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包括連携協定式
　本会では昨年度より、地域に定着する人材の育成や地域への貢献をより一層進めていくため、
人材育成・人的交流に関する事業や地域産業振興に関する事業などを相互に連携・協力して進
めていくことを目的に、県内の大学・短期大学と包括連携協定の締結を行ってきた。
　今年度は、2021年 10月 28日（木）に群馬県公立大学法人群馬県立女子大学、2021年 11月 18
日（木）に公立大学法人前橋工科大学においてそれぞれ包括連携協定式が行われた。
　昨年度の国立大学法人群馬大学、共愛学園前橋国際大学、新島学園短期大学に続き、連携先
は群馬県内5大学となった。

群馬県公立大学法人群馬県立女子大学との包括連携協定式

公立大学法人前橋工科大学との包括連携協定式
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文化講演会
　2021年 12月 10日（金）に文化講演会を群馬ロイヤルホテルにて会場参加およびオンライン
参加のハイブリッド形式で開催し70名（会場28名、オンライン42名）が参加した。講師には、
渋沢栄一の玄孫（やしゃご）で、シブサワ･アンド･カンパニー株式会社 代表取締役／コモンズ
投信株式会社 取締役会長の渋澤 健氏をお迎えし『渋沢栄一の｢論語と算盤｣に学ぶ～繁栄し続け
る社会と企業経営～』と題しお話をいただいた。「渋沢栄一の思想は一文字で表せば『と』の力
である」と述べられ、「道徳（論語）と経済（算盤）を両輪とする考え方は、現代の持続可能性（サ
スティナビリティ）につながっている」と説明された。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年行われている忘年懇親会は中止とし、
講演会の冒頭で齋藤代表幹事にご挨拶をいただき、講演終了後、坂本代表幹事の閉会のご挨拶
で１年を締めくくった。

総務企画委員会

講演する渋澤氏

複数の外資系金融機関およびヘッジファンドでマーケット業務に携わ
り、2001年にシブサワ・アンド・カンパニー株式会社を創業し代
表取締役に就任。07年にコモンズ株式会社（現コモンズ投信株式
会社）を創業、08年に会長に就任。
経済同友会幹事、社会保障委員会およびアフリカ開発支援戦略PT
副委員長、UNDP（国連開発計画）SDG Impact Steering 
Group委員、東京大学総長室アドバイザー、成蹊大学客員教授、等。

渋 澤 健 氏（しぶさわ けん）
シブサワ･アンド･カンパニー株式会社 代表取締役／
コモンズ投信株式会社 取締役会長

PROFILE  プロフィール

齋藤代表幹事のご挨拶 講演会の様子 坂本代表幹事のご挨拶で一年を締めくくった
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　2022年 3月 7日（月）にホテルメトロポリタン高崎にて、公開講演会が開催された。昨年度は新
型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を考慮し中止となったが、今年度は会場参加（当会会員限定）
とオンライン参加のハイブリッド形式で開催し166名（会場31名、オンライン135名）が参加した。
公開講演会のオンライン配信は当会初の試みとなった。
　講師にはサッカー解説者でサッカー元日本代表の松木安太郎 氏をお招きし、「人生というゲームの
中で」と題したお話しをいただいた。
　齋藤代表幹事の開会挨拶に続き、司会の大竹委員長からの紹介ののち登壇した松木氏は自身の選
手や監督時代の経験を交えつつ講演した。講演の中ではスポーツ選手の事例などを通してモチベー
ションの重要性を説き「モチベーションは良い方向へ使えばとてつもない力が出る」と強調した。

公開講演会 総務企画委員会

講演中の松木氏

１９５７年 東京生まれ。小学４年生で読売クラブ（現東京ヴェルディ）
に入団。高校時代にＤＦに転向し、１６歳でトップチーム（当時日本リ
ーグ２部）に昇格。１９８３年の日本リーグ初優勝をはじめ数々のタイ
トルを獲得。主将も務めた。
日本代表としてメキシコＷ杯予選、アジア競技大会、ソウル五輪予
選などに出場。
１９９０年に現役引退後、読売ユース監督、トップチームヘッドコーチ
を経て、１９９３年ヴェルディ川崎（現東京ヴェルディ）の監督に就任。
１９９３年と１９９４年に第２ステージで優勝し、チャンピオンシップを
制して２年連続優勝（Ｊリーグ最年少監督）。
１９９８年セレッソ大阪監督、２００１年東京ヴェルディ監督を歴任。
現在は、テレビなどで解説者として活躍。
【メディア活動】
「サンデーＬＩＶＥ！！」「サッカー解説」（テレビ朝日）
「世界一受けたい授業」（日本テレビ）
「出没！アド街ック天国」「主治医が見つかる診療所」　（テレビ東京）
【著 書】
「ワールドサッカーパーフェクトガイド」（ポプラ社）／「やってみよう！
サッカー」（ベースボール・マガジン社）
「検証！日本代表」（成美堂出版）／「すぐマネしたい欧州サッカート
ッププロの突破力・決定力・判断力」（成美堂出版）

松木 安太郎 氏

齋藤代表幹事による開会挨拶 会場の様子 町田副代表幹事による御礼挨拶

PROFILE  プロフィール
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企業視察 経済活性化委員会

　経済活性化委員会では、2020年度と2021年度のテーマとして掲げた「魅力ある企業経営への
進化を目指して」に基づき、『企業価値向上』を目的とした会員への提言書をまとめるため、「デ
ジタル化」、「働き方改革」、「ＳＤＧｓ」、「ＢＣＰ（事業継続計画）」に取り組む3社の視察を実施
した。
　新型コロナウイルス感染症の影響により限られた人数での視察となったものの、優れた取り
組みを行う企業の視察を通じ、課題解決へのポイントの抽出や、知見の獲得など有意義なもの
となった。
【視察先】
　①2021年 11月 2日（火）
　　㈱大川印刷（神奈川県横浜市）
　　※オンライン企業視察
　②2021年 11月 16日（火）
　　小柳建設㈱（新潟県三条市）
　③2021年 11月 17日（水）
　　㈱日東電機製作所（群馬県太田市）

【視察の様子】

㈱大川印刷 小柳建設㈱

㈱日東電機製作所
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インターンシップ受入
　今年度も普通科高校を対象としたインターンシップ（職業体験）を実施。群馬県立渋川高等
学校（7月～ 8月）、群馬県立太田高等学校（10月）、群馬県立高崎北高等学校（新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止）の3校よりインターンシップの申込みを受け付けた。受入可能と
して24社の会員所属企業からお申し出をいただき、76名の生徒を受け入れた。

＜インターンシップ協力企業＞
㈱アイクルー、  ＡＬＳＯＫ群馬㈱、  ㈱石井設計、  ㈱開倫塾、  カネコ種苗㈱、  ㈱グンエイ、  ㈱
群成舎、㈱群馬銀行、群馬日産自動車㈱、群馬ヤクルト販売㈱、河本工業㈱、坂本工業㈱、正
田醤油㈱、㈱上毛新聞社、第一生命保険㈱群馬支社、㈱天坊、東亜工業㈱、東京海上日動火災
保険㈱群馬支店、東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社、野村證券㈱高崎支店、冬木工業㈱、
㈱フレッセイ、㈱ボルテックスセイグン、㈱リクルート北関東マーケティング　以上24社

＜生徒の感想より（抜粋）＞
・企業はみんなで一丸となって物事に取り組んでいるということを知ることができました。
・コミュニケーション能力は、どんな会社でも必要だと学びました。
・「働く」ことは、単にお金のためではなく様々な思いがあることがわかりました。
・学校では学べない社会の現場の雰囲気や仕事の難しさを痛感しました。
・大学進学よりも先を見据えた、ビジョン構築の仕方を学びました。

次世代育成委員会

㈱石井設計 ㈱開倫塾

㈱グンエイ 群馬日産自動車㈱

＜インターンシップの風景＞
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群馬ヤクルト販売㈱ 河本工業㈱

坂本工業㈱ 正田醬油㈱

第一生命保険㈱ 東京電力パワーグリッド㈱

野村證券㈱
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高校教員との意見交換会 次世代育成委員会

　2021年 9月24日（金）に伊勢崎市の群馬県総合教育センターにて在職12年目の高校教員を対
象にした研修会（県教育委員会主催）が開催され、高校・中等教育学校教員と群馬経済同友会員
との意見交換会が行われた。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったが、
今年度はオンライン形式で開催された。
　当会会員12名が登壇。会員1名～ 2名に教員8名で10班に分かれ、グループ討議形式で進行。
キャリア教育の在り方や生徒指導方法を民間企業の立場から考えた。受講生からはキャリア教育
を実施していく上での課題や企業が求める人材について活発に質問や意見交換が行われた。

■登壇会員
□当会役職
副 代 表 幹 事
副 代 表 幹 事
次世代育成委員長
総務企画副委員長
未来探索副委員長

□所 属 企 業 名
㈱ ボ ル テ ッ ク ス セ イ グ ン
カ ネ コ 種 苗 ㈱
群 馬 ヤ ク ル ト 販 売 ㈱
㈱ 並 　 木
㈱ 井 ノ 上
㈱ 田 村 屋
野 村 證 券 ㈱ 　 高 崎 支 店
ク シ ダ 工 業 ㈱
㈱リクルート北関東マーケティング
島 　 津 　 会 　 計　（税）
㈻昌賢学園　群馬医療福祉大学
第一生命保険㈱　群馬支社

□氏　　名
武 井 　 宏
金 子 昌 彦
本 田 博 己
靜 　 朋 人
井 上 幸 己
遠 藤 直 行
梶 田 明 宏
串 田 洋 介
島 田 　 優
島 津 文 弘
鈴 木 靖 弘
野 田 　 強

□所属企業役職
社 長
社 長
会 長
社 長
社 長
社 長
支 店 長
社 長
部 長
代 表 社 員
事 務 長
支 社 長

（順不同・敬称略）
登壇会員12名  

～意見交換会の様子～
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進路担当者との情報交換会 次世代育成委員会

　2021年 11月 29日（月）に、群馬ロイヤルホテルにて進路担当者との情報交換会を開催した。
　昨年に引き続き2度目の開催となった今回は、8大学・１短期大学・１専門学校の進路担当者
18名と同友会員及び会員所属企業の採用担当者32名が参加。本田次世代育成委員長により本情
報交換会の趣旨について説明が行われた後、2グループに分かれて情報交換会が行われた。
　情報交換会では、各学校の進路担当者と「地元就職率向上のための取り組み」や「学生が就
職したい企業」などについて、活発な情報交換が行われ、県内で働く若者を増やすための意見
を共有した。
　なお、本情報交換会は、国立大学法人群馬大学、共愛学園前橋国際大学、新島学園短期大学、
群馬県公立大学法人群馬県立女子大学、公立大学法人前橋工科大学との包括連携協定における
具体的な実施事業として開催した。

＜進路担当者の感想より（抜粋）＞
・大学、企業それぞれの立場からのお話が伺えるこのような機会はとても貴重だと思います。
　今後も継続していただけるとありがたいです。
・学校間の情報交換にもなりありがたかったです。
・インターンシップの充実で学生に県内企業の良さがアピール出来たらと思います。

金子副代表幹事によるご挨拶 本田次世代育成委員長による趣旨説明

２グループに分かれて活発な情報交換会が行われた
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企業・業界研究セミナー 次世代育成委員会

　2022年 1月 18日（火）、群馬県公立大学法人群馬県立女子大学との包括連携協定に基づく実
施事業である企業・業界研究セミナーが開催された。
　本セミナーは同大学のキャリア支援事業の一環として開催され、会員所属企業4社が参加し
た。各企業の採用担当者による説明の後、会員所属企業と学生との間で活発な質疑応答が行わ
れた。

＜業界研究セミナー参加企業＞
群栄化学工業㈱、群馬ヤクルト販売㈱、全国農業協同組合連合会群馬県本部、高崎ターミナル
ビル㈱　以上4社

＜企業・業界研究セミナーの様子＞

群栄化学工業㈱

全国農業協同組合連合会群馬県本部

群馬ヤクルト販売㈱

高崎ターミナルビル㈱
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業界研究セミナー 次世代育成委員会

　2022年 2月 3日（木）、4日（金）、共愛学園前橋国際大学との包括連携協定に基づく実施事業
である2023年度卒業生向け説明会（業界研究セミナー）がビデオ会議システム「Ｚｏｏｍ」を
使って開かれ、会員所属企業と学生が意見交換を行った。
　共愛学園前橋国際大学のキャンパスを拠点にオンライン配信され、2日間で50社が参加。そ
の内、本会からは30社の会員所属企業が参加した。

＜業界研究セミナー参加企業＞
本会経由の参加企業
赤尾商事㈱、㈱板垣、岩瀬産業㈱、㈱クライム、㈱グンエイ、群馬日野自動車㈱、群馬ヤクル
ト販売㈱、高信化学㈱、坂本工業㈱、佐田建設㈱、ＧＮホールディングス㈱、㈱シムックス、㈱
総合ＰＲ、第一生命保険㈱群馬支社、高崎ターミナルビル㈱、野村證券㈱高崎支店、㈱フジサワ、
㈱冨士製作所、冬木工業㈱、㈱ボルテックスセイグン、㈱メモリード、㈱リクルート北関東マ
ーケティング　以上22社
別途申込の参加企業
ＮＴＴ東日本群馬支店、クシダ工業㈱、群馬トヨタ自動車㈱、㈱ジーシーシー、しげる工業㈱、
東亜工業㈱、㈱東和銀行、藤田エンジニアリング㈱　以上8社

＜業界研究セミナーの様子＞
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オータムイヴニング・パーティ
　2021年10月13日（水）、高崎市のヴィラ・デ・マリアージュ高崎にてオータムイヴニング・
パーティを開催し52名が参加した。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止とな
った例年夏に開催しているサマーイヴニング・パーティだが、今年度は時期を変更して開催し
た。
　当日は群馬交響楽団コンサートマスターのヴァイオリニスト 伊藤 文乃さんと、高崎市生まれ
のピアニスト 田部井 美和子さんによるミニコンサートをお楽しみいただいた。なお、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止の観点から、ミニコンサート終了後の会食については行わずお弁当
をお持ち帰りいただく形式とした。

交流親睦委員会

出演者プロフィール
伊藤  文乃 〈ヴァイオリン〉
高校入学までにソリストとして東京交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団と共演。桐朋女子高等学校音楽科を経て、
桐朋学園大学を首席で卒業。89 年東京国際音楽コンクール室内楽部門第 1位。あわせて斉藤秀雄賞、アサヒビール賞を受賞。93 年
スイス政府給費留学生としてベルン音楽院に留学。96 年ベルン音楽院ソリストクラスを首席で卒業。同年ティボール・ヴァルガ国
際ヴァイオリン・コンクールにて第 3位（1位なし）。97 年～2005 年広島交響楽団コンサートマスターとして活躍。00 年広島での
音楽界の功績を称えられエネルギア音楽賞受賞。09 年 2 月より群馬交響楽団コンサートマスターに就任し現在に至る。また 09 年に
浜離宮朝日ホールにて、ブラームスのヴァイオリン・ソナタの全曲演奏をライブ録音し、10 年に CDをリリース、好評を得る。19
年上毛芸術文化賞受賞。これまでに鷲見三郎、堀正文、江藤俊哉、玉置勝彦、I. オジムの各氏に師事。

田部井 美和子 〈ピアノ〉
高崎市生まれ。フェリス女学院短大音楽科卒業。同校卒業演奏会及びぐんま新人演奏会に出演。ピアノを指方容子・宇野紀子、チ
ェンバロを渡邊順生・沼尾美和子の各氏に師事。オーケストラとの共演をはじめリサイタル・室内楽・声楽の伴奏など幅広く演奏
活動を行う。96年より久叡館 (足利 )にてサロンコンサートを企画・出演し様々な演奏家と共演を続けている。高崎演奏家協会会員。
足利市在住。

ミニコンサートの様子 会場の様子

齋藤代表幹事による開会挨拶 坂本代表幹事による閉会挨拶
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地区懇談会 交流親睦委員会

＜東毛・両毛地区懇談会＞
　2021年 10月 25日（月）に、第3回幹事会に引き続き、東毛・両毛地区懇談会を伊勢崎プリ
オパレスにて開催した。講演会の部では群馬大学副学長の板橋 英之 氏をお迎えして『群馬大学
発ベンチャーの挑戦』と題してご講演頂いた。
　講演会終了後の懇親会は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止とした。

※なお、第４回幹事会後に開催を予定していた高崎・西毛地区懇談会は、新型コロナウイルス
　感染症の影響により中止となった。

講演する板橋氏 齋藤代表幹事によるご挨拶

講演会の様子 坂本代表幹事によるご挨拶
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各委員会活動報告
■諸　会　議
　○全国経済同友会事務局長会議
　　開催日　2021年8月26日（木）
　　会　場　オンライン開催
　　議　題　・第33回全国経済同友会セミナー　
　　　　　　 （デジタル大会）収支案について
　　　　　　・第34回全国経済同友会セミナー　
　　　　　　 （神戸）企画案について
　　　　　　・第40回全国経済同友会セミナー　
　　　　　　 （滋賀）の開催について
　　　　　　・2022年度事務局長会議（岩手）の
　　　　　　　開催地について
　　　　　　・2021年度全国経済同友会代表幹事
　　　　　　　円卓会議（札幌）の開催について
　　　　　　・外部講師による講演

　○全国経済同友会代表幹事円卓会議【書面審議】
　　開催日　2021年10月4日（月）
　　会　場　北海道札幌市

　○2021年度 第１回 正・副代表幹事会議
　　開催日　2021年10月25日（月）14：30～15：00
　　会　場　伊勢崎プリオパレス
　　出席者　6名

　○2021年度 第3回 幹事会
　 （東毛・両毛地区懇談会と同日開催）
　　開催日　2021年10月25日（月）15：10～15：50
　　会　場　伊勢崎プリオパレス
　　出席者　31名
　　議　案　・会員異動について
　　　　　　・主要行事及び各委員会活動状況

　○群馬県公立大学法人群馬県立女子大学との
　　包括連携協定式
　　開催日　2021年10月28日（木）16：30～17：00
　　会　場　群馬県公立大学法人群馬県立女子大学
　　　　　　2号館 6階研修室
　　当会出席者　齋藤代表幹事､坂本代表幹事､金子副
　　　　　　代表幹事､本田次世代育成委員長、
　　　　　　山崎事務局長､大澤事務局次長

　○公立大学法人前橋工科大学との包括連携協定式
　　開催日　2021年11月18日（木）16：00～16：30
　　会　場　公立大学法人前橋工科大学 1号館
　　　　　　2階 会議室3
　　当会出席者　齋藤代表幹事、坂本代表幹事、本田
　　　　　　次世代育成委員長、山崎事務局長､
　　　　　　大澤事務局次長

　○2021年度 第2回 正・副代表幹事会議
　　開催日　2022年1月28日（金）17：00～18：00
　　会　場　三翠楼　松し満
　　出席者　8名

　○2021年度 第3回 正・副代表幹事会議
 　（第４回幹事会と同日開催）
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2022年2月15日（火）14：20～14：50
　　会　場　ホテル磯部ガーデン

　○2021年度 第4回 幹事会
　　開催日　2022年2月15日（火）15：00～16：00
　　会　場　群馬ロイヤルホテル
　　出席者　28名（会場10名、オンライン18名）
　　議　案　・会員異動について
　　　　　　・2022年度・2023年度委員長選任に
　　　　　　　ついて
　　　　　　・経済活性化委員会および地域創生
　　　　　　　委員会の活動成果について
　　　　　　・主要行事及び各委員会活動状況

■他団体会議等への出席等
　○国立大学法人群馬大学との意見交換会
　　開催日　2021年11月17日（水）10：00～11：00
　　会　場　国立大学法人群馬大学 本部管理棟
　　　　　　5階 大会議室
　　当会出席者　齋藤代表幹事、坂本代表幹事、町田副
　　　　　　代表幹事、金子副代表幹事、平方経済
　　　　　　活性化委員長、本田次世代育成委員
　　　　　　長、山崎事務局長、大澤事務局次長
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　○群馬イノベーションアワード2021［後援］
　　開催日　2021年12月5日（日）
　　会　場　ヤマダグリーンドーム前橋
　　当会出席者　齋藤代表幹事、山崎事務局長

　○第83回 国民スポーツ大会及び第28回 全国障
　　害者スポーツ大会群馬県準備委員会
　 （第3回常任委員会）【書面審議】
　　開催日　2022年1月31日（月）
　　会　場　群馬県市町村会館 2階 大会議室

■総務企画委員会
　○４経済同友会 交流会
　 （主催：（公社）栃木県経済同友会）　
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2021年10月28日（木）
　　参加同友会　埼玉経済同友会、群馬経済同友会
　　　　　　新潟経済同友会、（公社）栃木県経済
　　　　　　同友会
　　
　○2021年度 第2回 委員会
　　開催日　2021年11月8日（月）14：00～15：00
　　会　場　ホテルメトロポリタン高崎
　　出席者　10名
　　議　題　・公開講演会の開催・開催方法
　　　 　　　（リアルとオンラインのハイブリッド
　　　　　　　開催）について

　○2021年度 文化講演会
　　開催日　2021年12月10日（金）15：30～17：00
　　会　場　群馬ロイヤルホテル
　　出席者　70名（会場28名、オンライン42名）
　　講　師　渋 澤 健 氏（シブサワ・アンド・カンパ
　　　　　　ニー株式会社 代表取締役／コモンズ
　　　　　　投信株式会社 取締役会長）
　　演　題　『渋沢栄一の「論語と算盤」に学ぶ
　　　　　　  ～繁栄し続ける社会と企業経営～』

　○2021年度 公開講演会
　　開催日　2022年3月7日（月）13：30～15：00
　　会　場　ホテルメトロポリタン高崎
　　出席者　166名（会場31名、オンライン135名）
　　講　師　松 木 安 太 郎 氏（サッカー解説者
　　　　　　／サッカー元日本代表）
　　演　題　『人生というゲームの中で』

　○2021年度 第3回 委員会
　　開催日　2022年3月28日（月）10：30～12：00
　　会　場　ホテルメトロポリタン高崎
　　議　題　・2022年度・2023年度の委員会体制
　　　　　　　について
　　　　　　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度 事業計画について

■経済活性化委員会
　○2021年度 第１回 正・副委員長会議
　　開催日　2021年9月22日（水）10：30～11：30
　　会　場　事務局
　　出席者　5名
　　議　題　・報告書の概要、構成について
　　　　　　・視察先について
　　　　　　・今後のスケジュールについて

　○2021年度 第2回 実務者ワーキング活動
　　開催日　2021年10月12日（火）10：00～12：00
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　8名

　○2021年度 第4回 委員会（オンライン企業視察）
　　開催日　2021年11月2日（火）13：30～15：00
　　視察先　株式会社大川印刷（神奈川県横浜市）
　　参加者　12名

　○2021年度 第3回 実務者ワーキング活動
　　開催日　2021年11月10日（水）10：00～12：00
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　8名

　○企業視察①
　　開催日　2021年11月16日（火）13：00～15：00
　　視察先　小柳建設株式会社（新潟県三条市）
　　参加者　4名

　○企業視察②
　　開催日　2021年11月17日（水）14：00～17：00
　　視察先　株式会社日東電機製作所（群馬県
　　　　　　太田市）
　　参加者　5名
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　○2021年度 第4回 実務者ワーキング活動
　　開催日　2021年12月6日（月）10：00～12：00
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　6名

　○2021年度 第5回 実務者ワーキング活動
　　開催日　2021年12月22日（水）10：00～12：00
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　8名

　○2021年度 第6回 実務者ワーキング活動
　　開催日　2022年1月17日（月）13：30～15：00
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　8名

　○ぐんま環境経済フォーラム2022［後援］
　　開催日　2022年2月25日（金）13：00～17：00
　　会　場　ベイシア文化ホール
　　当会出席者　139名
　　内　容　・基調講演（1）
　　　　　　　講　師　中井 徳太郎 氏
　　　　　　　　　　 （環境事務次官）
　　　　　　　演　題　『2050年カーボンニュートラ
　　　　　　　　　　　ルで地域を元気にする地域
　　　　　　　　　　　循環共生圏』
　　　　　　・基調講演（2）
　　　　　　　講　師　堅達 京子 氏（株式会社
　　　　　　　　　　　ＮＨＫエンタープライズ エグ
　　　　　　　　　　　ゼクティブ・プロデューサー）
　　　　　　　演　題　『脱炭素革命への挑戦 
　　　　　　　　　　　COP26最新報告』
　　　　　　・取組発表
　　　　　　　登壇者　岩瀬 春男 氏
　　　　　　　　　　 （群馬県 環境森林部長）
　　　　　　　　　　　粕谷 健一 氏
　　　　　　　　　　 （群馬大学 食健康科学教 
　　　　　　　　　　　育研究センター教授）
　　　　　　　　　　　小島 　昭 氏（株式会社
　　　　　　　　　　　宝島技術 代表取締役）
　　　　　　　　　　　髙木 　亨 氏（太陽誘電
　　　　　　　　　　　株式会社 新事業推進室 
　　　　　　　　　　　理事／統括室長）
　　　　　　　　　　　水口 　剛 氏
　　　　　　 　　　　（高崎経済大学 学長）

　○2021年度 経済セミナー（（公財）日本電信電話
　　ユーザ協会 群馬支部主催、当会後援「経営
　　トップセミナー」）
　　開催日　2022年3月8日（火）13：00～14：40
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　当会出席者　40名（会場18名、オンライン22名）
　　講　師　柳 川 範 之 氏（東京大学大学院
　　　　　　経済学研究科・経済学部 教授）
　　議　題　『アフターコロナで重要となる人間力』

　○2021年度 第2回 正・副委員長会議
　　開催日　2022年3月9日（水）15：00～16：30
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　5名
　　議　題　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度・2023年度の進め方
　　　　　　・2022年度 事業計画について

　○2021年度 第5回 委員会
　　開催日　2022年3月18日（金）10：30～12：00
　　会　場　ロイヤルチェスター前橋
　　議　題　・2022年度・2023年度の委員会体制
　　　　　　　について
　　　　　　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度 事業計画について

■次世代育成委員会
　○5経済同友会 教育担当委員会交流会
　 （主催：新潟経済同友会）
　　開催日　2021年9月9日（木）
　　会　場　新潟県（オンライン開催）
　　参加同友会　（公社）栃木県経済同友会、中部経済
　　　　　　同友会、富山経済同友会、群馬経済
　　　　　　同友会、新潟経済同友会
　　当会出席者　17名（全体参加者96名）
　　内　容　・事例紹介「新潟大学創生学部
　　　　　　　フィールドスタディーズについて」
　　　　　　・パネルディスカッション
　　　　　　　テーマ「地方におけるこれからの
　　　　　　　人財育成と産学官の連携について」
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　○高校教員との意見交換会（群馬県総合教育セ
　　ンター 高校中堅教諭資質向上研修）
　　開催日　2021年9月24日（金）
　　派遣先　群馬県総合教育センター
　　　　　 （オンライン開催）
　　対象者　在職12年目になる高・中等の教員80名
　　派遣講師　会員12名
　　協議内容　『民間企業の視点から学校教育に
　　　　　　　　　　　　　　　ついて考える』

　○群馬県立太田高等学校 企業訪問受入
　　日　程　2021年10月13日（水）
　　受入生徒数　73名
　　受入申出企業　㈱アイクルー、ＡＬＳＯＫ群
　　馬㈱、㈱石井設計、㈱開倫塾、㈱グンエイ、
　　㈱群成舎、群馬日産自動車㈱、群馬ヤクルト
　　販売㈱、河本工業㈱、坂本工業㈱、正田醤油㈱、
　　㈱上毛新聞社、第一生命保険㈱群馬支社、東
　　亜工業㈱、東京海上日動火災保険㈱群馬支店、
　　東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社、野村
　　證券㈱高崎支店、冬木工業㈱、㈱フレッセイ、
　　㈱リクルート北関東マーケティング　以上20社

　○群馬県立高崎北高等学校 探究型インターン
　　シップ受入
　　【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　日　程　2021年10月13日（水）～15日（金）
　　受入申出企業　㈱石井設計、カネコ種苗㈱、
　　㈱グンエイ、群馬日産自動車㈱、群馬ヤクルト
　　販売㈱、第一生命保険㈱群馬支社、東京海上
　　日動火災保険㈱群馬支店、東京電力パワーグ
　　リッド㈱群馬総支社、野村證券㈱高崎支店、
　　冬木工業㈱、㈱ボルテックスセイグン、㈱リ
　　クルート北関東マーケティング　以上12社

　○大学・専門学校 進路担当者との情報交換会
　　開催日　2021年11月29日（月）13：00～14：30
　　会　場　群馬ロイヤルホテル
　　出席者　54名
　　参加校　関東学園大学、共愛学園前橋国際大
　　　　　　学、群馬医療福祉大学、群馬県立女
　　　　　　子大学、群馬大学、上武大学、高崎
　　　　　　商科大学、前橋工科大学、新島学園
　　　　　　短期大学、中央カレッジグループ

　○群馬県公立大学法人群馬県立女子大学 業界・
　　研究セミナー
　　開催日　2022年1月18日（火）
　　会　場　群馬県公立大学法人群馬県立女子大学
　　参加企業　群栄化学工業㈱、群馬ヤクルト販売
　　㈱、全国農業協同組合連合会群馬県本部、高
　　崎ターミナルビル㈱　以上4社

　○2021年度 第2回 勉強会（シンポジウム）
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により延期】
　　開催日　2022年1月25日（火）15：00～17：00
　　会　場　群馬県総合教育センター
　　テーマ　『探究学習を考える』
　　内　容　パネルディスカッション
　　パネリスト　二 渡 諭 司 氏
　　　　 　（群馬県立前橋高等学校 校長）
　　　　　　高 橋 みゆき 氏
　　　　 　（群馬県立大間々高等学校 校長）
　　　　　　城 代 貴 浩 氏
　　　　　 （太田市立太田高等学校 校長）
　　　　　　田 崎 　潤  氏
　　　　　 （群馬県立沼田高等学校 定時制 教頭）
　　コーディネーター　大 森 昭 生 氏
　　　　　 （共愛学園前橋国際大学 学長）

　○共愛学園前橋国際大学 2023年度卒業生向け
　　説明会（業界研究セミナー）
　　開催日　2022年2月3日（木）～2月4日（金）
　　会　場　共愛学園前橋国際大学
　　本会経由の参加企業　赤尾商事㈱、㈱板垣、
　　岩瀬産業㈱、㈱クライム、㈱グンエイ、群馬日野
　　自動車㈱、群馬ヤクルト販売㈱、高信化学㈱、
　　坂本工業㈱、佐田建設㈱、ＧＮホールディングス
　　㈱、㈱シムックス、㈱総合ＰＲ、第一生命保険㈱
　　群馬支社、高崎ターミナルビル㈱、野村證券㈱
　　高崎支店、㈱フジサワ、㈱冨士製作所、冬木工
　　業㈱、㈱ボルテックスセイグン、㈱メモリード、㈱
　　リクルート北関東マーケティング　以上22社
　　別途申込の参加企業　NTT東日本群馬支店、
　　クシダ工業㈱、群馬トヨタ自動車㈱、㈱ジーシー
　　シー、しげる工業㈱、東亜工業㈱、㈱東和銀
　　行、藤田エンジニアリング㈱　以上8社
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　○共愛学園前橋国際大学 3年生保護者との懇談会
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2022年2月12日（土）
　　会　場　共愛学園前橋国際大学
　　参加企業　㈱板垣、クシダ工業㈱、群馬ヤクルト
　　販売㈱、坂本工業㈱、ＧＮホールディングス㈱、
　　㈱東和銀行、㈱ボルテックスセイグン　以上7社

　○2021年度 第１回 正・副委員長会議
　　開催日　2022年2月17日（木）10：30～12：00
　　会　場　群馬ロイヤルホテル
　　出席者　6名
　　議　題　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度・2023年度の進め方
　　　　　　・2022年度 事業計画について

　○2021年度 第2回 委員会
　　開催日　2022年3月23日（水）9：30～11：00
　　会　場　ラシーネ新前橋
　　議　題　・2022年度・2023年度の委員会体制
　　　　　　　について
　　　　　　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度 事業計画について

□社会人講師派遣
　○2021年度 第6回 社会人講師派遣
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2021年9月8日（水）
　　派遣先　太田市立旭中学校
　　対象者　3年生85名、教員10名、保護者40名
　　派遣講師　友 澤 敏 朗 氏（オリックス㈱前橋
　　　　　　支店／支店長）

　○2021年度 第7回 社会人講師派遣
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2021年9月9日（木）
　　派遣先　吉岡町立吉岡中学校
　　対象者　2年生251名、教員13名
　　派遣講師　林 き み 代 氏（㈱エーアンドブイ
　　　　　　企画／代表取締役会長）

　○2021年度 第8回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年9月10日（金）
　　派遣先　群馬県総合教育センター
　　　　　 （オンライン開催）

　　対象者　教職員73名
　　派遣講師　本 田 博 己 氏（群馬ヤクルト販売㈱
　　　　　　／代表取締役会長）
　　演　題　『企業が求める人材～社員に求める
　　　　　　　　　　　 資質とキャリア教育～』

　○2021年度 第9回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年9月22日（水）
　　派遣先　沼田市立沼田東中学校
　　　　　 （オンライン開催）
　　対象者　1、2年生73名、教員15名
　　派遣講師　鈴 木 靖 弘 氏（㈻昌賢学園 群馬
　　　　　　医療福祉大学／事務長）
　　演　題　『「はたらくために必要なこと」
　　　　　　　　　 ～今できることを全力で～』

　○2021年度 第10回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年9月29日（水）
　　派遣先　群馬県総合教育センター
　　　　　 （オンライン開催）
　　対象者　新任校長130名
　　派遣講師　大 森 昭 生 氏（共愛学園前橋国際
　　　　　　大学／学長）
　　演　題　『（学校という）組織におけるマネジ
　　　　　　メントと求められるリーダー像』

　○2021年度 第11回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年10月5日（火）
　　派遣先　前橋市立第一中学校
　　　　　 （ハイブリッド開催）
　　対象者　2年生160名、教職員9名
　　派遣講師　高 橋 弘 樹 氏（高信化学㈱／代表
　　　　　　取締役社長）
　　演　題　『「働くとはどういうことか」社会人
　　　　　　として活躍するため、今の体験・学
　　　　　　びを大切にしましょう』
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　○2021年度 第12回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年10月15日（金）
　　派遣先　大泉町立西中学校
　　対象者　2年生108名、教職員10名
　○派遣講師　梶 田 明 宏 氏（野村證券㈱高崎支店
　　　　　　／支店長）
　　演　題　『株式とは何だろう？体験してみよう
　　　　　　金融の仕組み～金融と社会、経済の
　　　　　　密接なつながり～』
　　　
　　　

　　　

　○2021年度 第13回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年10月15日（金）
　　派遣先　群馬県立安中総合学園高等学校
　　対象者　2年生189名、教職員15名
　　派遣講師　本 田 博 己 氏（群馬ヤクルト販売㈱
　　　　　　／代表取締役会長）
　　演　題　『社会人になるために高校時代にでき
　　　　　　ること・やるべきこと－“社会人基
　　　　　　礎力”を鍛えよう－』
　　
　○2021年度 第14回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年10月20日（水）
　　派遣先　桐生市立広沢中学校
　　対象者　2年生96名、教職員5名
　　派遣講師　島 津 文 弘 氏（島津会計（税）／
　　　　　　代表社員）
　　演　題　『10代のうちに身につけるべきこと
　　　　　　　　　　　～「学び方」の意味～』

　○2021年度 第15回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年10月26日（火）
　　派遣先　高崎市立南八幡中学校
　　対象者　2年生64名、教職員6名
　　派遣講師　遠 藤 直 行 氏（㈱田村屋／
　　　　　　代表取締役社長）
　　演　題　『自分の将来を切り拓く
　　　　　　　　　（夢を持つことの大切さ）』

　○2021年度 第16回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年11月2日（火）
　　派遣先　伊勢崎市立宮郷中学校
　　対象者　2年生245名、教職員12名
　　派遣講師　糸 井 丈 之 氏（糸井商事㈱／
　　　　　　代表取締役社長）
　　演　題　『働くって何だろう』

　○2021年度 第17回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年11月19日（金）
　　派遣先　前橋市立第五中学校
　　対象者　2年生140名、教職員10名
　○派遣講師　満 田 幸 治 氏（㈱リクルート北関東
　　　　　　マーケティング／代表取締役社長）
　　演　題　『未来のために大切にして欲しいこと』

　○2021年度 第18回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年11月30日（火）
　　派遣先　吉岡町立吉岡中学校
　　対象者　2年生251名、教員13名
　　派遣講師　林 き み 代 氏（㈱エーアンドブイ
　　　　　　企画／代表取締役会長）
　　演　題　『いつだってチャンスよ！』

　○2021年度 第19回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年12月15日（水）
　　派遣先　高崎市立第一中学校
　　対象者　2年生82名、教職員7名
　　派遣講師　武 井 宏 氏（㈱ボルテックスセイグン
　　　　　　／代表取締役社長）
　　演　題　『産業と生活を支える物流
　　　　　　　　　　「物流業の社会的使命」』

初

講演する梶田氏

講演する満田氏

初



Gunma  Association  Of  Corporate  Executives  19

同友会報　2022　春号

　○2021年度 第20回 社会人講師派遣
　　開催日　2021年12月21日（火）
　　派遣先　みどり市立大間々東中学校
　　対象者　2年生80名
　　派遣講師　小 山 孝 之 氏（住友生命保険（相）
　　　　　　群馬支社／支社長）
　　演　題　『社会や企業でより良く生きる』

　○2021年度 第21回 社会人講師派遣
　　開催日　2022年1月19日（水）
　　派遣先　太田市立北の杜学園
　　　　　 （オンライン開催） 
　　対象者　7年生（中学1年生）90名、教職員7名
　　派遣講師　満 田 幸 治 氏（㈱リクルート北関東
　　　　　　マーケティング／代表取締役社長）
　　演　題　『未来のために大切にして欲しいこと』

　○2021年度 第22回 社会人講師派遣
　　開催日　2022年1月20日（木）
　　派遣先　群馬県総合教育センター
　　　　　 （オンライン開催）
　　対象者　教職員56名
　　派遣講師　中 島 慎 太 郎 氏（㈻有坂中央学園
　　　　　　／副理事長）
　　演　題　『学校運営への参画と組織的な
　　　　　　　　　　　　　　　　取組の推進』

　○2021年度 第23回 社会人講師派遣
　　開催日　2022年1月20日（木）
　　派遣先　群馬県総合教育センター
　　　　　 （オンライン開催）
　　対象者　教職員56名
　　派遣講師　藤 澤 星 氏（㈱フジサワ／
　　　　　　代表取締役）
　　演　題　『企業や社会で必要とされる力』

　○2021年度 第24回 社会人講師派遣
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2022年2月4日（金）
　　派遣先　富岡市立南中学校
　　対象者　2年生99名、教職員20名、保護者99名
　　派遣講師　本 田 博 己 氏（群馬ヤクルト販売㈱
　　　　　　／代表取締役会長）

　○2021年度 第25回 社会人講師派遣
　　開催日　2022年2月22日（火）
　　派遣先　前橋市立第一中学校
　　　　　 （オンライン開催）
　　対象者　2年生160名、教職員9名
　　派遣講師　串 田 洋 介 氏（クシダ工業㈱／代表
　　　　　　取締役社長）
　　演　題　『働くとは～価値ある人生を創ろう～』

　○2021年度 第26回 社会人講師派遣
　　開催日　2022年3月2日（水）
　　派遣先　桐生市立梅田中学校
　　対象者　1年生25名、教職員3名
　　派遣講師　林 明 夫 氏（㈱開倫塾／代表取締役
　　　　　　社長）
　　演　題　『未来を見つけよう
　　　　－将来に向けて夢にチャレンジ－』

　○2021年度 第27回 社会人講師派遣
　　開催日　2022年3月17日（木）
　　派遣先　桐生市立清流中学校
　　対象者　2年生100名、教職員6名
　　派遣講師　友 澤 敏 朗 氏（オリックス㈱
　　　　　　前橋支店／支店長）

■地域創生委員会
　○2021年度 第2回 勉強会
　　開催日　2021年9月8日（水）14：00～15：30
　　会　場　群馬ロイヤルホテル
　　出席者　41名（会場20名、オンライン21名）
　　講　師　笠木 淳司 氏（群馬県知事戦略部戦略
　　　　　　企画課 総合計画・EBPM推進室 室長）
　　演　題　『新・群馬県総合計画
　　　　　　　　　（ビジョン）について』

講演する笠木氏
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　○2021年度 第3回 委員会（意見交換会）
　 （第2回勉強会後に開催）
　　開催日　2021年9月8日（水）15：40～17：00
　　会　場　群馬ロイヤルホテル
　　出席者　14名

　○2021年度 第１回 正・副委員長会議
　　開催日　2021年10月12日（火）15：30～17：00
　　会　場　㈱石井設計
　　出席者　6名
　　議　題　・調査・研究活動について

　○2021年度 第１回 実務者ワーキング活動
　　開催日　2021年11月26日（金）15：30～17：00
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　7名

　○国内短期視察
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

　○海外経済産業視察
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

　○2021年度 第2回 正・副委員長会議
　　開催日　2022年3月4日（金）10：30～12：00
　　会　場　群馬ロイヤルホテル
　　出席者　6名
　　議　題　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度・2023年度の進め方
　　　　　　・2022年度 事業計画について

　○2021年度 第4回 委員会
　　開催日　2022年3月24日（木）10：30～12：00
　　会　場　ロイヤルチェスター前橋
　　議　題　・2022年度・2023年度の委員会体制
　　　　　　　について
　　　　　　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度 事業計画について

■未来探索委員会
　○2021年度 第1回 オンライン勉強会②
　　開催日　2021年9月17日（金）15：00～16：30
　　参加者　75名
　　講　師　中 山 五 輪 男 氏（富士通株式会社 
　　　　　　理事 首席エバンジェリスト）
　　演　題　『ＤＸの効果的な進め方』

　○2021年度 第2回 委員会
　　開催日　2021年9月21日（火）15：00～16：30
　　会　場　ロイヤルチェスター前橋
　　出席者　17名
　　議　題　・3回目、4回目のオンライン勉強会
　　　　　　　テーマについて

　○2021年度 第１回 オンライン勉強会③
　　開催日　2021年10月6日（水）15：00～16：30
　　参加者　75名
　　講　師　中 山 五 輪 男 氏（富士通株式会社 
　　　　　　理事 首席エバンジェリスト）
　　演　題　『ＳＤＧｓとＤＸの関係性と
　　　　　　　　　　これからの企業の在り方』

　○2021年度 第１回 オンライン勉強会④
　　開催日　2021年11月4日（木）
　　参加者　77名
　　講　師　中 山 五 輪 男 氏（富士通株式会社 
　　　　　　理事 首席エバンジェリスト）
　　演　題　『ＤＸ先進国家の中国をはじめ、
　　　　　　 諸外国の現状と日本の今後の課題』
　
　○アンケート調査実施
　　実施期間　2021年11月15日（月）～11月25日（木）
　　対象者数　282名
　　回答者数　181名（回答率：64.2％）

　○国内見聞視察
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

　○2021年度 第１回 正・副委員長会議
　　開催日　2022年3月10日（木）15：00～16：30
　　会　場　ＧＮホールディングス㈱
　　出席者　6名
　　議　題　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度・2023年度の進め方
　　　　　　・2022年度 事業計画について

　○2021年度 第3回 委員会
　　開催日　2022年3月23日（水）16：00～17：30
　　会　場　ラシーネ新前橋
　　議　題　・2022年度・2023年度の委員会体制
　　　　　　　について
　　　　　　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度 事業計画について
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■交流親睦委員会
　○オータムイヴニング・パーティ
　　開催日　2021年10月13日（水）17：30～18：30
　　会　場　ヴィラ・デ・マリアージュ高崎
　　参加者　52名
　　演　奏　伊 藤 文 乃 氏（ヴァイオリン）
　　　　　　田部井美和子 氏（ピアノ）

　○2021年度 東毛・両毛地区懇談会
　 （第3回 幹事会と同日開催）
　　開催日　2021年10月25日（月）16：00～17：00
　　会　場　伊勢崎プリオパレス
　　参加者　47名
　　内　容　①講演会の部
　　　　　　講　師　板 橋 英 之 氏（群馬大学 副学長）
　　　　　　演　題　『群馬大学発ベンチャーの挑戦』
　　　　　　②懇親会の部【新型コロナウイルス
　　　　　　　感染症の影響により中止】

　○第73回 懇親ゴルフコンペ
　　開催日　2021年10月30日（土）
　　開催地　髙梨子俱楽部
　　参加者　39名
　　優　勝　富 永 高 広 氏（㈱日本旅行高崎支店
　　　　　　／支店長）
　　　　　　島 田  　優 氏（㈱リクルート北関東
　　　　　　マーケティング／事業部長）

　○交流親睦視察会
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2021年11月18日（木）
　　視察先　（東京）バンクシー展、日本オリン
　　　　　　ピックミュージアム

　○2021年度 忘年懇親会（文化講演会と同日開催）
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2021年12月10日（金）
　　会　場　群馬ロイヤルホテル

　○国内懇親旅行
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2022年2月11日（金）～13日（日）
　　訪問先　石垣島（八重山諸島）

　○2021年度 高崎・西毛地区懇談会
　 （第4回幹事会と同日開催）
　 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
　　開催日　2022年2月15日（火）
　　会　場　ホテル磯部ガーデン
　　内　容　①演奏会の部：ハンドベル演奏
　　　　　　 （新島学園聖歌隊）
　　　　　　②懇親会の部
　　　　　　
　○2021年度 第１回 正・副委員長会議
　　開催日　2022年2月18日（金）10：30～12：00
　　会　場　前橋商工会議所会館
　　出席者　7名
　　議　題　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度・2023年度の進め方
　　　　　　・2022年度 事業計画について

　○2021年度 第１回 委員会
　　開催日　2022年3月16日（水）10：30～12：00
　　会　場　ロイヤルチェスター前橋
　　議　題　・2022年度・2023年度の委員会体制
　　　　　　　について
　　　　　　・2021年度 活動実績について
　　　　　　・2022年度 事業計画について

優勝した富永氏と島田氏
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新会員・退会員

■2021年10月入会

■2022年2月入会

久保田 智之

㈱シムックス
常　務

（交代会員）

小 島 　丈
 
池下工業㈱
社　長

（交代会員）

樋田  浩二

ALSOK群馬㈱
社　長

（交代会員）

田本  充俊

㈱天　坊
営業マネージャー

（交代会員）

伊東  裕二

大豊産業㈱
東日本支社長

（新規会員）

石井  宏司

㈱ザスパ
社　長

（交代会員）

高見沢  仁

アフラック生命保険㈱ 
群馬支社
支社長

（新規会員）

飯 島 　敏

㈱ツドイエ
ホテルラシーネ新前橋
支配人

（交代会員）
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■2021年10月退会
㈱ シ ム ッ ク ス

池 下 工 業 ㈱

㈱ 天 　 坊

Ａ Ｌ Ｓ Ｏ Ｋ 群 馬 ㈱

社 　 　 長

社 　 　 長

常 務

社 　 　 長

（交　代）

（交　代）

（交　代）

（交　代）

深　澤　利　弘

小　島　秀　薫

北　村　貴　治

山　﨑　春　男

■2022年2月退会
㈱ツドイエ　ホテルラシーネ新前橋

㈱ ザ ス パ

総 支 配 人

社 　 　 長

（交　代）

（交　代）

水　野　正　人

森　    統　則

（順不同・敬称略）

この度のご受賞を心よりお祝い申し上げます。
今後の益々のご活躍をお祈りいたします。

会員慶事のお知らせ

村田  茂行 氏

東朋産業株式会社
社　長

藍綬褒章
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■今後の行事予定

　○2022年度 第１回 委員長会議
　　開催日　　2022年4月6日（水）
　　会　場　　群馬ロイヤルホテル

　○2021年度分 会計監査
　　開催日　　2022年4月8日（金）
　　会　場　　前橋商工会議所会館

　○2022年度 群馬県予算説明会
　　開催日　　2022年4月19日（火）　
　　会　場　　群馬ロイヤルホテル

　○2022年度 第１回 幹事会
　　日　時　　2022年5月6日（金）
　　会　場　　ラシーネ新前橋

　○2022年度 第67回 定時総会
　　開催日　　2022年5月23日（月）　　　　　　　
　　会　場　　Ｇメッセ群馬

　○第74回 懇親ゴルフコンペ
　　開催日　　2022年5月31日（火）　　　　　　
　　会　場　　富岡ゴルフ俱楽部

　○5経済同友会 教育担当委員会交流会（（公社）栃木県経済同友会主催）
　　開催日　　2022年7月22日（金）
　　会　場　　栃木県

　○2022年度 全国経済同友会代表幹事円卓会議
　　開催日　　2022年12月5日（月）
　　会　場　　Ｇメッセ群馬

*事務局だより* ✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
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