東京同友会文京支部 10 月定例幹事会（第 7 回）
日時：10 月 7 日（火）１８時３０分～２１時００分
会場：文京区民センター3 階会議室 C
出席：(敬称略) 江口、二木、越川、清水、新井、森下、三國、飯塚、中川、細野、田川、奥長
司会：三國氏

第１部 幹事会
支部長挨拶

１８時３０分～２０時３０分

１、報告/確認事項 １８時３０分～１８時５０分（２０分）
①会勢 10 月 7 日(火) 64 名 （期首会員数６６名)
退会：株式会社 ニークシステムテクノロジー 成瀬隆夫氏
②9 月 9 日(火) 理事会 報告：支部長
外形標準課税の署名運動をすることが確認されました。
③9 月 24 日(水) 第 21 回東京経営研究集会 実行委員会 報告：飯塚(正)氏、藤尾氏
④9 月 25 日(木) 西部協幹事会 報告：越川氏
伝説の経営者シリーズ例会を 1 月か 2 月にエアコンサービスの井上氏を予定(杉並担当)
⑤10 月 1 日(水) 外形標準課税ＰＴ 報告：奥長氏、二木氏
⑥10 月 3 日(金) 西部協議会プレ例会 参加人数 28 名、収支△4498 報告：清水氏
⑦9 月収支報告 事務局より報告
２、各部会報告
①組織部会 担当：新井氏
9 月 26 日（月）
第 5 回 10 月 23 日（木）16 時～18 時
第 6 回 11 月 25 日（火）16 時～18 時
次回：新会員研修 10 月 30 日(木) 東京中小企業家同友会会議室
②実践経営者講座運営委員会
次回打ち合わせ：10 月 30 日（木）18 時 30 分
③政策渉外部 10 月２日（木）部会 報告：二木氏
拓殖大学山本先生訪問 次回：調整中
④ＢＮＫ５３８（担当：清水氏）、広報部（担当：越川氏） 9 月 25 日（木）打合せ
三國さんを筆頭に Facebook(東京同友会文京支部)ページから情報 UP する
文京支部 HP からご覧いただけます。
３、討議事項 １８時５０分～１９時５０分（６０分）
(１)行事関係
①第 21 回東京経営研究集会
日時：11 月 6 日（木）13:00～
実行委員会 報告：飯塚(正)氏
参加：江口氏、奥長氏、新井氏、細野氏、國弘氏、森下氏、藤尾氏、夏目氏、飯塚(勝)氏、
飯塚(正)氏、中川氏、國弘氏、真下氏、二木氏

チケット買取（１７名）不足人数 3 名
参加される方は、お早めに参加登録をして頂きたい

会員外チケットについて
残りは ML でご案内する

新井氏、細野氏、二木氏に配布し会員外に配って頂く

②ＢＮＫ５３８担当例会 若手増強例会
日時：11 月 10 日(月)10:00～
報告者：石川哲夫氏
テーマ：企業訪問
資料：チラシに 15 名限定と記載する、従業員のモチベーション UP 方法とは？等記載
若手経営者向けに案内を作成する
北支部担当事務局にも依頼する
③政策渉外部担当「地域と大学」例会第４弾 報告：二木氏
講師：東洋大学 東海林克彦教授
日時：11 月 11 日(火)18 時 30 分～
テーマ：白山商店街・根津千駄木商店街と東洋大学の連携事例について
呼びかけ：区長、経済課、アカデミー推進部、商工会議所、金融機関、大学、商店街、
これまでの参加者全員(過去の参加者、街づくり調査特別委員会の区議に案
内送付 月刊誌折込はしない
会場予約済：シビックセンター5 会議室 AB、懇親会予約「北海道」
講師料：３万円
備品：スクリーン、プロジェクター、マイク
④広報部担当例会 女性増強例会
日時：11 月 27 日(木) 10：00～
報告者：二木玲子氏 大谷清運株式会社
二木氏の工場を見学させて頂きお話を伺う
参加目標：２０～３０人 定員 30 名
資料：チラシタイトルをキャッチ 枠を白抜きにする 女性経営者に来ていただける
ような案内にする
⑤政策渉外部担当 エコノミックガーデニング勉強会（全２回）
講師：拓殖大学 山本尚志先生
日時：第１回 11 月 19 日（水）18 時 30 分
第２回 12 月 10 日（水）
テーマ：第１回 エコノミックガーデニングの新しい動き
第２回 文京区に合ったエコノミックガーデニング
企画書、チラシ準備中
会場予約: 第 1 回文京アカデミー 学習室、第 2 回文京区民センター ３－D 会議室
講師料：２回で５万円
⑥実践経営者講座 担当：藤尾
第３回講座 平成 27 年 1 月の例会 奥長先生の経営理念のセミナーを開催予定
（２）アンケート実施
１０月末日締切
資料：アンケート最終案
文京支部会員にメール、FAX をする
(３) 第１４期同友会研修
飯塚(正)氏 修了

４、増強月間について ２０時００分～２０時３０分（３０分）
担当：組織部
増強について 例会に参加した会員外参加者へ紹介者ともに訪問をする
会員訪問を行う
10 月 株式会社ハセベ 原田氏訪問予定
ミニ例会
中川氏から新会員に連絡を取って頂き次回幹事会以降に開催予定
会員企業の紹介
新入会員の紹介を中心とした第 1 号を年内に作成する
組織部 広報部で打ち合わせを行う
会員企業へ手紙でアプローチをする
予算の関係上発送頻度は次回継続議題
会員交流
おやじの会については次回幹事会継続議題
ゴルフ同好会の立ち上げ承認

５、その他
①第 8 回理事会 11 月 4 日(火)18 時 30～ 文京シビックセンター３階会議室 C
②次回幹事会司会：中川氏 福田氏がご都合が合わないため繰り上げ
③中野・杉並支部共催例会案内 事務局より
第２部

「外形標準課税の勉強会」２０時３０分～２１時
報告：奥長氏
外形標準課税プロジェクトチームに文京支部代表として二木氏参加
署名について文京支部は事務局に提出をすること
文京支部で 600 名を集めると宣言して頂きました。
社員の方にも伝えてほしい
また奥長様から署名活動の３つの利点をお話頂きました。
・支部で 1 つの目標に向かえる
・中小企業の積極的意義
・社員と経営者が話し合うきっかけになる

