
2020/2/16 現在

日付 主幹部門 イベント内容 会場 日付 主催 イベント内容 会場

4月 4/15(月) 国際部 国際ビジネス講座
東京都南部労政会館 第5会議室(大
崎)

4/13(土) 東京協会 スプリングフォーラム
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
(市ヶ谷)

4/25(木) 東京協会 コンプライアンス研修(基礎編・応用編) 東京都中小企業会館9階講堂(銀座)

5月 5/11(土) 青年部 春の城南キャラバン サイボウズ本社(日本橋) 5/11(土) 目黒中小企業診断士会 第7回通常総会 ホテル雅叙園東京(目黒)

5/18(土) 会員部 他 新緑フェスティバル2019 東京カルチャーカルチャー(渋谷) 5/13(月)
東京大田中小企業診断士
会

総会
大田産業プラザ(PiO) 6階D会議室
(蒲田)

5/18(土) 地域事業開発部 渋谷区創業セミナー(～6/15(土)) 渋谷区立勤労福祉会館(渋谷) 5/22(水) 渋谷区中小企業診断士会 2019年度社員総会
渋谷区地域交流センター恵比寿 1階
区民交流室C(恵比寿)

5/18(土) 研究会部 全研究会紹介 東京カルチャーカルチャー(渋谷)

5/18(土) 総務部 城南支部大会 東京カルチャーカルチャー(渋谷)

5/18(土) 能力開発推進部 コンプライアンスセミナー 東京カルチャーカルチャー(渋谷)

5/22(水) 能力開発推進部 中小企業診断士のための傾聴セミナー 入新井集会室(大森)

5/25(土) 広報部 城南支部パンフレット改定

5/28(火) 国際部・会員部共催 海外視察ツアー(～6/2(日)) マレーシア・クアラルンプール

6月 6/11(火) 能力開発推進部 コンプライアンスセミナー 入新井集会室(大森) 6/12(水) 東京協会 第8回定時総会・60周年記念式典 帝国ホテル(日比谷)

6/19(水) 研究会部 研究会リーダー連絡会 渋谷区立商工会館クラブ室(渋谷) 6/14(金)
せたがや中小企業経営支
援センター

定時総会
オークラレストラン スカイキャロッ
ト(三軒茶屋)

6/21(金) 地域事業開発部 小規模事業者等活性化事業説明会 入新井集会室大集会室(大森)

7月 7/2(火) 地域支援部 地域支援実践事業勉強会
東京都南部労政会館 第6会議室(大
崎)

7/7(日) 東京協会 一泊研修会(～7/8(月)) ハートピア熱海(熱海)

7/28(日) 会員部 日本文化神髄を学ぶ「茶道教室」
渋谷区立勤労福祉会館 第3洋室・第
4洋室(渋谷)

7/11(木) 東京協会 東京協会認定研究会代表者連絡会議 東京都中小企業会館9階講堂(銀座)

7月末 広報部 診断334号発行

8月 8/9(金) 支部 顧問・相談役・参与懇談会 渋谷ソラスタコンファレンス(渋谷) 8/3(土) 東京協会国際部 国際オープンセミナー 東京都中小企業会館9階講堂(銀座)

9月 9/4(水) 能力開発推進部 事業再生セミナー 渋谷区立商工会館 第1会議室(渋谷)

9/8(日) 会員部
屋形船に乗ってハゼ釣りをしよう!
(※天候不良により中止)

船宿伊藤遊船(東西線 妙典駅)

9/11(水) 青年部 夏の城南キャラバン Designers Dining 76CAFE(表参道)

9/20(金) 地域支援部 工場入居診断事業 専門家向け勉強会
渋谷区立勤労福祉会館 第1洋室(渋
谷)

9月 会員部 会員Webアンケート調査

10月 10/12(土) 国際部
城南国際セミナー (※天候不良により延
期)

渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室(渋
谷)

10/26(土) 東京協会 秋大会
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
(市ヶ谷)

10/19(土) 地域事業開発部 小規模事業者等活性化事業学習会
渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室(渋
谷)

10/27(日) 十士業交流会

10/30(水) 城南支部 実務補習指導員研修
渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室(渋
谷)

11月 11/9(土) 能力開発推進部・国際部 城南博覧会 EBIS303(恵比寿) 11/6(水) 連合会 経営診断シンポジウム

11/9(土)
地域支援部・能力開発推
進部

工場入居診断実例に即した支援実務習得
セミナー

11/13(水) 東京協会 産業交流展(～11/15(金)) 青海展示場

11/9(土) 研究会部 全研究会紹介

11/18(月) 能力開発推進部 コンプライアンスセミナー 渋谷区立商工会館 第1会議室(渋谷)

11/26(火) 地域支援部 融資斡旋診断事業 専門家登録説明会 大田区産業プラザ5階会議室

11/30(土) コンサル塾部 実務実習指導員養成研修

12月 12/4(水) 青年部 冬の城南キャラバン
渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室(渋
谷)

12/14(土) 東京協会 国際交流会

12/7(土) 会員部
企業内診断士フォーラム「働き方改革に
おける副業のススメ ～朝時間と週末の有
効活用方法～」

渋谷区立商工会館 第1会議室(渋谷)

1月 1/18(土) 地域事業開発部 渋谷創業塾・実践編(～2/15(土)) 1/15(水) 東京協会 新年賀詞交歓会

1/24(金) 支部 城南支部創立60周年記念講演会
エクセルホテル東急 フォレストルー
ム(渋谷)

1/24(金) 支部
城南支部創立60周年記念祝賀会(新年祝
賀会)

エクセルホテル東急 プラネッツルー
ム(渋谷)

1/29(水) 地域支援部 融資斡旋診断事業 専門家向け勉強会

2月 2/15(金) 能力開発推進部
診断士に必須の「MS-Officeテクニッ
ク」セミナー WORD編

PIO(蒲田)

2/19(水) 地域支援部 工場入居診断事業 専門家向け勉強会 渋谷区立勤労福祉会館第1洋室(渋谷)

2/22(土) 会員部

会員交流イベント
「会員交流グルメイベント～東京産
100％を食しながら、東京自給率１％を
知る～」

押上よしかつ

2/26(水) 地域支援部 融資斡旋診断事業 専門家向け勉強会

2/29(土) 国際部 城南国際セミナー 渋谷区立勤労福祉会館第2洋室(渋谷)

3月 3月 会員部 若手会員の活躍の場の提供

3月 地域支援部 地域支援事業 発表説明会

3月 地域事業開発部 小規模事業者等活性化事業 学習会

4月 4/13(月) 国際部 国際ビジネス講座 渋谷区立商工会館 大研修室(渋谷) 東京協会 スプリングフォーラム

5月 5/13(水) 新人診断士の心構えセミナー 渋谷区立商工会館 大研修室(渋谷)

5/23(土) 新緑フェスティバル2020 東京カルチャーカルチャー(渋谷)

5/23(土) 総務部 城南支部大会 東京カルチャーカルチャー(渋谷)

5/25(土) 国際部・会員部共催 海外視察ツアー(～5/31(日)) エストニア・タリン

5月中旬 青年部 城南キャラバン

6月 6/10(水) 東京協会 第9回定時総会 鉄鋼会館(銀座)

月

城南支部 イベント等 予定表 2019年4月～2020年6月
城南支部 イベント等 東京協会・連合会・他 イベント等

https://www.rmcjohnan.org/event/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E8%AC%9B%E5%BA%A7-2/
https://www.rmcjohnan.org/event/%E5%9F%8E%E5%8D%97%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%B3%ef%bd%9e%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%92%AE%E5%BD%B1%E4%BC%9A%ef%bc%86%E5%90%8D%E5%88%BA/
https://www.rmcjohnan.org/news/%e5%9f%8e%e5%8d%97%e6%94%af%e9%83%a8%e3%80%80%e6%96%b0%e7%b7%91%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%ab2019/
https://www.rmcjohnan.org/event/%E5%9F%8E%E5%8D%97%E6%94%AF%E9%83%A8%e3%80%80-%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E3%82%B3%E3%83%B3-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%A0%94%E4%BF%AE/
https://www.rmcjohnan.org/news/5%e6%9c%8822%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e3%80%80%e8%83%bd%e5%8a%9b%e9%96%8b%e7%99%ba%e6%8e%a8%e9%80%b2%e9%83%a8%e3%80%8c%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%a8%ba%e6%96%ad%e5%a3%ab/
https://www.rmcjohnan.org/event/%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2-%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A6%96%E5%AF%9F%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC/
https://www.rmcjohnan.org/event/%E5%9F%8E%E5%8D%97%E6%94%AF%E9%83%A8%e3%80%80%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%A0%94%E4%BF%AE/
https://www.rmcjohnan.org/event/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E4%BC%9A%E8%AD%B0-3/
https://www.rmcjohnan.org/news/6%E6%9C%8821%E6%97%A5%ef%bc%88%E9%87%91%ef%bc%89%e3%80%80%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%83%A8%E3%80%8C%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%AD%89/
https://www.rmcjohnan.org/news/%E3%80%90%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%91%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5%9E%E9%AB%84%E3%82%92%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%80%8C%E8%8C%B6%E9%81%93%E6%95%99%E5%AE%A4/
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