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PMIおよび
PMI日本支部への貢献所信 PMI日本支部とR.E.P.との関係を整理し、それぞれ力を効果的に活用する体制を構築したい。例、PMI日本支部がR.E.P.保有
のコンテンツを体系的に把握し、我が国のPMコニュニティのために有効に活用すること。
（次期）

Streamline the relationships between PMI Japan Chapter and REPｓ and establish the system to better utilize the
Commitment for next term capability of them. Example, PMI Japan Chapter systematically understaiding the REP-owned contents and utilize such
contents for the PM community in Japan.

PMIおよび
2017: ・J社のPMコミュニティ活動にスピーカーとして参加。 ・A社のPMI Day にスピーカーとして参加。 ・N社のR.E.P.登録を
PMI日本支部への貢献実績 サポート。 ・PMBOK第６版の翻訳活動に翻訳検証委員として参加 （ブダペスト、バルセロナ、リスボン）。 ・PMI EMEA の
(今期）
LIMとCongress に出席（ローマ）。 PMI香港大会に参加、 など。

Result of present term

2017: ・Spoke aｔ Company J's PM Community event, ・Spoke at Company A's PMI day. ・Intensively helped the R.E.P
registration of Company N. . ・Participated in the PMBOK 6 ed. Translation Verification attivitees (Buda Pest, Baicelona,
Pisbon), ・Participated in the PMI EMEA LIM and Conbress (Rome). ・Helped Company N in its R.E.P. Registration.
2016: ・Participated in PMI Hong Kong Congress. ・Participated in PMI Japan Chapter LIM.

PMI日本支部戦略へのコミットメント （上位３視点） Commitment to PMI Japan Strategy (top Three)
1
活動基盤の視点

・PMIや大学、自社の日々の活動を積極的に推進する。例、コンサルタント、セミナー講師、スポークス・パーソン、講演者、著
者、翻訳者として。

Activity Platform
Perspective

・Streamline the relationships between PMI Japan Chapter and R.E.P.ｓ and establish the system to better utilize the
capability of them. Example, PMI Japan Chapter systematically understanding the R.E.P.-owned contents and utilize such
contents for the PM community in Japan.

2
プロセスの視点

Process Perspective

・PMI日本支部とR.E.P.との関係を整理し、それぞれ力を効果的に活用する体制を構築したい。例、PMI日本支部がR.E.P.保有
のコンテンツを体系的に把握し、我が国のPMコニュニティのために有効に活用すること。

・Continue the relationships between PMI Japan Chapter and R.E.P.ｓ and establish the system to better utilize the
capability of them. Example, PMI Japan Chapter holding the suystematic grasp of the R.E.P.-owned contents and utilize
such contends for the PM community in Japan.

3
ステークホルダーの視点

・翻訳活動に志をもつ若手の候補者がPM関連の文書を翻訳するスキルの向上をお手伝いする。例えば、PM標準、指針、な
ど。候補者を募り、トレーニングを受けてもらい、PMI VRMSに登録してもらう。

Stakeholder Perspective

・Help young, would-be translators grow in developing their skills to translate the PM-related documents, like PMI
standards, guidelines, etc. Implement the structure to recuruit, give training and apply to the PMI VRMS activities.

PMI日本支部活動拡大および活動充実へのコミットメント
Commitment to PMI Japan Chapter's Enlargement and fulfilling of activities

X

支部会員増強

・日々の活動の中で、PMIの存在と意義を紹介することを続ける。

Strengthening Chapter
・Continue introducing the existence and advantages of PMI to the general public in the day-to-day activites.
Membership

Y

法人スポンサー増強

・PMIのスポークスパーソンとして法人スポンサーの各種イベントや活動に参加する。例、PM コミュニティー、PMI Day など。.

Strengthening Corporate ・Continue to actas as a PMI spokesperson at verious events/activites, like PM communiry event, PMI Day, etc., at the
Membership
Corporate Members.

Z

活動充実への貢献

・コンサルタントや出版活動など、自分の強みを生かして、PR活動や出版に注力する。

Contributiion to Fulfilling
・Utilize my strength of visibility and publication by focuing on the PR and publicatoin activities.
of Activities

