪問：中村京氏 取材
【２】支部広報誌「同友ごてんば ６３号」発行について
（１）記事の内容
①同友ごてんば 割付け案
②平成２７年御殿場市経済交流交換会のもよう
③３０周年にむけて（実行委員長コメント、組織図・予定表）
④会員企業訪問
会員企業訪問は、新入会員「士業特集」の予定。
昨年、今年で士業の会員が３名入会しているので、３社を取材して掲載。
（２）発行までのスケジュール
①１月２０日 各原稿締切り、入稿
②１月３０日 初稿 内容確認
③２月４日 校了
④２月６日 発送作業
⑤２月例会にて、出席者には配布
（３）「同友ごてんば」６３号 予算計画
【３】平成２７年度版 御殿場支部ポケット名簿用会員写真撮影について
（１）３０周年を迎えるに当たり、ポケット名簿の会員個人写真を統一して撮り直しを行う。
（２）１１月例会から、３月例会まで、合計４回に分けて広報委員会カメラにて撮影。
■活動報告（２）
【会議名】 同友しずおか１２月１０日号 会員訪問記 取材
【開催日】 平成２６年１１月１４日（金） １５：００～１６：３０
【会場】
株式会社不動産鑑定士中村京事務所
【出席者】 ５名
【議事・内容】
（１）同友しずおか １２月１０日号 取材
県広報誌、および支部広報誌の記事執筆のため、取材を行いました。
【総括】
下半期の委員会活動もスタートして、まずは広報誌第６３号の編集に向けて取材が一つ終わり、
また次年度ポケット名簿の準備も始まりました。
今年は３０周年に向けての活動も同時進行となりますが、段取り良く進めていきたいと思います
■活動計画
【今後の予定】
第９回 広報委員会
（開催日） 平成２６年１２月１日（月） １９：３０～
勝亦製材駿河鉄骨 事務所
（会場）

総務委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２６年度 第８回 総務委員会
【開催日】
平成２６年１１月１０日（月） 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】
９名
【議事・内容】
【１】３０周年同友会まつりについて
総務委員会メンバーに今年、同友会まつりを企画した経験から、来年度のまつり実行委員会を
サポートしてもらえるよう協力要請をし、了承頂きました。
【２】総務委員会今後の活動内容について
■活動計画
【今後の予定】
第９回 総務委員会
（開催日）
平成２６年１２月８日（月） １９：００～
（会場）
エピ会議室
（議事・内容）
２０１５年御殿場市経済交流交歓会について
同友会まつりについて

交友委員会 活動報告
■活動報告
【会議名】
平成２６年度 第７回 交友委員会（研修旅行）
【開催日】
平成２６年１１月３日（月）～４日（火）
【研修先】
鳥取県米子市
【参加者】
６名
勝間田 元、外山 恵市、勝俣 昌典、芹澤 卓司、根上 武久、鈴木 美男
【研修目的】
山陰で約３００年の歴史を持つ老舗の経営を知り、今現在の状況と今後の展望を
社長自ら語っていただいて、私たちの経営に役立てたい。
【研修内容】
株式会社 米吾・ホテルハーベストイン米子 代表 内田 雄一郎氏との懇談
江戸時代、鳥取藩の米の全ての取り扱いを担い、更に両替商も営んで巨万の富を築いて
代々今日まで続いてきているが、実際（本人で１４代目）守り続ける事の大変さは想像し難い。
そんな感じを抱きました。
現在も伝統のある吾左右衛門寿司の販売（米子の代表的な駅弁）やホテルの経営を続けていますが、
経営判断の見極めに失敗し、吾左右衛門寿司のほうは、再生ファンドに期間限定で移管されており
ホテル経営に専念しています。
現在、内田社長は６２才でありますが、再生ファンドから吾左右衛門寿司を取り戻し、
新たな夢に向かって邁進していると熱く語っていただきました。
初対面の我々に失敗談や悩み続けている事、そして熱き夢を語られ、一同感動しました。
沖縄を代表するお酒泡盛の３０年物で歓待していただき米子の夜を満喫しました。
内田社長には感謝します。我々にとっても貴重な経験でした。
■活動計画
【今後の予定】
第８回 交友委員会
（開催日）
１２月開催予定

