
【問い合わせ】千葉同友会事務局（関根）
千葉市中央区富士見2-22-2千葉中央駅前ビル7階
TEL:043-222-1031／FAX:043-222-8207／メール:sekine@chiba.doyu.jp
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千葉県中小企業家同友会

2021年10月11日（月）18時30分～20時 参加費：無料

アイデアを構築する
～常識と常識の狭間を探せ～

ハイブリット開催！
【参加方法】
＜会場＞
プラッツ習志野　集会室1
習志野市本大久保3-8-19　電話：047-476-3213
＜Zoom＞
・ノートパソコンの場合
時間になりましたら、下記URLをクリックして入室
できます。
https://us02web.zoom.us/j/84892254229?pw
d=OE8valk4azQ1Q0lvM2xZdkg4R3JFQT09
・スマートフォンの場合
ZOOMアプリから「ミーティングに参加」をクリック
し、下記のID、パスワードをご入力ください。
ミーティングID： 848 9225 4229
パスコード：067002

千葉工業大学  先進工学部 知能メディア工学科

教授　森　信一郎氏 

　ビジネスはまず他にないアイディアから始まりま
す。しかしなかなか収益につながるビジネスにでき
ないとお悩みではないですか？それはアイデア構築
の考え方のミスマッチかもしれません。
　アイデア構築の考え方には「シーズ先導型」と

「ニーズ先導型」があります。どちらが良いと言う
訳でもなく、両方大事です。本例会ではニーズ志向、
シーズ志向それぞれで事例を交えて考えてみます。
　ビジネスを成り立たせていくためには、売り手、
買い手のメリットが無ければだめです。森先生がベ
ンチャー企業の商品開発に関わり見事にアイディア
から課題を克服して解決し商品を世に出した事例を
お話し頂きます。

「優れたアイデアは常識と常識の狭間にある」。毎年
恒例の秋の千葉工大例会今年も学びが多いです、ぜ
ひご参加ください

Web申し込みはコチラ

■ プロフィール
•  1987年富士通株式会社電子デバイス事業部（IC製造ロボットの開発）
•  1997年同モバイルフォン事業部（D社製GPS搭載携帯初号機開発）
•  2003年株式会社富士通研究所ワイヤレスインターネット研究部
•  2004年富士通ベンチャ企業ネットツーコム株式会社（次世代携帯開発）
• 2010年富士通テン株式会社（次世代車載機開発）
• 2011年静岡大学学位博士（情報学）取得
• 2014年富士通ベンチャ企業QDレーザ株式会社
•  2016年千葉工業大学先進工学部知能メディア工学科教授就任
• 企業向け情報農業技術アドバイザ
• 企業向け位置情報技術アドバイザ
• 県警技術アドバイザ

10/11（月）習志野支部例会参加申込み用紙
（FAX送付先043-222-8207）

例会（18:30～20:00）
□参加します（□現地（プラッツ習志野）・□Zoom）
□参加できません

お名前

会社名

支　部
会員外の方は、ご紹介者をご記入ください

（ご紹介者がいない場合は空欄で構いません）



202１年 ９月１６日 （木）１８：３０～２１：００

※今後の状況によっては開催方法が変更になる場合がございます
※前回参加してなくても大丈夫です。

参加費：無料

他支部
会員外

オブザーバー
参加も

大歓迎です！

◇10/11野田・流山支部合同例会 参加申込み用紙◇

10/11【□現地参加 □Zoom参加 □欠席】

お名前 会社名 支部

お申し込み先：千葉県中小企業家同友会事務局
千葉市中央区富士見2-22-2千葉中央駅前ビル7階

FAX ０４３-２２２-８２０７ ℡043-222-1031

・講師：千葉テレビ放送（株）

プロデューサー 大林 健太郎氏

あなたは自社のセールスポイントを説明できますか？
どんな会社でも商品でもセールスポイントは必ずあります。
先月に引き続き、10年にわたる企業紹介番組の企画・制作現場で
培った企業を輝かせる演出術をお話していただきます。多くの企
業が悩む商品の差別化について、分かりやすく見える化します。
自社のマーケティングで悩んでいる方は必聴です。
是非奮ってご参加ください。

WEB参加方法 ZOOM（ライブ動画配信サイト）にて行います。
時間になりましたら、下記のIDからアクセスください。

ID:876 8370 1462  パス:028361 
※初めて利用される方はお早めにアクセス下さい。
※ご不明な点等ございましたら事務局までお問い合わせ下さい。

202１年１０月１１日 （月）１８：３０～２１：００

会場：Zoom

会場：南流山センター(定員20名)＋Zoom



◆３つの目的◆
良い会社を
つくろう

良い経営者に
なろう

良い経営環を
つくろう

◆千葉県中小企業家同友会千葉中央支部10月例会のご案内◆

2021年10月12日 火
１５：３０～１７：５０
受付：１５：１５～

お申し込み先 千葉県中小企業家同友会（松本）
千葉市中央区富士見2-22-2千葉中央駅前ビル7階 TEL 043-222-1031

FAX ０４３-２２２-８２０７（下記ご記入の上ご返信ください）

◇10/12（火）千葉中央支部例会 参加申込み用紙◇

例会（15:30～17:50） □参加します □参加できません □現地参加 □Zoom参加

お名前 会社名 支部

会員外の方は、ご紹介者をご記入ください
（ご紹介者がいない場合は空欄で構いません）

TEL：

Mail：

参加費：
会員⇒無料
ビジター⇒2,000円

会場：ダイワロイネットホテル千葉中央＋Zoom
（現地会場は16名迄）

ネットからの
お申し込みはこちら

※参加費は下記口座へ事前にお振込みください。入金締切 10月11日（月）
千葉銀行 稲毛支店 普通 1115114
口座名：チバケンチュウショウキギョウカドウユウカイ

（千葉県中小企業家同友会）
※振込の際、名前の先頭に「1012」と入力してください。

※こちらは参加費のみの口座です。※振込手数料はご負担願います。

ZoomのID送付について
・同友会会員の方:後日メール等でお送りします
・ビジターの方：参加費の振り込みが確認取れ次第お送りします。

（株）ＷＩＴＳ
代表取締役 喜多野正之氏（市川浦安支部）
事業内容：小中高校生を対象とした個別指導型の学習塾を経営

報告者

喜多野氏は2003年にWITSを設立。「個々の強みを伸ばす」こ

とをモットーとし、ユニークな研修制度を用いて社員育成に取
組んでおられます。採用から育成、組織化に至るまでの仕組
みづくりや、従業員1人ひとりを活躍させるために実践してき
たことについてお話しいただきます。
奮ってご参加ください！



chibadoyukai
テキストボックス
　1999年に「保育室BabyRoomかわい」を立ち上げた同社。2008年に同友会の経営指針を作成するセミナーに参加した金児氏は、経営理念を軸に知的発育と安全に特化して経営しています。　また、自社の役割は「子供の幸せ、親の幸せのお手伝い」と考える金児氏は「キレイなママになりたい！」といった利用者の要望をくみとり、産後ケアを得意としたエステサロンをオープンしました。　金児氏の経営実践から経営理念を軸とした会社経営について考えます。



お問い合わせ・申し込み先
TEL: 043-222-1031 FAX：043-222-8207

千葉県中小企業家同友会事務局

数字で未来を描く
基礎知識

白井支部例会 お申し込み書

□Zoomで参加 □ご欠席

お名前 会社名 紹介者

（有）加賀計算センター

（白井支部）

10月13日
Zoomのオンライン開催

18:00-20:30
（受付：17:30～）

2021年

水

企業の利益は何で決まるか把握してます
か？売上と利益の関係性を正しく理解して
いますか？ 今回は皆様と実際に手を動かし
ながら事業の利益体制を勉強します。管理
会計の考え方を身に付け、事業の採算性へ
の理解を深めましょう！
みなさま奮ってご参加お願い致します。

Zoom(WEB)開催

ID: 883 7698 5172     パスコード: 404199

※電卓をお持ちください
（携帯でも可）



お問い合わせ・申し込み先
TEL: 043-222-1031 FAX：043-222-8207

千葉県中小企業家同友会事務局

10月13日 18:30-21:00
2021年

水

中期経営計画策定例会⑤財務分析

なぜ損益計算書より貸借対照表なのか？
農家のソロバン絶好鳥！

報告者：（有）北川鶏園 代表取締役 北川 貴基氏（市原支部）
事業内容：採卵養鶏

メディアにも多数紹介され、強力なオンリーワン商品も持つ北川鶏
園さん。しかし事業継承時から財務にはずっと悩んでこられました。
ご自身の経験から痛感したバランスシートの中身の重要性とは？
P/LとB/Sの関係をどう考えるのか？北川社長の経験から学び、一緒に
考えていきましょう！お知り合いの方とお誘いあわせの上、ふるって
ご参加ください。

市原支部例会 お申し込み書

□ご出席 □ご欠席

お名前 会社名 紹介者

【WEB例会への参加方法】
①ＰＣからの場合、インターネットで「Zoom」と検索、インストール
「Start Zoom」を起動し「【＋】参加」クリック、ID・パスを入力

②スマホの場合、事前にアプリ「Zoom Cloud Meeting」インストール
下記ＱＲコードを読み取り、「ミーティングに参加」をタップ、

下記パスワードを入力

ミーティングID: 848 6652 7117
パスコード: 379254



◆同友会ってどうゆうかい？！

2021年10月15日（金）18：30～20：30
会場：菜の花ホール または WEB（Zoom）

千葉県館山市北条1735 電話：0470-24-1515

参加費：無料

◆３つの目的◆

良い会社を
つくろう

良い経営者に
なろう

良い経営環境を
つくろう

他支部
会員外

オブザーバー
参加も

大歓迎です！

経営を
真剣に学べる
安房支部に

お越しください

◆千葉県中小企業家同友会安房支部10月例会のご案内◆

◇10/15（金）安房支部例会 参加申込み用紙◇

例会
□現地参加します □Zoom参加します □参加できません

お名前 会社名 支部

会員外の方は、ご紹介者をご記入ください
（ご紹介者がいない場合は空欄で構いません）

お申し込み先 千葉県中小企業家同友会
千葉市中央区富士見2-22-2千葉中央駅前ビル7階

FAX ０４３-２２２-８２０７（下記用紙を返信ください）

千葉県内に1500名の会員が所属する創立43年中小企業経営者の団体です。（全国では約4万6000
名）現在、千葉県内に25の支部があり、異業種同士が本音で話し合い「企業の体質強化」「中小企業
の地位向上」をめざしています。

今回は女性部会・船橋支部でご活躍中の山内恵氏をお呼びします！

山内氏は子育てがひと段落した際に出会った「クリスタルボウル」という楽器に魅せら
れ、演奏を始めました。クリスタルボウルは自然の音色で、心と身体を癒し穏やかにす
る効果があります。そこにヨガやカウンセリングも組み合わせた山内氏のセッションは、
現代社会での不安やストレスに寄り添い、多くの方に好評を得ています。
ふんわりと優しい雰囲気ですが、芯の強さも感じさせる山内氏。
そこにある想いや考えをうかがいながら、実際のセッションを
少しだけ体験できる、癒しの例会です♪ぜひお知り合いを誘って
ふるってご参加下さい！

山内恵氏 プロフィール
クリスタルボウル奏者・ヨガ講師 セラピスト 千葉県生まれ。
GRACE Heart&Body主宰。クリスタルボウル奏者/オーラチャクラリーディングカウンセラー
RYT200取得ヨガインストラクター/クリスタルボウルスクール講師

報告者：GRACE H&B 主宰 山内 恵 氏（船橋支部）
業務内容:クリスタルボウル演奏、ヨガ、ヒーリングサロン、レッスン

社員の健康は会社の健康
～永続的経営のために大切なこと～

どなたでも
参加できます

新型コロナの影響を鑑みて、現地参加とWEB（Zoom）参加どちらでもＯＫです。
Zoomの使い方に不安がある方は、お気軽に同友会事務局にお問い合わせください

ミーティングID: 828 3273 9888 パスコード: 572110 

女性経営者・
起業したい方、

大歓迎！




