
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
13日(火) 4日(日) 26日(木) 4日(月) 18日(木) 28日(金) 15日(火)
第1回委員長会議 東日本大震災追悼シンポジウム（仙台） 事務局長会議（東京） 代表幹事円卓会議（札幌） 包括連携協定式 第2回正副代表幹事会議 第3回正副代表幹事会議

(群馬ロイヤルホテル) 【オンライン開催】 【オンライン開催】 【中止（書面審議）】 (前橋工科大学） 【中止】
26日(月) 29日(木) 25日(月) 15日(火)
第1回幹事会 第2回幹事会 第１回正副代表幹事会議 第4回移動幹事会
(ロイヤルチェスター前橋) (新会員懇談会同日開催) 第3回移動幹事会 (地区懇談会同日開催)

（ホテルグランビュー高崎） (地区懇談会同日開催）

(伊勢崎プリオパレス）

28日(木)
包括連携協定式
(群馬県立女子大学）

20日(金) 17日(水) 5日(日) 31日(月)
群馬県高等学校生徒研究発表会 群馬大学との意見交換会 群馬イノベーションアワード 群馬県国体 第3回常任委員会　

※金子副代表幹事 ※齋藤代表幹事 ※齋藤代表幹事
【中止（書面審議）】

8日(木) 26日(水) 20日(火) 28日(木） 8日(月) 10日(金) 7日(月)
第33回全国セミナー 第66回定時総会・演奏会 第1回委員会 4経済同友会交流会 第2回委員会 文化講演会 公開講演会
（仙台） (群馬ロイヤルホテル) （ホテルメトロポリタン高崎） <栃木県経済同友会主催> （ホテルメトロポリタン高崎） (忘年懇親会同日開催） （ホテルメトロポリタン高崎）

12日(月) 29日(木) 【中止】 28日(月)
2020年度分会計監査 新会員懇談会｢説明会｣ 第3回委員会
(前橋商工会議所会館) (幹事会と同日開催)

（ホテルグランビュー高崎）

19日(月) 11日(火） 16日（水） 30日（金） 10日（火） 22日(水） 12日(火） 2日(火） 6日(月） 17日(月） 25日(金) 8日(火)
群馬県予算説明会 第1回実務者ワーキング活動 第1回勉強会 第2回勉強会 第3回勉強会 第1回正副委員長会議 第2回実務者ワーキング活動 第4回委員会 第4回実務者ワーキング活動 第6回実務者ワーキング活動 ぐんま環境経済フォーラム 経済セミナー
(群馬ロイヤルホテル) (前橋商工会議所会館) （講師：岩本晃一氏） （講師：有沢正人氏） （講師：水口剛氏） （事務局） (前橋商工会議所会館) オンライン視察 (前橋商工会議所会館) (前橋商工会議所会館) （ベイシア文化ホール） (前橋商工会議所会館)

（ホテルグランビュー高崎） （ホテルメトロポリタン高崎） （群馬ロイヤルホテル） （大川印刷） 22日(水） 9日(水)
第1回委員会（同日開催） 第2回委員会（同日開催） 第3回委員会（同日開催） 10日(水） 第5回実務者ワーキング活動 第2回正副委員長会議

第3回実務者ワーキング活動 (前橋商工会議所会館) (前橋商工会議所会館)

(前橋商工会議所会館) 18日(金)
16日（火） 第5回委員会
企業視察① （ロイヤルチェスター前橋）

（小柳建設）
17日（水）
企業視察②
（日東電機製作所）

30日（水） 16日（金） 9日（木） 29日（月） 18日（火） 3日（木）､4日（金） 23日（水）
社会人講師の集い 第1回勉強会 教育担当委員会交流会 進路担当者との情報交換会 企業・業界研究セミナー 業界研究セミナー 第2回委員会
（ラシーネ新前橋） （講師：日詰慎一郎氏） <新潟経済同友会主催> （群馬県立女子大学） （共愛学園前橋国際大学） (ラシーネ新前橋）

（ホテルメトロポリタン高崎） 【オンライン開催】 25日（火） 12日（土）
第1回委員会（同日開催） 第2回勉強会 保護者懇談会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「探究学習を考える」 （共愛学園前橋国際大学）

24日（金） （群馬県総合教育センター） 【中止】
高校教員との意見交換会 【延期】 17日（木）
（群馬県総合教育センター主催） 第1回正副委員長会議

（群馬ロイヤルホテル）

22日（木） 13日（火） ※インターンシップ受入 10日（金） 5日（火） 2日（火） 15日（水） 19日（水） 22日（火） 2日（水）
群馬県立高崎商業高等学校 前橋市立第一中学校 群馬県総合教育センター 前橋市立第一中学校 伊勢崎市立宮郷中学校 高崎市立第一中学校 太田市立北の杜学園 前橋市立第一中学校 桐生市立梅田中学校

講師：本田博己氏 講師：野田強氏 講師：本田博己氏 講師：高橋弘樹氏 講師：糸井丈之氏 講師：武井宏氏 講師：満田幸治氏 講師：串田洋介氏 講師：林明夫氏

30日（金） 14日（水） 22日（水） 15日（金） 19日（金） 21日（火） 20日（木） 17日（木）
前橋市立南橘中学校 高崎市立群馬南中学校 沼田市立沼田東中学校 大泉町立西中学校 前橋市立第五中学校 みどり市立大間々東中学校 群馬県総合教育センター 桐生市立清流中学校

講師：林明夫氏 講師：友澤敏朗氏 講師：鈴木靖弘氏 講師：梶田明宏氏 講師：満田幸治氏 講師：小山孝之氏 講師：中島慎太郎氏 講師：友澤敏朗氏

29日（水） 15日（金） 30日（火） 20日（木）
群馬県総合教育センター 群馬県立安中総合学園高等学校 吉岡町立吉岡中学校 群馬県総合教育センター

講師：大森昭生氏 講師：本田博己氏 講師：林きみ代氏 講師：藤澤星氏

20日（水）
桐生市立広沢中学校

講師：島津文弘氏

26日（火）
高崎市立南八幡中学校

講師：遠藤直行氏

※インターンシップ受入

23日(金) 23日（月） 8日（水） 12日(火） 26日(金） 4日(金)
第1回委員会（調査・研究活動） 第1回勉強会 第2回勉強会 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回正副委員長会議

（ラシーネ新前橋） （講師：佐々木央氏） （群馬ロイヤルホテル） （石井設計） (前橋商工会議所会館) （群馬ロイヤルホテル）

（ホテルメトロポリタン高崎） 第3回委員会（同日開催） 24日(木)
第2回委員会（同日開催） 第4回委員会

（ロイヤルチェスター前橋）

9日（金） 17日（金） 6日（水） 4日（木） 10日(木)
第1回オンライン勉強会① 第1回オンライン勉強会② 第1回オンライン勉強会③ 第1回オンライン勉強会④ 第1回正副委員長会議

（講師：中山五輪男氏） （講師：中山五輪男氏） （講師：中山五輪男氏） （講師：中山五輪男氏） （GNホールディングス）

15日（木） 21日（火） 23日（水）
第1回委員会 第2回委員会 第3回委員会
（ロイヤルチェスター前橋） （ロイヤルチェスター前橋） （ラシーネ新前橋）

26日(水) 2日(水) 29日(木) 13日(水) 18日(木) 10日(金) 15日(火） 16日(水）
第66回定時総会｢懇親会｣【中止】 第72回懇親ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 新会員懇談会｢懇親会｣【中止】 ｵｰﾀﾑｲｳﾞﾆﾝｸﾞ･ﾊﾟｰﾃｨ 交流親睦視察会 忘年懇親会 高崎・西毛地区懇談会 第1回委員会
（群馬ロイヤルホテル） (倶楽部我山） (幹事会同日開催) （ヴィラデマリアージュ高崎） 【中止】 (文化講演会同日開催） (移動幹事会同日開催) （ロイヤルチェスター前橋）

（ホテルグランビュー高崎） 25日(月） 【中止】 【中止】
東毛・両毛地区懇談会 11日(金）～13日（日）

(移動幹事会同日開催) 懇親旅行
【懇親会は中止】 石垣島（八重山諸島）

30日（土） 【中止】
第73回懇親ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 18日(金）
(髙梨子俱楽部） 第1回正副委員長会議

(前橋商工会議所会館)

2021年度 群馬経済同友会 活動実績表

 □ 代表幹事会議

諸 会 議

2021年 2022年

※日付記載のない行事は未定

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


