東京同友会文京支部 2009 年度第 5 回 9 月幹事会レジメ
開催日：９月１日(火)18:30～会場：東京同友会会議室
参加者：田川 越川 森下 奥長 江口 新井 山縣 機谷 佐久間 (以下文書内順不同･敬称略)
報告事項 18:30～19：00 司会：森下
1.会勢 前回幹事会～2009/08/25 現在
文京支部 69 名 前月差▲１名 期首 69 名 東京同友会 2224 名（8 月 25 日現在）
ご入会 0 名
退会
1名
（有）コムテック 大鷲氏
2.各部会/同好会報告
・ 例会委員会 ･･･ 例会委員会報告（討議事項とあわせて報告）
・ くらしと産業 「くらしと産業」主催 講演会
9 月 15 日（火）18：00～21：00 於：文京区民センター ３Ｄ会議室
栢尾副理事長 「都心部における中小病院の役割」
※資料
・政策部（江口氏）
※資料
■企業実態・製作要望のアンケートを実施することが確認されました。
・組織部（新井氏）
前回幹事会からの進捗 11 月新入会員歓迎会について
■ 11 月 2 日もしくは 5 日に歓迎会を開催し、例会への参加を促す。また、
「私の経営」を事前
に記入していただくことが決定しました。
・委員会関係
・教育委員会 ８・２５・２６の全国委員会報告
■ 現在の教育・若者論をフィンランドの実例も踏まえて報告がありました。
■ 出席者は田川氏と越川氏でした。
・経営労働委員会 経営指針セミナー開講
■ 参加説明会を開催、文京からは前川氏（ライロ）、田川氏（新協印刷）が参加しました。
■ 経営労働委員会からは「企業変革支援プログラム」を 11 月中に全国で 5000 名が実施する
という目標を立てたことが報告されました。
部経営指針セミナー(越川氏)…
□第２講 8/12 参加者 ５名 収支 会費２０００円（１名）
□一泊講座 10/11・12 現在参加予定者 6 名
■ 内容は経営方針について 前回までの経営理念についてはふりかえりを行うほか、決算書
の読み方についてもレクチャー、今回からの参加も大歓迎である旨報告がありました。
□事前準備物 ３期分の決算書、事前配布資料（事務局にて配布）
・西部協関係…
JAZZ 一泊研修 8/29・30 忍野八海 レイク忍野 参加費 10,000 円
□収支 ▲68,086 円 参加費収入 154,000 円 費用 222,086 円 （内訳宿泊代 111,000 円 食
費など諸経費 53531 円 バンドへの謝礼 50,000 円（源泉預り金 5555 円）
赤字分は西部協議会より補助
□ 経営研究集会 2010 年 西部協担当
準備会など年内発足予定
・おじゃましますの会(組織)…8/28 F＆F 福田保険 参加者８名
■ 保険代理店さん。損保中心に保険を販売している。ニーズに合わせて保険を組み立て、販売
している代理店。引き出しが非常に広い。大変勉強になった。との報告と感想が出されまし
た。
・気軽なランチの会･･･
前回（8/9）の報告 ■8 名参加（うち他支部より 2 名）
次回（９/９）の告知 ■参加者へより明瞭な地図を添付したチラシを送ることが確認されました。
・文京支部ゴルフの会
■他支部よりの参加もあり交流ができた。
・その他
支部会計担当者会議 9/1 報告（山縣）※資料
■ 支部独自の口座を利用し続けることで不具合が出てきていることが報告されました。（会員
名義で利用していた口座が、倒産に伴い利用できなくなったことなど）
■ 支部独自の口座を凍結し、同友会事務局の名義に一本化すること。月次の会計報告の書式を
変更し、わかりやすいものとすることが対策として事務局より提案があった。
■ 次回、支部会計システムを移行するかどうかを議論する
討議事項 19：00～20:30
１．会員動向について
近況報告
利益は出ているが低空飛行 売上げが芳しくないため若干の整理を行う予定がある 東商関係の新規事業に食
い込もうと考えたが、参入障壁が高く断念 車に凝っている 売上げダウンが思ったほどではなかった 出張で
ネットカフェを利用したが、ひどい環境で眠れなかった 労使の関係づくりの手伝いで山形へ出張する 「ヨー
ロッパ型資本主義（講談社現代新書）」
「大搾取（文藝春秋）
」を紹介 他の会の増強目標が大変だ 現場との温

度差を感じたので、現場の不満などを聞くに徹して計画に反映 今期、良い決算だったが、顧客からは苦戦して
いるとの声が聞こえる。
（特に小規模の建築関係）顧客の成果につながるように心がけたい 同友会関連の付き
合いでとても勉強になっている 非常に充実した 8 月だった。気分新たに 9 月からもがんばろうと思う。
■上記の内容が話されました。

2． 例会について(例会委員会 森下氏、機谷氏)
1 例会委員会報告と提案
・９月例会について（機谷氏）
９月１６日（水）１８：３０～ 会場 区民センター 会議室３-Ｃ
松井芳雄氏（株）シード・スペース・デザイン 代表取締役
テーマ：社内空間を快適にする空環境学
参加者（目標５０名）の動員について
■ぶんねっと（文京区経済課の促進事業）への掲載（無料）を検討
■メールにてお誘いをする。
■支部長代理として越川氏が、閉会挨拶と今後の企画ＰＲを新井氏が担当、記録担当は機谷氏
・年度内の例会の企画について
・ 基本テーマは「新たな売り上げの確保」 グループ討論を通しての持ち帰りを重視する
・ １１月例会：「自社の強みや資源、セールスポイントを見つめて新商品・新サービスを企画・
策定しよう」
■ 11 月例会の報告者の候補 大月書店 中川さん、アクア 原田さん（港支部）のいずれか
を検討
■ 報告は 30 分、グループ討論を 80 分に設定し参加者の持ち帰りを重視する
■ グループ討論のためにグループ長研修を行い運営について目線合わせを行う
■ グループ長は 1 ヶ月前までに依頼する
■ 「自社の強みや資源、セールスポイントを見つめ」るために、事前に参加者に対し自己分
析シートの記入をお願いする
■ 以上の点を踏まえ、次回幹事会において正式な企画書を提出することが決定しました。
・ ２月例会：（仮）「ブランドイメージを構築して販売戦略・顧客獲得戦略を立案してみよう」
・ ３月例会：（仮）
「ネットワークや企業連携で新商品開発や新しい販路の可能性を模索してみ
よう」
・例会に向けてグループ長研修を開催
2 気軽なランチの会
次々回のランチの会（10/14）ダイニングＣｏｏ 12：00～14：00

3． 経営指針一泊セミナーへの参加呼びかけについて
4． 文京アンテナボックスの活用について
第1案
11/30（月）～12/5（土） 準備期間が短いため廃案
第2案
2/1（月）～2/6（土） 仮押さえ済
使用料は 1 日あたりでおおよそ 1500 円程度
■プロジェクトチームを発足させ参加に向けて具体化を図る。また、軌道に乗るまでは奥長氏がリーダーとなる
ことが決定
5． 「わたしの経営」文京版（案）について ※資料
■ 内容を多少校正、「同友会でこんなことをやってみたい」の項目には選択肢を追記するなどの上、利用する
事が決定されました
6． その他
■ 10 月ごろ、憲章について議論する場を設けることが決定されました
次回幹事会：10/6(火)18:30 東京同友会会議室 三役会：10/1(木) 11：45～13:30 於 新協印刷 B1F 会議室

