
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3日(金) 8日(金) 3日(月) 7日(月) 1日(木）～2日（金） 9日(月) 16日(火)
報告書・提言書手交式 第1回幹事会 第2回幹事会 包括連携協定式 事務局長会議（神戸） 代表幹事円卓会議（函館） 第2回正副代表幹事会議

(群馬県市町村会館) (ロイヤルチェスター前橋) (新会員懇談会同日開催) （共愛学園前橋国際大学） 【中止（書面審議）】 【中止（書面審議）】 (前橋商工会議所会館)

10日(金) 【書面審議】 (ラシーネ新前橋） 28日(水)

第1回委員長会議 28日(金) 第１回正副代表幹事会議 13日(金) 16日(火)
(群馬ロイヤルホテル) 包括連携協定式 （ロイヤルチェスター太田） 包括連携協定式 第4回移動幹事会

16日(木) （国立大学法人群馬大学） 28日(水) （新島学園短期大学） (地区懇談会同日開催)

報告書・提言書手交式 第3回移動幹事会 (前橋商工会議所会館)

(県・県教育委員会) (地区懇談会同日開催）

（ロイヤルチェスター太田）

25日(火) 4日(水) 5日(土) 3日(水)

公務員問題懇話会 群馬県国体 第2回常任委員会　 群馬イノベーションアワード 群馬県金融経済懇談会

※齋藤代表幹事 ※齋藤代表幹事 ※齋藤代表幹事 ※坂本代表幹事

16日(月) 8日（火）
「産業振興基本計画」懇談会 群馬県知事と経済団体の意見交換

※坂本代表幹事 ※齋藤代表幹事

8日(水) 25日(月) 8日(月) 3日(月) 6日(火） 16日(水) 日() 26日（金）
2019年度分会計監査 第65回定時総会・演奏会 第1回　文化講演会【中止】 新会員懇談会｢説明会｣ 4経済同友会交流会 文化講演会【共催】 公開講演会 第2回委員会
(前橋商工会議所会館) (群馬ロイヤルホテル) （講師：菊池努氏） (幹事会と同日開催) <栃木県経済同友会主催> 講師：デービッド・アトキンソン氏 【今年度実施せず】 （ホテルグランビュー高崎）

【演奏会中止】 （ホテルメトロポリタン高崎） (ラシーネ新前橋） 【中止】 （ホテルグランビュー高崎）

16日(木)～17日(金) 【書面審議】
第33回全国セミナー 26日(金)

（土佐）【中止】 第１回委員会
（ホテルメトロポリタン高崎）

27日(月) 16日（火） 14日（月） 13日（火） 5日（木） 2日(水） 27日(水） 1日（月）
群馬県予算説明会【中止】 大学進路担当者との情報交換会【中止】 第1回勉強会 第２回勉強会【共催】 第1回正副委員長会議 第１回実務者ワーキング活動 第2回実務者ワーキング活動 マイナビ就職セミナー

(群馬ロイヤルホテル) (群馬ロイヤルホテル) （講師：鉢嶺 登氏） 講師：㈱マイナビ （事務局） (前橋商工会議所会館) 第2回正副委員長会議 （Ｇメッセ群馬）
（ホテルメトロポリタン高崎） 講師：リクルートワークス研究所 (前橋商工会議所会館) 4日（木）

第1回委員会（同日開催） （ホテルメトロポリタン高崎） 27日（金） 経済セミナー【中止】

第２回委員会（同日開催） 第3回勉強会 講師：柳川範之氏
（講師：毛受敏浩氏） （前橋商工会議所会館）

23日（金）【共催】 (群馬ロイヤルホテル) ※NTTユーザ協会を後援

進路担当者との情報交換会 第3回委員会（同日開催） 10日（水）
(群馬ロイヤルホテル) 第4回委員会

(ロイヤルチェスター前橋)

11日（木） 23日（水） 13日（火） 25日（月） 3日（水）､4日（木） 18日（木）
教育担当委員会交流会【中止】 第1回勉強会 第２回勉強会【共催】 第1回正副委員長会議 業界研究セミナー 第3回委員会
<新潟経済同友会主催> （講師：高橋善之氏） 講師：㈱マイナビ (群馬ロイヤルホテル) （共愛学園前橋国際大学） （ラシーネ新前橋）

（群馬県総合教育センター） 講師：リクルートワークス研究所 20日（土）

16日（火） 第1回委員会（同日開催） （ホテルメトロポリタン高崎） 保護者懇談会
大学進路担当者との情報交換会【中止】 第２回委員会（同日開催） （共愛学園前橋国際大学）

（群馬ロイヤルホテル） 25日（金） 23日（金）【共催】
高校教諭との意見交換会【中止】 進路担当者との情報交換会

（群馬県総合教育センター主催） (群馬ロイヤルホテル)

17日（木） 14日（水） 11日（水） 14日（月） 20日（水） 3日（水）
東京農業大学第二高等学校 群馬県総合教育センター 太田市立北中学校 新島学園短期大学 桐生市立梅田中学校 沼田市立沼田東中学校

講師：本田博己氏 講師：大森昭生氏 講師：中島淳二氏 講師：大竹良明氏 講師：林きみ代氏 講師：小山孝之氏

15日（木） 25日（水）～27日（金） 21日（木） 15日（月）
沼田市立沼田東中学校 高崎北高等学校 群馬県総合教育センター 群馬県立大間々高等学校

講師：遠藤直行氏 インターンシップ受入 講師：武井宏氏 講師：大森昭生氏

16日（金） 26日（木）
前橋市立第五中学校 太田市立休泊中学校

講師：鈴木靖弘氏 講師：林明夫氏

21日（水）
中之条町立中之条中学校

講師：高橋弘樹氏

3日（木） 日()～日() 12日(木) 18日(木) 25日(木)

第1回勉強会 国内短期視察 第2回勉強会 第１回正副委員長会議 第3回委員会
（講師：谷口守氏） 【今年度実施せず】 （講師：山崎満広氏） (ロイヤルチェスター前橋) （群馬ロイヤルホテル）

（前橋商工会議所会館） （ホテルグランビュー高崎）

第1回委員会（同日開催） 第2回委員会（同日開催）

23日（火） 7日（火） 2日（金） 日（） 16日（水） 29 日(金) 5日(金)

第1回勉強会【中止】 第1回正副委員長会議 第1回勉強会 見聞視察（東京） 文化講演会【共催】 第2回正副委員長会議 第2回委員会

講師：デービッド・アトキンソン氏 （GNホールディングス㈱） （講師：西脇資哲氏） 【今年度実施せず】 講師：デービッド・アトキンソン氏 (前橋商工会議所会館) (ロイヤルチェスター前橋)

（ホテルメトロポリタン高崎） （群馬ロイヤルホテル） （ホテルグランビュー高崎）

第1回委員会（同日開催）

25日(月) 3日(月) 15日(木) 20日(金)～22日(日) 16日(水) 16日(火）  17日(水）
第65回定時総会｢懇親会｣【中止】 新会員懇談会｢懇親会｣【中止】 交流親睦視察会 懇親旅行 忘年懇親会 前橋・北毛地区懇談会 第1回委員会
（群馬ロイヤルホテル） (幹事会同日開催) (バンクシー展他） 石垣島（八重山諸島） (文化講演会同日開催） (移動幹事会同日開催) （ラシーネ新前橋）

(ラシーネ新前橋） 【中止】 【中止】 （ホテルグランビュー高崎） (前橋商工会議所会館)

28日(木) 【中止】
第70回懇親ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ【中止】 24日(月) 28日(水） 17日(水）

(髙梨子倶楽部） ｻﾏｰｲｳﾞﾆﾝｸﾞ･ﾊﾟｰﾃｨ【中止】 東毛・両毛地区懇談会 第1回正副委員長会議
（ヴィラデマリアージュ高崎） (移動幹事会同日開催) (前橋商工会議所会館)

(ロイヤルチェスター太田)

【懇親会は中止】

31日（土）
第71回懇親ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

（赤城国際カントリークラブ）

他団体会議
等への出席

 □ 委員長会議

 □ 幹事会 他

交 流 親 睦 委 員 会

経 済 活 性 化 委 員 会

地 域 創 生 委 員 会

次世代育成委員会

会議等

社会人
講師

派遣等

未 来 探 索 委 員 会

総 務 企 画 委 員 会

2020年度 群馬経済同友会 活動実績表

 □ 代表幹事会議

諸 会 議

2020年 2021年

※日付記載のない行事は未定


