平成 26 年度

ＷＩＮＧ

事業報告

１．事業活動方針
スローガン：『挑戦』
「挑戦」をテーマに事業活動を計画致しました。
ＷＩＮＧを会員の「挑戦」を発信し、会員相互に刺激を受ける会にすることを目指します。
活発な発信を行うことにより、魅力ある会の運営を行い、更なる会員増強につなげます。
スローガンに基づき、以下を昨年度の施策として実施しました。
・ ＷＩＮＧを紹介するための媒体を活用する。
Ｗｅｂサイトを活用し、担当幹事月に、担当幹事の近況、「挑戦」を発信する。
ＷＩＮＧ紹介媒体を作成し、毎月例会やオープン例会でのビジター参加増に活用する。
・ 「オープン例会」を設定し、重点的にビジター参加を促進する会とする。
２．実施事業
（１）会議の開催
・総会
・役員会

（本会の運営事業の審議等）
（必要に応じて適宜開催）

（２）月例会の開催
・ 例会を毎月開催しました。（１２月のみ休会）
・ 例会はあらかじめ幹事を決定しておき、例会開催に向けて事務局等との連絡調整を図り例会を
円滑に出来るよう努めました。また、担当幹事は例会時の司会・進行・管理を行いました。
・ 講演会では会員・会員外の講師を問わず、WING 会員に幅広く役に立つ情報、経営体験発表、
勉強会の場とし、月例会担当者で企画、運営をして会員相互の理解を深め、研鑽しました。
３．総会・月例会開催内容
4 月総会

5 月例会

6 月例会

幹事 ☆松尾・鈴木
日時・場所：4 月 17 日 15:00～19:00 都ホテル
参加人数 ：会員 23 名、ビジター1 名
開催内容 ：総会
ソプラノコンサート「歌恋文 春や春」
懇親会

会員

篠田弘美氏

幹事 ☆小栗・景山多・中野
日時・場所：5 月 23 日 16:00～19:00 都ホテル
参加人数 ：会員 25 名、ビジター1 名
開催内容 ：パネルディスカッション「挑戦」
モデレーター
岐阜大学副学長 林 正子氏
会員 小栗眞理子氏・景山多美氏・中野典子氏
懇親会
幹事 ☆景山啓・小寺・藤田
日時・場所：6 月 18 日 11:00～15:00 低糖専門キッチン『源喜』

市橋ローズナーセリー
参加人数
開催内容

7 月例会

：会員：20 名 ビジター１名
：「挑戦・人材」語る会
(有)市橋ローズナーセリー
会員
小寺聡美氏
『源喜』食事会
市橋ローズナーセリー
視察

幹事 ☆藤吉・小野・中川
日時・場所：7 月 18 日 16:45～19:30
参加人数 ：会員：25 名 ビジター5 名
開催内容 ：講演 「県政の今!」
懇親会

市橋滋利氏

都ホテル
岐阜県知事

古田肇氏

8 月例会

幹事 ☆千葉・森田・小塩・小林
日時・場所：8 月 21 日 16:00～19:00
都ホテル
参加人数 ：会員 28 名
開催内容 ：パネルディスカッション「人材教育」
現代の問題点～スキルアップへの挑戦
会員 森田槇子氏・千葉揚美氏・小塩貞子氏・小林喜代子氏
懇親会

9 月例会

幹事 ☆谷田・河口
日時・場所：9 月 17 日 16:00～19:00
都ホテル
参加人数 ：会員 23 名、ビジター6 名
開催内容 ：講演
(株)杉山塗装店
杉山昌治氏 「下請け体質からの脱却」
講演
会員 鈴木由賀氏 「私が掻き立てられるもの」
懇親会

10 月例会

11 月例会

12 月例会

幹事 ☆後藤・志津野・山田
日時・場所：10 月 11 日 16:00～19:00
都ホテル
参加人数 ：会員 20 名
ビジター1 名
開催内容 ：講演 「これから挑戦したいこと」
ＮＰＯ法人クローバ 理事長
懇親会

島田貴子氏

幹事 ☆高井・市原・五島
日時・場所：11 月 20 日
参加人数 ：会員 26 名
ビジター 8 名
開催内容 ：講演「人生設計の考え方・創り方」
(株)ビッグ・エスインターナショナル
(株)大坂塾
代表取締役
大坂靖彦氏
懇親会
休会

1 月例会

2 月例会

3 月例会

幹事 ☆鈴木・小田・和田・篠田
日時・場所：1 月 21 日 16:00～19：00
参加人数 ：会員 27 名、
開催内容 ：新年例会 「挑戦」
懇親会

都ホテル

幹事 ☆田中・古田・景山啓
日時・場所：2 月 22 日～23 日 8：15～翌 19：00
参加人数 ：会員 17 名
開催内容 ：県外視察旅行
「お笑いと最高層と歴史に挑戦」

大阪・奈良

幹事 ☆関谷・大川・廣瀬
日時・場所：3 月 28 日 14:00～19:00 岐阜文化センター
都ホテル
参加人数 ：会員 25 名
開催内容 ：ソプラノリサイタル『夕鶴』
会員 篠田弘美氏
反省会
懇親会

４．役員会開催
第１回
日時・場所：6 月 18 日 15:30~17:00 (株)ハイビックス
参加人数： 8 名
議題
・例会内容の方針説明
・ＷＩＮＧパンフレット内容
・10 月視察方針提案
・異業種交流会開催依頼について
・講演者費用について
第2回
日時・場所：12 月 4 日 17：00～18：30
都ホテル
参加人数： 8 名
議題
・2 月県外視察旅行について
・3 月例会について
・ビジター様参加について
・次期計画について
第3回
日時・場所：3 月 28 日 19:00～20:00 都ホテル
参加人数： 12 名
議題
・次年度役員について
・次年度総会について
・次年度例会開催について
・規約改正について

会議室

・ＷＩＮＧパンフレットについて
・ＷＩＮＧ20 周年記念行事準備について
５．会員数
・平成 26 年 4 月時点での会員数
・平成 27 年 3 月時点での会員数
・入会者
・脱会者

32 名
30 名
4名
6名

