
沖縄県中小企業家同友会 ２０２３年１月４日作成

＜２０２２年度のスローガン＞

※参加申し込み・詳細は、e.doyuをご覧下さい。 http://www.okinawa.doyu.jp
e.doyuのログイン方法は、裏表紙を参照下さい。

※所属支部（部会）のご案内は、Ｅメールで配信しますので、e.doyuにて出欠回答を
お願いします。所属支部以外で参加を希望される場合は、同友会事務局までご連絡
ください。 E－mail：doyu@okinawa.doyu.jp TEL:098-859-6205

２０２２年度1・２月行事ご案内

回
覧

会長 社長 専務 常務

人間尊重の経営を学び、実践しよう‼
～全国総会をステップに新たな時代を切り拓く～

（１２月２８日現在）

２０２３年新春のつどい（別紙参照）
日 時：２０２３年１月２０日（金）１６：００～１９：００
会 場：ラグナガーデンホテル 講 師：うちな～噺家 志ぃさー（藤木勇人）氏

開催日 開始時間 内容 件名

01月10日(火) 18:00 学習会 【後期】那覇支部経営基礎講座第３講

01月11日(水) 18:00 会員交流 浦西支部2023年新春ボウリング大会

01月13日(金) 18:00 会員交流 ビジネス連携部会「ゆいま～る」新春ボウリング大会

01月16日(月) 17:00 事業プレゼン 浦西支部企業（事業）プレゼン

01月17日(火) 17:30 事業プレゼン 那覇支部西地区「一味異なる事業プレゼン」

01月19日(木) 16:00 受講生向け 第21期「社長・社員共育塾」第５講

01月19日(木) 18:30 学習会 中部支部Zoomで学習会

01月24日(火) 18:00 学習会 【後期】那覇支部経営基礎講座第４講

01月25日(水) 09:30 学習会 SDGs学習会（導入編）

01月25日(水) 調整中 学習会 中部支部SNS学習会

01月27日(金) 16:00 受講者向け 第27期同友会大学卒業式

01月27日(金) 16:00 見学 那覇支部南地区まちまーい＆新年会

01月30日(月) 18:00 学習会 八重山支部１月支部学習会

02月01日(水) 17:00 学習会 第55期経営指針作成講座 事前学習会

02月02日(木) 調整中 見学 南部支部企業視察

02月03日(金) 15:00 学習会 景況調査学習会

02月07日(火) 18:00 学習会 【後期】那覇支部経営基礎講座第５講

02月09日(木) 16:00 学習会 企業変革支援プログラムver.2学習会

02月10日(金) 15:00 計画づくり 南部支部ワクワク計画２０２３

02月10日(金) 18:00 オリエンテーション 新会員オリエンテーションin北部

2月11(土)~17日(金) 催物 ゆいま～る島のいいもの再発見フェア

02月14日(火) 13:00 学生向け プレ合同企業説明会in沖縄大学

02月17日(金) 10:00 受講生向け 第55期経営指針作成講座 第１講

02月17日(金) 13:00 学生向け プレ合同企業説明会in沖縄国際大学

02月17日(金) 16:00 学習会 北部支部やんばるじんぶん塾

02月18日(土) 10:00 受講生向け 第55期経営指針作成講座 第２講

02月20日(月) 17:00 例会 那覇支部例会

02月21日(火) 16:00 受講生向け 第21期社長・社員共育塾第6講

02月21日(火) 18:00 学習会 【後期】那覇支部経営基礎講座第6講

02月22日(水) 17:30 事業プレゼン 那覇支部西地区「一味異なる事業プレゼン」

02月22日(水) 17:30 学習会 ゆいま～る学習会

02月23日(木) 10:00 見学 南部支部八重瀬町まちまーい

02月24日(金) 調整中 例会 中部支部例会

02月25日(土) 10:00 会員交流 うりずん運動会＆懇親会

02月25日(土) 18:30 例会 八重山支部居酒屋例会

02月27日(月) 16:00 受講生向け 2022年第6回新人フォローアップ研修会



【後期】経営基礎講座第３講

はじめの一歩を踏み出そう、アウトプット読書会
～激変の時代、自ら変わる人が生き残る～

日 時：１月１０日(火) 18:00～20:00
会 場：沖縄産業支援センター 602号
講 師：ブルービー 代表 稲嶺有晃 氏
内 容：・事業のパッケージ化

・事業の試作モデルをつくる
・自分がいなくても上手くいく仕組み

Zoom可
浦西支部

２０２３年新春ボウリング大会

日 時：１月１１日(水) 18:00～20:00
会 場：てだこボウル
参加費：１，５００円

（２ゲーム、靴代、賞品代込み）
内 容：会員交流

ビジネス連携部会「ゆいま～る」

新春ボウリング大会・懇親会

日 時：１月１３日(金)
ボウリング 18:00～20:00
懇親会 20:15～22:00

会 場：サラダボウル、やっぱり食べほ
参加費：２，０００円

（２ゲーム、靴代、他）
内 容：会員交流

那覇支部西地区

一味異なる事業プレゼン

日 時：１月１７日(火) 17:30～19:00
会 場：沖縄産業支援センター 602号
発表者：（同）グラッド 代表社員 大城章 氏
内 容：事業プレゼン

浦西支部

企業プレゼン

日 時：１月１６日(月) 17:00～18:00
会 場：沖縄産業支援センター 602号
発表者：NPO法人ライフサポートてだこ

代表 嵩原満 氏
内 容：事業プレゼン

Zoom可

社員教育委員会

中間管理職が考えるよい会社とは？
～部下と社長の板挟みのなかで～

日 時：１月１９日(木) 16:00～19:10
講 師：㈲スタプランニング 課長 又吉里美 氏
会 場：沖縄産業支援センター 「ホール」
内 容：第２１期社長・社員共育塾第５講

Zoom可

Zoom可

中部支部

Zoomで学習会

日 時：１月１９日(木) 18:30～19:30
会 場：Zoom
内 容：事業プレゼン

【後期】経営基礎講座第４講

はじめの一歩を踏み出そう、アウトプット読書会
～激変の時代、自ら変わる人が生き残る～

日 時：１月２４日(火) 18:00～20:00
会 場：沖縄産業支援センター 602号
講 師：ブルービー 代表 稲嶺有晃 氏
内 容：・事業発展プログラムとは何か？

・人生の目的
・人生設計の一部として事業を考える



SDGsプロジェクト

SDGs学習会（導入編）

日 時：１月２５日(水) 9:30～12:00
会 場：沖縄産業支援センター 602号
講 師：ブルービー 代表 稲嶺有晃 氏
定 員：３０名
参加費：1,000円（会員）、3,000円（ゲスト）

那覇支部南地区

マシューと行くコザまちまーい＆
ディープナイト

日 時：１月２７日(金) 16:00～22:00 頃
会 場：ミュージックタウン音市場１F（集合）
参加費：実費
内 容：まちまーい＆新年会

八重山支部

明日から使える！
チームで効率的に仕事をするための処方箋

～ゴールドラット博士の教えに学ぶ～

日 時：１月３０日(月) 18:00～20:00
会 場：大濱信泉記念館
講 師：（一社）日本TOC推進協議会

理事長 本多正幸 氏
内 容：学習会

Zoom可

同友会大学運営委員会

第２７期同友会大学卒業式

日 時：１月２７日(金) 16:00～17:00
会 場：沖縄産業支援センター 602号

中部支部

SNS学習会

日 時：１月２５日(水) 9:30～12:00
会 場：沖縄産業支援センター 602号
内 容：事業プレゼン



①ＵＲＬを入力する
https://okinawa.e-doyu.jp/login.html

②左のようなログイン画面が開いたら、
ユーザＩＤとパスワードを入力する

ユーザＩＤ・パスワードを忘れた場合、
登録されたＥメールアドレスを入力して
調べることが出来ます。

③緑のログインボタンを押す

操作がわかりにくい場合やＩＤ・パスワードを
知りたい場合は、沖縄同友会事務局までお問い合わせ
ください。

E－mail : doyu@okinawa.doyu.jp
TEL : 098-859-6205

組織活動支援システム ｅ．ｄｏｙｕ（イードーユー）
ログイン方法

会員名簿 出欠回答

出席と回答した会合はカレンダーへ反映さ
れます。スケジュールの行事一覧から所属
支部以外の案内を見ることも可能です。

https://okinawa.e-doyu.jp/login.html
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