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地域研究会 

(地域研) 

2 月 2 日（水） 

19:00～20:30 

 

武蔵野公会堂会議室なら

びにＺＯＯＭでのミーティン

グとのハイブリッド形式 

次回テーマについてのフィールドワーク

計画について等 

小田 明彦 

T：03-3254-5891 Ｆ：03-3254-5864 

oda@yuubi-s.co.jp 

※最新状況はメールにてお尋ね下さい 

企業内診断士活性化

研究会（活性研） 

 

2 月 9 日（水） 

19:00～21:00 

参加費:500 円 

三鷹商工会館 

※Zoom での開催に変更

する場合があります。 

「企業診断」 

発表者：久保 陵 
代表：久保 陵 

chupo@sky.plala.or.jp 

プロジェクトマネジメント

研究会（PM 研） 

2 月 12 日（土） 

10:00～12:00 

 

府中市市民活動センター 

「プラッツ」 

経営革新計画の作り方 代表 北嶋 義和 

T:042-372-1430 

yoshikazu.kitajima@nifty.com 

デジタルマーケティング

研究会(DM 研) 

2 月 14 日(月) 

18:30～20:30 

WEB 開催の場合は 

19:00～21:00 

 

武蔵野商工会議所会議

室（新型コロナウィルス感

染症の情況によ っては

WEB 開催） 

個別事業者へのデジタルマーケティング

支援 

代表 落合 和雄 

T:042-372-2863 

kazochiai@nifty.ne.jp 

担当(広報) 阿部 令一 

T:070-4481-1136 

reiichiyuki19520313@gmail.com 

ＴＡＭＡ活性化支援グ

ループ（ＴＡＭＡ支援グ

ループ） 

2 月 15 日(火) 

18:00～20:30 

ZOOM によるオンライン 

セミナー 

 

テーマ：新年度の公的中小企業 

支援策の目玉施策のポイント解説 

1 部：国の令和 3 年補正補助金 

2 部:東京都の令和 3 年助成金 

細谷 和丈 

T:042-322-5387 

ｗｈosoyakazu@outlook.jp 

先端ビジネスモデル研

究会（ＢＭ研） 

2 月 26 日(土) 

18:30～20:30 

国分寺労政会館 

042-323-8515 

未定 

後日お知らせします 

山崎 康夫；T:042-584-7430 

yas_yam@nifty.com 

太田 俊規 

bm_kenkyu@yahoo.co.jp 

環境マネジメント研究

会（ＥＭ研） 

2 月 19 日（土） 

14：00～15：30 

東小金井駅開設記念会

館 マロンホール 

ZOOMを用いたWEB会議

併用 

講演：未定 代表：井上 晋一 

T: : 090-1737-2101 

inoue.shinichi@tkk-lab.jp 

担当：高橋 拓巳 

taku-taka@mub.biglobe.ne.jp 

最新ＩＴ活用研究会（ＩＴ

活用研） 

2 月 18 日（金） 

20:00～21:00 

ZOOM によるオンライン会

議 

・会員発表（吉沢会員） 

・Ｆ社支援（コロナ後の支援策など） 

・八王子飲食店支援(HP作成支援な

ど) 

代表：西田吉希  

yoshki_nishita@nifty.com 

※スポット参加もＯＫです！ 

小規模企業知的資産 

経営実践研究会(知的

資産研) 

2 月 11 日(金) 

18：30～20:30 

（WEB 19:00-20:30） 

武蔵野プレイス(JR中央線

武蔵境南口前) 

WEB 開催の可能性あり 

・事業承継への適用に関する書籍化

作業 

 

代表：内山 朗 

uchiyama@bb-kyoso.hope.cx 

中小企業のための法律

研究会（多摩法務研

究会） 

2 月 19 日(土) 

9:30～12:00 

八王子労政会館 

※Zoom 開催に変更の可

能性あり。 

未定 柿崎誠治 

kakizaki-sij@nifty.com 
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VE 研究会(ＶＥ研） 

2 月 10 日（木） 

19：00～21：00 

武蔵野プレイス（リアル会

合・ＷＥＢ会合）の併催 

・経営へのＶＥ適用 

・コンサルティングコンテンツの作成 

・ＶＥ実践活動 

・ヒット商品の分析 

丹澤 一昭 

ktan@tempo.ocn.ne.jp 

 

 

IoT 活用研究会 (IoT

研) 

2 月 5 日（土） 

13:00～15:00 

※Zoom による開催（右記

連絡先にお問合せくださ

い。） 

・会員による事例紹介と意見交換 代表 中村二朗 

nakamura.jiro@eco.ocn.ne.jp 

担当 牛嶌一朗

ushijima.ichirou@lapis.plala.or.jp 

プレゼンテーションスキル

アップ研究会（ＰＳ研） 

2 月 5 日（土） 

9：30～12：30 

三多摩支部事務所 

(ビジネスト内) 

※Zoom での開催へ変更

する場合があります 

・プレゼンスキル研究コース：プレゼン７

変化セミナーのコンテンツ完成 

セミナー講師コース：プレゼン 7 変化セ

ミナーの実施計画 他 

代表 坂田愼一 skg@orchard.mfnet.ne.jp 

担当：木山良裕  

kiyamasoudan@nifty.com 

人材マッチングサポート

研究会 

2 月 18 日（金） 

18:30～20:30 

※ZOOM よる開催（リアル

会場との併用の場合があり

ます。） 

本年度のアウトプットについて 代表 大塚昌子 

office@otsukamasako.com 
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