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同友ごてんば

平成 28年度

御殿場支部
スタート！

よい会社をつくろう　よい経営者になろう　良い経営環境をつくろう

　平成 28年4月13日（水）第 32 回静岡県中小
企業家同友会御殿場支部総会が御殿場高原ホテル
にて開催いたしました。
　会員 80 名、来賓ゲスト併せて約 100 名弱の出
席を頂き、ご来賓を代表し若林御殿場市長より祝

辞を頂戴しました。引き続き、27年度報告と 28
年度の新役員の紹介が行われ、菅沼支部長をはじ
め、部会長、委員長より28 年度の活動計画が発
表され新年度の幕開けとなりました。
　今年度もよろしくお願い致します。

静岡県中小企業家同友会御殿場支部会報
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　平成２８年度がスタートして初めての大仕事。委員会メンバーの提案で新たなコンテ
ンツを掲載。各役員の今年の意気込みを漢字一文字で表現して頂きました。また、部
会長の皆様の漢字をつなげると四字熟語になり今年の役員の連携の良さを表現して頂
きました。今年1年、皆さんが気になる誌面づくりを目指します！

平成28年
4月13日（水）

GOTEMBA
KOGEN  HOTEL

組織委員会では、150名の会員数を目指しています。
お知り合いの経営者・パートナーの方がおりましたら、
ご紹介をお願いします。
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会員企業  新規開店・出店情報

同友会御殿場支部ホームページ http://www.doyu-gotemba.jp/
同友会御殿場支部Facebookページ https://www.facebook.com/doyu.gotemba/

編

後

集

記

エーストラベル（株）  「赤から 相模大野店」
（株） フィットコーポレーション

 「焼肉 ミートポイント 相模大野店」
（株） フィットコーポレーション

出店新規開店

住所
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 3-9-1
モアーズ６F

TEL 042-705-1944

住所
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 3-9-1
モアーズ６F

TEL 042-705-8944

住所
〒412-0045
御殿場市川島田 498-2

TEL 0550-82-5553

業務 旅行代理店

現在の会員数         137名

岩渕 貴司
いわぶち　　たかし

株式会社KTSオペレーション
ホテルTHE GOTEMBAKN
外商課マネージャー

原田 慶太郎
はらだ　　けいたろう

株式会社富士管材機器
専務取締役

山田 健
やまだ　　けん

山田庭園　代表

新入会員・名義変更紹介

平成28年5月1日現在
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今年1年間の意気込みを漢字一文字に表現しました。新役員の思いを受け、今年1年間よろしくお願い致します。

　同友会本来の活動「経営についての本音での語らい」
をもう一度見つめ直したいと思います。御殿場支部の伝
統「熱く本音で語る」事を実践し、自社の経営課題を克
服し、活気ある熱い御殿場支部にしたいと思います。

　今年度から静岡県同友会として正式に青年部が立
ち上がりました。
青年とは何か、それはまず動き出すこと！

　昨年無事に 30 周年を終え、新たな気持ちで今年度が始ま
りい組織委員長を拝命致しました。組織拡大、例会部会の出
席率の向上など問題点も山積みしていますが、皆さんの〝力″
を集約しさらに結束をたかめ、いい仲間を作っていきましょう！

　『運』は「LUCK」ではなく「MOVE」の方のイメー
ジです。今期の総務委員会は、御殿場支部をより
能動的に動かしていけるような委員会活動を展開し
ていきたいと思います。

　若輩者ではございますが、会員のみなさまと一緒
に経営計画の礎となるものを作り上げる為、１年間
志を持って尽くさせていただきます。よろしくお願い
いたします。

　同友会活動を通じ学び高まりあいの意欲に燃え、
自社の社会的使命に燃え、役員の使命に燃えたい！

　人がすべての原点です。御殿場支部も人が集まり、
人が育つ組織にしたい。そして同友会を通じて知り
あった沢山の人たちと豊かな地域を作りたい。そんな
風に考えています。

　例会担当者と『共に』例会を作り上げる委員会を目
指していきます。例会企画段階から関わり、例会担
当者の想いがしっかり伝わり支部会員にとって魅了的
な例会づくりのお手伝いをします。

　政策委員会は、中小企業振興基本条例制定に向け
た取り組みのキックオフの年です。私自身も条例につ
いて不勉強ですので、他支部や行政、他団体との連
携を深め情報交換を行いたいと思います。

　今年一年同友会、例会、部会で共に成長できるよ
うに、ブレずに１つの芯を貫いて運営していきます。

　経営する上で会社を継続させることが大事だと思
う。それは次の経営者にも言える事である。
会においても「継続は力なり」を次世代へ受け継げら
れる様にしたいです。

　経営者としての日常もそうですが、同友会御殿場
支部の役員として、厳しく自分を律し、模範的な言
動をとるよう心掛けていこうと思います。なんてね！

　同友会の活動や会員の情報、さらには、「同友会」「同友会
御殿場支部」「会員個々の皆様」を一人でも多くの方々に知って
頂き、興味を抱いてもらえるような環境づくりを心掛け、様々な
手段を活用して“伝える事”を意識しながら取り組んで参ります。

　今年度は初めて部会長となり、また、会員の部会
活動の初めとなる経営理念部会を預かる身として「初」
という字をとり上げました。今年１年、初心を忘れず
頑張ります。

　「徹」この言葉には決めたことを貫き通す、とことん
まで行き届くという意味があります。
当部会は自社のこだわりをお客様にどうやって届ける
かをとことん追求していきたいと思います。

副支部長
遠藤 直樹

副支部長
勝間田 賢一 

企画委員長
米原 誠

政策委員長
大川 隆久

共育部会長
杉山 正英

副支部長
本多 幸司

副支部長
梶 良雄

広報委員長
片野 貴一郎

経営理念部会長
矢後 芳昭

経営基盤強化部会長
勝亦 政和

支部長
菅沼 良将

副支部長
前原 毅

組織委員長
勝又 薫

総務委員長
広川 龍佑

経営対策部会長
塩川 佳司
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役員紹介
役  職 氏  名 担  当

支部長 菅沼 良将

監事 勝亦 英樹

副支部長

遠藤 直樹 運営委員会（財務委員兼任）

本多 幸司 運営委員会

前原 毅 運営委員会

勝間田 賢一 事業部会（財務委員兼任）

梶 良雄 事業部会

運営委員会
委員長

勝又 薫 組織委員会

米原 誠 企画委員会

片野 貴一郎 広報委員会

広川 龍佑 総務委員会

大川 隆久 政策委員会

事業部会
部会長

矢後 芳昭 経営理念部会

塩川 佳司 経営対策部会

杉山 正英 共育部会

勝亦 政和 経営基盤強化部会

監事会 会長 鈴木 美男

会計監事 杉山 仁 （但し、非役員）

初　代 支部長 田中 武夫 第五代 支部長 根上 武久
第二代 支部長 長島 晃一 第六代 支部長 鈴木 美男 監事会会長

第三代 支部長 瀬戸 克已 第七代 支部長 勝亦 英樹
第四代 支部長 矢後 芳博 第八代 支部長 菅沼 良将

平成 28 年度
御殿場支部 役員

平成 28 年度
御殿場支部 年間スケジュール

平成 28 年度
御殿場支部 組織図

■ 支部役員

■ 監事会

事業部会

経営理念部会

経営対策部会

共育部会

経営基盤強化部会

運営委員会

組織委員会

企画委員会

広報委員会

総務委員会

政策委員会

県
専
門
委
員
会

例会

支部総会支部役員会

監事会

事務局

財務委員会

月 日 曜 行事（全国・県・支部） 支部担当 備考

H28

4
13 水

<374> 4 月例会
〔第 32回〕御殿場支部総会 役員会

19 火 第 1回　定例役員会
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11 水 <375> 5 月例会 役員会

13 金
〔第 43回〕
静岡県中小企業家同友会
定時総会

県行事

17 火 第 2回　定例役員会
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7 火 <376> 6 月例会 政策委員会

14 火 第 3回　定例役員会

16 木 〔第19回〕
女性経営者全国交流会
設営：北海道中小企業家同友会

全国行事
17 金
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13 水
<377> 7月例会
支部設立31周年記念例会 役員会 全国行事

14 木 〔第 48回〕中小企業家
同友会全国協議会定時総会
設営：大阪府中小企業家同友会

全国行事
15 金

19 火 第 4回　定例役員会

8
9 火 <378> ８月例会 総務委員会

23 火 第 5回　定例役員会
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14 水 <379> ９月例会 合同４部会

15 木 〔第 44回〕
青年経営者全国交流会
設営：石川県中小企業家同友会

全国行事
16 金

20 火 第 6回　定例役員会

月 日 曜 行事（全国・県・支部） 支部担当 備考

10
12 水 <380> 10 月例会 合同５委員会

18 火 第 7回　定例役員会
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9 水 <381> 11 月例会 経営基盤強化部会

12 土 〔第30回〕全県経営フォーラム設営：
静岡支部 県行事

15 火 第 8回　定例役員会

12
14 水

<382> 12 月例会
忘年例会 企画委員会

20 火 第 9回　定例役員会

H29
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12 木 2017 年
御殿場市経済交流交歓会

外部
団体行事

18 水 <383> 1 月例会 共育部会

24 火 第 10回　定例役員会
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8 水 <384> ２月例会 経営理念部会

14 火 第 11回　定例役員会

16 木 〔第47回〕中小企業
問題全国研究集会
設営：鹿児島県中小企業家同友会

全国行事
17 金

3
8 水 <385> 3 月例会 経営対策部会

14 火 第 12回　定例役員会

継燃


