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(社)北海道中小企業家同友会釧路支部マルチメディア研究会２０１１年度総会 

◆日時：２０１０/４/２３ 

◆総会会場：同友会事務所 

◆懇親会会場：串串 

 

第一部 総会 １８：００～１８：２０ 

 

１． 開会 

２． 会長挨拶 

３． 議長選出 

４． ≪報告事項≫ 

①２０１０年度の活動報告と収支報告 

②会計監査報告 

５． ≪議題≫ 

①２０１１年度の活動方針案と予算案の提案 

②２０１１年度の役員選出 

６． 質疑応答 

７． 一括採択 

８． 議長退任 

９． 閉会 

 

 

第二部 記念講演 １８：２０～１９：００ 

 

<テーマ>：「ソーシャルメディア時代の著作権」 

<報告者>：丸中釧路中央青果（株） 斉藤 和芳氏 

 

 

懇親会会場へ移動 

懇親会会場：串串 （釧路市栄町３丁目１番 六本木センター１Ｆ） 

 

 

第三部 懇親会 １９：１５～２０：４５ 

 

･ 
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１． ２０１０年度の活動報告 

 

日時 内容 講師 

４／１４ ４月例会 

テーマ：「あなたの表現力を高めましょう」 

場 所：まなぼっと 

シーズサービス（株） 

迫田 栄重氏 

 

５／１５ ２０１０年度総会 

記念講演：「シンクライアントと仮想化」 

場 所：同友会事務局、末広館 

マルチメディア研究会 

斉藤 和芳氏 

６／２４ ６月例会 

テーマ：「クラウドサービスを見てみよう」 

場 所：同友会事務局 

マルチメディア研究会 

佐々木 圭一氏 

７／２０ ７月例会 

テーマ：「ＳＵＭ関数を使ってグラフを作ろう」 

場 所：同友会事務所 

マルチメディア研究会 

深山 浩昭氏 

８／２４ 幹事会  

１０／２７ １０月例会 

テーマ：「ＩＴ経営実践セミナー入門編」 

場 所：同友会事務所 

マルチメディア研究会 

乗山 徹氏 

１１／２５ ＩＴ活用セミナー 

テーマ：「お金をかけないＩＴ活用セミナー」 

場 所：釧路工業技術センター 

浜松総務部（有） 

木村 玲美氏 

１２／１８ 忘年会 

場所：炉ばた居酒屋 はたご家 

 

２／５～６ 一泊研修会 

テーマ：「ツイッターについて」 

場 所：ホテル摩周 

マルチメディア研究会 

斉藤 和芳氏 

 

３／１０ ３月例会 

テーマ：「５分間プレゼン」 

場 所：同友会事務所 

参加者全員 
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２． ２０１０年度収支報告（2010年4月1日～2011年3月31日） 

 

（社）北海道中小企業家同友会 釧路支部 

2010 年度マルチメディア研究会 収支決算報告 

（2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日） 

    

   （単位：円）

収入の部 支出の部 

前年度繰越金 130,032 総会費用 58,500

会費収入（@5000*24） 120,000 例会・その他会合費用 122,969

総会参加費 33,000 事務管理費（@2,000*24 名） 48,000

例会・その他会合参加費 66,000 雑費 2,625

    次年度繰越金 116,938

収入合計 349,032 支出合計 349,032

 

【会計監査報告】 

２０１０年度（社）北海道中小企業家同友会 釧路支部 マルチメディア研究会会計監査の結果、

適正かつ正確に処理されていたことを認めます。 

 

 

 ２０１１年４月２１日 
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３． ２０１１年度活動方針 

 マルチメディア研究会が発足して１４年が経過しました。企業経営に係わる様々なＩＴの問

題に取り組み、北海道中小企業家同友会釧路支部の部会として先駆的な役割を果たして

きました。今年度は下記のテーマを予定しています。積極的に参加し、研究会員自身が考

え、交流しましょう。 

 

①中小企業のＩＴ力向上を目指しての研究と提言を強化する 

 

②会員発表例会を開催し、プレゼン力の向上を目指す。 

 

③会員増強に力を入れる 

 

④マルチメディア研究会が主催する公開例会、一泊研修会を開催する。  

 

日時 内容 講師 

４月２３日 ２０１１年度総会 斉藤 和芳氏 

５月   

 

６月   

 

７月   

８月   

９月   

１０月   

１１月   

１２月   

１月   

２月 

 

  

３月   

 

※これまで出された企画案 

◇Ooo 事例報告(他地区での事例を中心に)    ◇フェイスブックについて 

◇セキュリティについて 
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４． ２０１１年度予算（2011 年 4 月 1 日～2012 年 3 月 31 日） 

（単位：円） 

収入の部 支出の部 

前年度繰越金 116,938 総会費用 60,000

会費収入（@5000*24） 120,000 例会・その他会合費用 120,000

総会参加費 35,000 事務管理費（@2,000*24 名） 48,000

例会・その他会合参加費 66,000 雑費 3,000

    次年度繰越金 106,938

収入合計 337,938 支出合計 337,938

 

５． ２０１１年度役員案 

 

 

  会内役職 氏名 会社名 

1 会長 斉藤 和芳 丸中釧路中央青果(株) 

2 副会長 小川 衛治 （株）おが和 

3 副会長 深山 浩昭 プロシステム釧路 

4 幹事長 佐々木圭一 釧路綜合印刷（株） 

5 副幹事長 柳原 博志 トーワ計装（株） 

6 副幹事長 乗山 徹 ファーストコンサルティング（株） 

7 幹事 大道 博文 マル道セフィティーサービス(株) 

8 幹事 鈴木 洋平 （株）釧路新聞社 

9 幹事 太田 勉 （株）サンエス・マネジメントシステムズ 

10 会計監査 田中 啓一 (有)菊地電機商会 
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北海道中小企業家同友会釧路支部マルチメディア研究会規約 

 

 

１．名称  この会は「北海道中小企業家同友会釧路支部マルチメディア研究会」と称す

る。 

 

２．会員  会員は北海道中小企業家同友会の会員企業の経営者と従業員とする。１企業

何人でも登録できる。但しメールアドレスを取得していることを条件とする。 

 

３．活動 この会は次ぎのような活動に取り組む。 

 

①マルチメディアの最新情報を会員に提供し、中小企業が情報化時代を乗切る  

 ための知識と技術を取得する例会などの活動を進める。 

②釧路の文化を発信するＷＥＢページを作成・管理する。 

③北海道中小企業家同友会釧路支部のＷＥＢページを支部幹事会と相談しなが

ら作成・管理する 

④メーリングリストを運営し、同友会の企画や様々な情報を双方向でやりとり 

 する。 

⑤パソコンのトラブルなど、同友会会員の相談には幹事会を中心に検討して例   

会などを通して応じる。 

    ⑥その他詳細は同友会支部運営規定、総務運営規定に照らして活動する。 

 

４．運営機関 この会の運営のため、総会と幹事会を設けます。会の運営は全会員が協力

してあたる。 

 

５．会費 この会の年会費は、１企業で５０００円とする。但し通常の月例会費は会員企業

登録企業は無料とする。会計年度は４／１～３／３１までとする。 

 

６．幹事・会計監査  幹事・会計監査は各年度毎（４／１～３／３１）の総会で選出する。幹

事の中から会長（１名）・副会長（若干名）・副幹事長を選出し、幹事と会計監査の再任は妨

げない。 

 

７．事務局 この会の事務局は北海道中小企業家同友会釧根事務所内に置く。 

 

８．改正  この規約は１９９９年７月１２日～１５日に開催された総会で採択された。改廃は

総会において行うことができる。 
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≪マルチメディア研究会 会員一覧≫ 

(順不同、敬称略) 

番号 氏名 会社名 

1 斉藤 和芳 丸中釧路中央青果(株) 

2 小川 衛治 （株）おが和 

3 深山 浩昭 プロシステム釧路 

4 佐々木圭一 釧路綜合印刷（株） 

5 柳原 博志 トーワ計装（株） 

6 乗山 徹 ファーストコンサルティング（株） 

7 太田 勉 (株)サンエス・マネジメントシステムズ 

8 大道 博文 マル道セフィティーサービス(株) 

9 鈴木 洋平 (株)釧路新聞社 

10 田中 啓一 (有)菊地電機商会 

11 相田 美樹雄 (株)くしろ紅庄 

12 千田 貴裕 千田塗装興業(株） 

13 中島 均 カキキン（有） 

14 西納 文陽 (株)釧路マネキン紹介所 

15 福井 克美 トーワ計装（株） 

16 本間 弘人 丸什本間建設（株） 

17 佐川 健次 (株)北海道新聞社 

18 葭本 正美 よしもと歯科・矯正 

19 残間 巌 (株)残間金属工業 

20 相木 幸 (有)アセットプランニング 

21 堀田 祐巳 堀田技術士事務所 

22 浅野 葉子 (株)アシスト 

23 菊地 康平 (株)大起工業 

24 朝日 隆仁 ラウンジ SAKURA・桜 

25 斉藤 俊也 (有)生地のサイト 

 


