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個人会員、法人スポンサー、REPの方々そして各地域にサービスの差が無いよう
PMIおよび
にしていく事が最重要であると考えています。PMI日本支部が提供するサービスを
PMI日本支部への貢献所信
更に改善させて、会員の皆様に今まで以上の付加価値をお届けできるよう一層の
（次期）
努力をしていく所存です。

We believe that it is most important for each stakeholder such as an individual
member, corporate sponsor, REP, etc. to make sure there is no service difference
Commitment for next term in each region. We will make further efforts to further improve the services
provided by the PMI Japan Chapter so that our members can deliver more added
value than ever.

<組織拡大委員会＞
個人会員担当理事として、新入会オリエンテーションを新設しました。昨年パイロッ
ト開催し、今年より定期開催することで、多くの新入会の方々へ参加いただきまし
た。またネットワーキングを通じて、支部、部会活動など理解いただきました。

PMIおよび
PMI日本支部への貢献実績
(今期）
＜戦略運営委員会＞
支部のトランスフォーメーションに伴い、部会連携、施策連携などに寄与しました。
まだまだ改善していく必要ありますので、各ステークホルダーの皆様に活動しやす
い場をご提供できるよう推進していきます。

Result of present term

<Marketing and Membership committee>
Charge of individual members, we have newly created a new membership
orientation. Last year we organized a pilot, and by regularly hosting this year,
many new members joined us. Through networking, I gained an understanding of
the chapter and the activities of the committee.
<Program Steering Committee、>
Japan chapter transformation, we contributed to group collaboration and policy
collaboration. We will continue to make improvements, so we will promote to
provide each stakeholder with a place to work easily.

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

戦略委員会も立ち上がってきましたので、会員の皆様が主体で活動できるようシフ
トさせていきたいと思います。また、新規の部会及び法人スポンサー向け新規のス
タディグループ（SG）を立ち上げたいです。

Activity Platform
Perspective

Since the Strategy Committee has also been set up, I would like to shift the
members so that they can act on their own. I also want to set up a new study
group for new subcommittees and corporate sponsors.

2
プロセスの視点

地域との格差を是正するため、部会活動においてもリモート参画しやすいツール
導入など推進していきます。

Process Perspective

It is necessary to correct the disparity from the region. We will also promote tool
introduction that is easy to participate in remote participation in the activities of
the committee.

ステークホルダーの視点

個人会員の方々が継続したくなるよう、フリーセミナーなどのご提供などを通じて
PDU取得に関してサポートしていきたいと思います。

Stakeholder Perspective

I would like to support PDU acquisition by offering free seminars etc. so that
individual members will want to continue.

3

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

Strengthening Chapter
Membership

Y

法人スポンサー増強

新入会オリエンテーションを継続的に開催し、支部のベネフィットをお伝えしていき
たいと思います。継続会員の皆様にも来季はフリーセミナーなど企画して、最新動
向などお伝えできるようにします。

I would like to continue holding a new memberships orientation and tell the
benefits of the Japan chapter. For continuing members as well we plan free
seminars next season so that we can tell you the latest trend etc.

必要に応じ法人スポンサー制度の見直しなども含めて、企業規模、業種などに応
じた価値をご提供していきたいと考えています。これからの時代にあった法人に
とって価値のある特典、サービスをご提供できるよう推進していきます。

We will review the corporate sponsorship system as necessary. We would like to
Strengthening Corporate
offer value according to company size, industry type etc. We will encourage
Membership
corporations to provide valuable benefits and services.

Z

活動充実への貢献

PMI本部動向などを含めた研究会の新設などを実施して充実した活動できる環境
を充実させていきます。

Contributiion to Fulfilling We will implement a new study group including PMI headquarters trends etc. and
of Activities
enrich our enriching environment.

