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教育問題委員会 第7回正副委員長会議 北陸新幹線開業イベントについて／今
期の活動総括
2月幹事会／会員定例会 「高山市の海外戦略への取り組み」 講師：高山市長 
國島芳明氏
経営・ＣＳＲ委員会 同友会経営道場 会員定例会 講師 國島芳明氏を囲んでの
懇親会
第3回芸術文化術委員会（拡大委員会） 「あたらしい富山のつくりかた」 講師：
（株）博報堂クリエイティブ・ヴォックス 代表取締役社長 太田麻衣子氏
芸術文化委員会 第3回芸術文化委員会 講師 太田麻衣子氏を囲んでの懇親会
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 平成26年度の活動状況について／
平成27年度の事業計画について
第2回会員増強委員会 会員数の推移について／今後の委員会活動について
第7回教育問題委員会 北陸新幹線開業イベント「技術革新」を実感する電車の
旅（富山・東京）（～14） 
北陸新幹線（長野～金沢間）開業式典富山駅出発式（富山駅新幹線中央改札
口）／同新高岡駅出発式（新高岡駅新幹線改札口）／あいの風とやま鉄道出発
式（あいの風とやま鉄道富山駅舎）
第8回地域活性化委員会 まちなかスタジアム構想提言書（最終案）のご説明と意
見交換
第6回健康委員会（最終） いきいき経営のための健康講座「若い体をつくる長寿
食 ～和漢膳で元気百歳～」 講師：メンター･フーズ（株） 取締役社長 板倉啓子
氏／健康アンケート結果報告
第8回教育問題委員会 北陸新幹線開業イベントについて（報告）／今期の活動
総括について
3月常任幹事会
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2014年度全国経済同友会事務局長会議 （栃木県日光市）（～５）
第3回経営・ＣＳＲ委員会（拡大委員会） 「富山発展のための北陸新幹線の位置
づけ」 講師：経済産業省中部経済産業局 電力･ガス事業北陸支局 支局長 関
淳夫氏
経営･ＣＳＲ委員会 講師 関淳夫氏を囲んでの懇親会
第2回六次産業化委員会 県外先進地視察（神奈川県横浜市・東京都） 
第2回環境問題委員会 立山自然環境視察（弥陀ヶ原、室堂周辺） 
9月幹事会／会員定例会／懇親会  「瑞龍寺 建立の謎と今後の展開」 講師：国
宝 瑞龍寺 住職 四津谷道宏氏
第34回海外経済視察 イタリア「六次産業化事例を視察」（イタリア（ローマ・ナポ
リ・シチリア））（～１２）
2014ドングリ集めin 植物園（富山県中央植物園）
教育問題委員会 第５回正副委員長会議
六次産業化委員会 農業体験（エゴマの収穫）
2014年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（群馬県郡山市）
第12回経済同友会北陸会議（石川県金沢市）
第６回教育問題委員会 平成26年度の活動／北陸新幹線開業イベント／提言に
ついて／課外授業オリエンテーション 「課外授業講師の経験と派遣先の学校から
の声に学ぶ-」
第２回同友会経営道場 発表者： （株）司構造計画 代表取締役 中勝篤司氏、日
本銀行富山事務所 事務所長 伊藤栄氏
11月幹事会／会員定例会 「それでもやっぱり笑いたい」 講師：富山国際大学 現
代社会学部 教授 大谷孝行氏
健康委員会 会員定例会 講師 大谷孝行氏を囲んでの懇親会
地域活性化委員会 第11回正副委員長･専門委員会議 まちなかスタジアム構想
提言書案について意見交換
第5回三山経済同友会交流会（岡山県岡山市他）（～２１）
第23回経済同友会中央日本地区会議 （愛知県名古屋市）
第7回地域活性化委員会 まちなかスタジアム構想提言書案の説明と意見交換
第３回環境問題委員会 県外先進地視察（北九州スマートコミュニティ創造事業、
北九州次世代エネルギーパーク）（福岡県北九州市）（～28）
第５回健康委員会 いきいき経営のための健康講座「知らないと損をする医療の
話」 講師：医療法人社団藤聖会 理事長 藤井久丈氏／「わが社の健康ビジネス」 
講師：金剛薬品（株） 取締役会長 米田祐康氏
第４回六次産業化委員会 農業体験で栽培･収穫したエゴマの試食会
芸術文化委員会 第３回正副委員長会議 北陸新幹線開業イベントの開催につい
て
海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 「北陸新幹線開業まで
の50年間をふりかえる」 講師：元内閣総理大臣 森喜朗氏
第3回全国経済同友会地方行財政推進会議分権改革委員会 第3回会合（徳島
県徳島市）
新年幹事会
地域活性化委員会 第12回正副委員長･専門委員会議 広島経済同友会都市機
能委員会との交流会（富山県富山市）
教育問題委員会 北陸新幹線開業イベント「技術革新を実感する電車の旅」 参加
者オリエンテーション
地域活性化委員会 第13回正副委員長･専門委員会議 提言書案の検討につい
て
第4回環境問題委員会（拡大委員会） 「新幹線 環境に配慮した技術」 講師：西
日本旅客鉄道（株）白山総合車両所 所長兼新幹線車両 課長 橋本一郎氏
第2回常任幹事会
健康委員会 第5回正副委員長会議 健康アンケート調査の結果について／次回
健康委員会の内容について
平成26年度第3回委員長会議･第7回企画委員会合同会議 平成26年度活動
報告／平成27年度活動方針 
第３回同友会経営道場 発表者：ホテルグランテラス富山 副総支配人 益田貴司
氏、ＳＭＢＣ日興証券（株）富山支店 支店長 須藤信夫氏

月　日 富 山 経 済 同 友 会
経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2014.4.2
2014.4.8

2014.4.9

2014.4.17
2014.4.22
2014.5.7

2014.5.18

2014.5.19
2014.5.22
2014.5.22
2014.5.29

2014.5.29

2014.6.4
2014.6.4
2014.6.6
2014.6.9
2014.6.9

2014.6.10

2014.6.12
2014.6.19

2014.7.1

2014.7.2
2014.7.7
2014.7.10

2014.7.15

2014.7.25
2014.7.29

2014.7.30
2014.7.31

2014.8.4

2014.8.7

2014.8.25

2014.8.25
2014.8.27
2014.9.2

4月幹事会
新交通問題委員会 提言発表：新時代の交通インフラ整備を目指して ～新幹線
開業を契機に新たな飛躍へ～ （経済記者クラブ）
第3回健康委員会 いきいき経営のための健康講座 「生涯現役でいるために ～ロ
コモティブシンドロームを予防しよう～」 講師：とやま健康パーク 健康運動指導士 
高尾祐一氏／健康測定／運動指導（とやま健康パーク）
第27回全国経済同友会セミナー（静岡県静岡市）（～18）
平成26年度定時総会／懇親会
第6回地域活性化委員会 「街なかスタジアムを地域活性化に結びつけるために」 
講師：（公）北九州市立大学 都市政策研究所 准教授 南博氏
第3回とやま交流委員会 県内視察（小矢部市：倶利伽羅、クロスランドタワー、桜
井小矢部市長に木曽義仲･巴のＮＨＫ大河ドラマ実現要望書を提出）
新交通問題委員会 解散会
第5回企画委員会 平成26年度活動計画について／海外経済視察について
第3回委員長会議 北陸新幹線開業イベントの委員会実施について
5月幹事会／会員定例会 「最近の金融経済情勢について」 講師：日本銀行金沢
支店 支店長 白塚重典氏
経営･ＣＳＲ委員会 同友会経営道場 会員定例会講師 白塚重典氏を囲んでの懇
親会
六次産業化委員会 第１回正副委員長会議
経営･ＣＳＲ委員会 第１回正副委員長会議
第2回経済同友会 教育担当委員会 交流会（群馬県高崎市他） 
芸術文化委員会 第２回正副委員長会議
第４回健康委員会 県外視察（伊那食品工業（株）視察、木曽路健康ウォーク他）
（長野県）（～10）
経営･ＣＳＲ委員会、教育問題委員会合同委員会 「二宮金次郎の実践知 ～心田
（道徳）と田畑（経済）の実りへ」 講師：中桐万里子氏
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（愛知県名古屋市）（～13）
環境問題委員会 第１回正副委員長会議 委員会の活動方針、今年度の活動内
容について
地域活性化委員会 第8回正副委員長会議 7/29愛媛経済同友会来県対応／
7/30同友会の日について／7/31会員定例会について
第7回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（山形県山形市）（～3）
常任幹事会
とやま交流委員会 第3回正副委員長会議 平成26年度の活動計画（案）につい
て／新幹線開業イベントの検討
第2回経営・ＣＳＲ委員会 「Wake Up Japan!～富山の観光を盛り上げる鍵は、企
業と市町村にあり～」 講師：富山市政策参与・哲学博士 Dr.ジョセフ・ランゾウ稲
田氏
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成26年度の活動内容について
地域活性化委員会 第9回正副委員長会議 愛媛経済同友会スポーツ振興委員
会との交流会（富山県富山市）
同友会の日・カターレ富山戦観戦
7月幹事会／会員定例会／懇親会 「夢があるから強くなる」 講師：（公社）日本
サッカー協会 最高顧問 川淵三郎氏、「北陸新幹線開業とスポーツ振興による地
域活性化」 パネリスト：川淵三郎氏、森雅志富山市長、中尾哲雄特別顧問
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動計画について／新幹線
開業イベントの検討について
第１回環境問題委員会 今年度の活動計画について／富山県や環境関係団体の
取組みについて意見交換 （富山県環境政策課、同環境保全課、（公財）とやま環
境財団 、（公財）環日本海環境協力センター）
企画委員会 第4回委員長会議 各委員会の活動方針と今後の予定について／
各委員会の北陸新幹線開業イベント報告
新会員歓迎オリエンテーション
第1回同友会経営道場 開講式 発表者：米原蕃代表幹事
環境問題委員会 第１回正副委員長会議 委員会の活動方針、今年度の活動内
容について

●「D&DEPARTMENT富山
店」富山県民会館1Fにオー
プン
●北陸新幹線開業
●新高岡駅・黒部宇奈月温
泉駅開業

●消費税、8%に引き上げ
●ノーベル物理学賞受賞者
に赤崎勇・天野浩・中村修二
の3人が決定
●ソチオリンピック（第22回
冬季オリンピック）開催
●イスラム過激派組織ISがイ
スラム国家の樹立を一方的
に宣言
●広島豪雨、土砂崩れで74
人死亡
●デング熱感染が拡大
●iPS細胞使った世界初の
手術を実施
●御岳山噴火で57人死亡
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2014（平成26年度）

▲第４回健康委員会 県外視察

▲同友会の日・カターレ富山戦観戦

▲7月会員定例会 パネリスト：川淵三郎氏、
森雅志富山市長、中尾哲雄特別顧問

▲第1回同友会経営道場 米原 蕃代表幹事
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教育問題委員会 第7回正副委員長会議 北陸新幹線開業イベントについて／今
期の活動総括
2月幹事会／会員定例会 「高山市の海外戦略への取り組み」 講師：高山市長 
國島芳明氏
経営・ＣＳＲ委員会 同友会経営道場 会員定例会 講師 國島芳明氏を囲んでの
懇親会
第3回芸術文化術委員会（拡大委員会） 「あたらしい富山のつくりかた」 講師：
（株）博報堂クリエイティブ・ヴォックス 代表取締役社長 太田麻衣子氏
芸術文化委員会 第3回芸術文化委員会 講師 太田麻衣子氏を囲んでの懇親会
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 平成26年度の活動状況について／
平成27年度の事業計画について
第2回会員増強委員会 会員数の推移について／今後の委員会活動について
第7回教育問題委員会 北陸新幹線開業イベント「技術革新」を実感する電車の
旅（富山・東京）（～14） 
北陸新幹線（長野～金沢間）開業式典富山駅出発式（富山駅新幹線中央改札
口）／同新高岡駅出発式（新高岡駅新幹線改札口）／あいの風とやま鉄道出発
式（あいの風とやま鉄道富山駅舎）
第8回地域活性化委員会 まちなかスタジアム構想提言書（最終案）のご説明と意
見交換
第6回健康委員会（最終） いきいき経営のための健康講座「若い体をつくる長寿
食 ～和漢膳で元気百歳～」 講師：メンター･フーズ（株） 取締役社長 板倉啓子
氏／健康アンケート結果報告
第8回教育問題委員会 北陸新幹線開業イベントについて（報告）／今期の活動
総括について
3月常任幹事会
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2014年度全国経済同友会事務局長会議 （栃木県日光市）（～５）
第3回経営・ＣＳＲ委員会（拡大委員会） 「富山発展のための北陸新幹線の位置
づけ」 講師：経済産業省中部経済産業局 電力･ガス事業北陸支局 支局長 関
淳夫氏
経営･ＣＳＲ委員会 講師 関淳夫氏を囲んでの懇親会
第2回六次産業化委員会 県外先進地視察（神奈川県横浜市・東京都） 
第2回環境問題委員会 立山自然環境視察（弥陀ヶ原、室堂周辺） 
9月幹事会／会員定例会／懇親会  「瑞龍寺 建立の謎と今後の展開」 講師：国
宝 瑞龍寺 住職 四津谷道宏氏
第34回海外経済視察 イタリア「六次産業化事例を視察」（イタリア（ローマ・ナポ
リ・シチリア））（～１２）
2014ドングリ集めin 植物園（富山県中央植物園）
教育問題委員会 第５回正副委員長会議
六次産業化委員会 農業体験（エゴマの収穫）
2014年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（群馬県郡山市）
第12回経済同友会北陸会議（石川県金沢市）
第６回教育問題委員会 平成26年度の活動／北陸新幹線開業イベント／提言に
ついて／課外授業オリエンテーション 「課外授業講師の経験と派遣先の学校から
の声に学ぶ-」
第２回同友会経営道場 発表者： （株）司構造計画 代表取締役 中勝篤司氏、日
本銀行富山事務所 事務所長 伊藤栄氏
11月幹事会／会員定例会 「それでもやっぱり笑いたい」 講師：富山国際大学 現
代社会学部 教授 大谷孝行氏
健康委員会 会員定例会 講師 大谷孝行氏を囲んでの懇親会
地域活性化委員会 第11回正副委員長･専門委員会議 まちなかスタジアム構想
提言書案について意見交換
第5回三山経済同友会交流会（岡山県岡山市他）（～２１）
第23回経済同友会中央日本地区会議 （愛知県名古屋市）
第7回地域活性化委員会 まちなかスタジアム構想提言書案の説明と意見交換
第３回環境問題委員会 県外先進地視察（北九州スマートコミュニティ創造事業、
北九州次世代エネルギーパーク）（福岡県北九州市）（～28）
第５回健康委員会 いきいき経営のための健康講座「知らないと損をする医療の
話」 講師：医療法人社団藤聖会 理事長 藤井久丈氏／「わが社の健康ビジネス」 
講師：金剛薬品（株） 取締役会長 米田祐康氏
第４回六次産業化委員会 農業体験で栽培･収穫したエゴマの試食会
芸術文化委員会 第３回正副委員長会議 北陸新幹線開業イベントの開催につい
て
海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 「北陸新幹線開業まで
の50年間をふりかえる」 講師：元内閣総理大臣 森喜朗氏
第3回全国経済同友会地方行財政推進会議分権改革委員会 第3回会合（徳島
県徳島市）
新年幹事会
地域活性化委員会 第12回正副委員長･専門委員会議 広島経済同友会都市機
能委員会との交流会（富山県富山市）
教育問題委員会 北陸新幹線開業イベント「技術革新を実感する電車の旅」 参加
者オリエンテーション
地域活性化委員会 第13回正副委員長･専門委員会議 提言書案の検討につい
て
第4回環境問題委員会（拡大委員会） 「新幹線 環境に配慮した技術」 講師：西
日本旅客鉄道（株）白山総合車両所 所長兼新幹線車両 課長 橋本一郎氏
第2回常任幹事会
健康委員会 第5回正副委員長会議 健康アンケート調査の結果について／次回
健康委員会の内容について
平成26年度第3回委員長会議･第7回企画委員会合同会議 平成26年度活動
報告／平成27年度活動方針 
第３回同友会経営道場 発表者：ホテルグランテラス富山 副総支配人 益田貴司
氏、ＳＭＢＣ日興証券（株）富山支店 支店長 須藤信夫氏
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4月幹事会
新交通問題委員会 提言発表：新時代の交通インフラ整備を目指して ～新幹線
開業を契機に新たな飛躍へ～ （経済記者クラブ）
第3回健康委員会 いきいき経営のための健康講座 「生涯現役でいるために ～ロ
コモティブシンドロームを予防しよう～」 講師：とやま健康パーク 健康運動指導士 
高尾祐一氏／健康測定／運動指導（とやま健康パーク）
第27回全国経済同友会セミナー（静岡県静岡市）（～18）
平成26年度定時総会／懇親会
第6回地域活性化委員会 「街なかスタジアムを地域活性化に結びつけるために」 
講師：（公）北九州市立大学 都市政策研究所 准教授 南博氏
第3回とやま交流委員会 県内視察（小矢部市：倶利伽羅、クロスランドタワー、桜
井小矢部市長に木曽義仲･巴のＮＨＫ大河ドラマ実現要望書を提出）
新交通問題委員会 解散会
第5回企画委員会 平成26年度活動計画について／海外経済視察について
第3回委員長会議 北陸新幹線開業イベントの委員会実施について
5月幹事会／会員定例会 「最近の金融経済情勢について」 講師：日本銀行金沢
支店 支店長 白塚重典氏
経営･ＣＳＲ委員会 同友会経営道場 会員定例会講師 白塚重典氏を囲んでの懇
親会
六次産業化委員会 第１回正副委員長会議
経営･ＣＳＲ委員会 第１回正副委員長会議
第2回経済同友会 教育担当委員会 交流会（群馬県高崎市他） 
芸術文化委員会 第２回正副委員長会議
第４回健康委員会 県外視察（伊那食品工業（株）視察、木曽路健康ウォーク他）
（長野県）（～10）
経営･ＣＳＲ委員会、教育問題委員会合同委員会 「二宮金次郎の実践知 ～心田
（道徳）と田畑（経済）の実りへ」 講師：中桐万里子氏
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（愛知県名古屋市）（～13）
環境問題委員会 第１回正副委員長会議 委員会の活動方針、今年度の活動内
容について
地域活性化委員会 第8回正副委員長会議 7/29愛媛経済同友会来県対応／
7/30同友会の日について／7/31会員定例会について
第7回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（山形県山形市）（～3）
常任幹事会
とやま交流委員会 第3回正副委員長会議 平成26年度の活動計画（案）につい
て／新幹線開業イベントの検討
第2回経営・ＣＳＲ委員会 「Wake Up Japan!～富山の観光を盛り上げる鍵は、企
業と市町村にあり～」 講師：富山市政策参与・哲学博士 Dr.ジョセフ・ランゾウ稲
田氏
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成26年度の活動内容について
地域活性化委員会 第9回正副委員長会議 愛媛経済同友会スポーツ振興委員
会との交流会（富山県富山市）
同友会の日・カターレ富山戦観戦
7月幹事会／会員定例会／懇親会 「夢があるから強くなる」 講師：（公社）日本
サッカー協会 最高顧問 川淵三郎氏、「北陸新幹線開業とスポーツ振興による地
域活性化」 パネリスト：川淵三郎氏、森雅志富山市長、中尾哲雄特別顧問
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動計画について／新幹線
開業イベントの検討について
第１回環境問題委員会 今年度の活動計画について／富山県や環境関係団体の
取組みについて意見交換 （富山県環境政策課、同環境保全課、（公財）とやま環
境財団 、（公財）環日本海環境協力センター）
企画委員会 第4回委員長会議 各委員会の活動方針と今後の予定について／
各委員会の北陸新幹線開業イベント報告
新会員歓迎オリエンテーション
第1回同友会経営道場 開講式 発表者：米原蕃代表幹事
環境問題委員会 第１回正副委員長会議 委員会の活動方針、今年度の活動内
容について
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2014（平成26年度）

▲2014ドングリ集めin 植物園

▲第12回経済同友会北陸会議

▲12月会員定例会 講師：森喜朗氏

▲立山自然環境視察
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経済社会情勢

富山県内 国内・国外

2015.2.20

2015.2.27

2015.2.27

2015.3.2

2015.3.2
2015.3.4

2015.3.4
2015.3.13

2015.3.14

2015.3.16

2015.3.17

2015.3.20

2015.3.26

教育問題委員会 第7回正副委員長会議 北陸新幹線開業イベントについて／今
期の活動総括
2月幹事会／会員定例会 「高山市の海外戦略への取り組み」 講師：高山市長 
國島芳明氏
経営・ＣＳＲ委員会 同友会経営道場 会員定例会 講師 國島芳明氏を囲んでの
懇親会
第3回芸術文化術委員会（拡大委員会） 「あたらしい富山のつくりかた」 講師：
（株）博報堂クリエイティブ・ヴォックス 代表取締役社長 太田麻衣子氏
芸術文化委員会 第3回芸術文化委員会 講師 太田麻衣子氏を囲んでの懇親会
六次産業化委員会 第4回正副委員長会議 平成26年度の活動状況について／
平成27年度の事業計画について
第2回会員増強委員会 会員数の推移について／今後の委員会活動について
第7回教育問題委員会 北陸新幹線開業イベント「技術革新」を実感する電車の
旅（富山・東京）（～14） 
北陸新幹線（長野～金沢間）開業式典富山駅出発式（富山駅新幹線中央改札
口）／同新高岡駅出発式（新高岡駅新幹線改札口）／あいの風とやま鉄道出発
式（あいの風とやま鉄道富山駅舎）
第8回地域活性化委員会 まちなかスタジアム構想提言書（最終案）のご説明と意
見交換
第6回健康委員会（最終） いきいき経営のための健康講座「若い体をつくる長寿
食 ～和漢膳で元気百歳～」 講師：メンター･フーズ（株） 取締役社長 板倉啓子
氏／健康アンケート結果報告
第8回教育問題委員会 北陸新幹線開業イベントについて（報告）／今期の活動
総括について
3月常任幹事会
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2014.9.16
2014.9.25
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2014.11.27

2014.12.1

2014.12.2
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2015.1.16
2015.1.16

2015.1.24

2015.1.29

2015.1.29

2015.1.30
2015.2.3

2015.2.3

2015.2.4

2014年度全国経済同友会事務局長会議 （栃木県日光市）（～５）
第3回経営・ＣＳＲ委員会（拡大委員会） 「富山発展のための北陸新幹線の位置
づけ」 講師：経済産業省中部経済産業局 電力･ガス事業北陸支局 支局長 関
淳夫氏
経営･ＣＳＲ委員会 講師 関淳夫氏を囲んでの懇親会
第2回六次産業化委員会 県外先進地視察（神奈川県横浜市・東京都） 
第2回環境問題委員会 立山自然環境視察（弥陀ヶ原、室堂周辺） 
9月幹事会／会員定例会／懇親会  「瑞龍寺 建立の謎と今後の展開」 講師：国
宝 瑞龍寺 住職 四津谷道宏氏
第34回海外経済視察 イタリア「六次産業化事例を視察」（イタリア（ローマ・ナポ
リ・シチリア））（～１２）
2014ドングリ集めin 植物園（富山県中央植物園）
教育問題委員会 第５回正副委員長会議
六次産業化委員会 農業体験（エゴマの収穫）
2014年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（群馬県郡山市）
第12回経済同友会北陸会議（石川県金沢市）
第６回教育問題委員会 平成26年度の活動／北陸新幹線開業イベント／提言に
ついて／課外授業オリエンテーション 「課外授業講師の経験と派遣先の学校から
の声に学ぶ-」
第２回同友会経営道場 発表者： （株）司構造計画 代表取締役 中勝篤司氏、日
本銀行富山事務所 事務所長 伊藤栄氏
11月幹事会／会員定例会 「それでもやっぱり笑いたい」 講師：富山国際大学 現
代社会学部 教授 大谷孝行氏
健康委員会 会員定例会 講師 大谷孝行氏を囲んでの懇親会
地域活性化委員会 第11回正副委員長･専門委員会議 まちなかスタジアム構想
提言書案について意見交換
第5回三山経済同友会交流会（岡山県岡山市他）（～２１）
第23回経済同友会中央日本地区会議 （愛知県名古屋市）
第7回地域活性化委員会 まちなかスタジアム構想提言書案の説明と意見交換
第３回環境問題委員会 県外先進地視察（北九州スマートコミュニティ創造事業、
北九州次世代エネルギーパーク）（福岡県北九州市）（～28）
第５回健康委員会 いきいき経営のための健康講座「知らないと損をする医療の
話」 講師：医療法人社団藤聖会 理事長 藤井久丈氏／「わが社の健康ビジネス」 
講師：金剛薬品（株） 取締役会長 米田祐康氏
第４回六次産業化委員会 農業体験で栽培･収穫したエゴマの試食会
芸術文化委員会 第３回正副委員長会議 北陸新幹線開業イベントの開催につい
て
海外経済視察報告会／12月会員定例会／年末懇親会 「北陸新幹線開業まで
の50年間をふりかえる」 講師：元内閣総理大臣 森喜朗氏
第3回全国経済同友会地方行財政推進会議分権改革委員会 第3回会合（徳島
県徳島市）
新年幹事会
地域活性化委員会 第12回正副委員長･専門委員会議 広島経済同友会都市機
能委員会との交流会（富山県富山市）
教育問題委員会 北陸新幹線開業イベント「技術革新を実感する電車の旅」 参加
者オリエンテーション
地域活性化委員会 第13回正副委員長･専門委員会議 提言書案の検討につい
て
第4回環境問題委員会（拡大委員会） 「新幹線 環境に配慮した技術」 講師：西
日本旅客鉄道（株）白山総合車両所 所長兼新幹線車両 課長 橋本一郎氏
第2回常任幹事会
健康委員会 第5回正副委員長会議 健康アンケート調査の結果について／次回
健康委員会の内容について
平成26年度第3回委員長会議･第7回企画委員会合同会議 平成26年度活動
報告／平成27年度活動方針 
第３回同友会経営道場 発表者：ホテルグランテラス富山 副総支配人 益田貴司
氏、ＳＭＢＣ日興証券（株）富山支店 支店長 須藤信夫氏
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4月幹事会
新交通問題委員会 提言発表：新時代の交通インフラ整備を目指して ～新幹線
開業を契機に新たな飛躍へ～ （経済記者クラブ）
第3回健康委員会 いきいき経営のための健康講座 「生涯現役でいるために ～ロ
コモティブシンドロームを予防しよう～」 講師：とやま健康パーク 健康運動指導士 
高尾祐一氏／健康測定／運動指導（とやま健康パーク）
第27回全国経済同友会セミナー（静岡県静岡市）（～18）
平成26年度定時総会／懇親会
第6回地域活性化委員会 「街なかスタジアムを地域活性化に結びつけるために」 
講師：（公）北九州市立大学 都市政策研究所 准教授 南博氏
第3回とやま交流委員会 県内視察（小矢部市：倶利伽羅、クロスランドタワー、桜
井小矢部市長に木曽義仲･巴のＮＨＫ大河ドラマ実現要望書を提出）
新交通問題委員会 解散会
第5回企画委員会 平成26年度活動計画について／海外経済視察について
第3回委員長会議 北陸新幹線開業イベントの委員会実施について
5月幹事会／会員定例会 「最近の金融経済情勢について」 講師：日本銀行金沢
支店 支店長 白塚重典氏
経営･ＣＳＲ委員会 同友会経営道場 会員定例会講師 白塚重典氏を囲んでの懇
親会
六次産業化委員会 第１回正副委員長会議
経営･ＣＳＲ委員会 第１回正副委員長会議
第2回経済同友会 教育担当委員会 交流会（群馬県高崎市他） 
芸術文化委員会 第２回正副委員長会議
第４回健康委員会 県外視察（伊那食品工業（株）視察、木曽路健康ウォーク他）
（長野県）（～10）
経営･ＣＳＲ委員会、教育問題委員会合同委員会 「二宮金次郎の実践知 ～心田
（道徳）と田畑（経済）の実りへ」 講師：中桐万里子氏
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（愛知県名古屋市）（～13）
環境問題委員会 第１回正副委員長会議 委員会の活動方針、今年度の活動内
容について
地域活性化委員会 第8回正副委員長会議 7/29愛媛経済同友会来県対応／
7/30同友会の日について／7/31会員定例会について
第7回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（山形県山形市）（～3）
常任幹事会
とやま交流委員会 第3回正副委員長会議 平成26年度の活動計画（案）につい
て／新幹線開業イベントの検討
第2回経営・ＣＳＲ委員会 「Wake Up Japan!～富山の観光を盛り上げる鍵は、企
業と市町村にあり～」 講師：富山市政策参与・哲学博士 Dr.ジョセフ・ランゾウ稲
田氏
六次産業化委員会 第2回正副委員長会議 平成26年度の活動内容について
地域活性化委員会 第9回正副委員長会議 愛媛経済同友会スポーツ振興委員
会との交流会（富山県富山市）
同友会の日・カターレ富山戦観戦
7月幹事会／会員定例会／懇親会 「夢があるから強くなる」 講師：（公社）日本
サッカー協会 最高顧問 川淵三郎氏、「北陸新幹線開業とスポーツ振興による地
域活性化」 パネリスト：川淵三郎氏、森雅志富山市長、中尾哲雄特別顧問
教育問題委員会 第4回正副委員長会議 今年度の活動計画について／新幹線
開業イベントの検討について
第１回環境問題委員会 今年度の活動計画について／富山県や環境関係団体の
取組みについて意見交換 （富山県環境政策課、同環境保全課、（公財）とやま環
境財団 、（公財）環日本海環境協力センター）
企画委員会 第4回委員長会議 各委員会の活動方針と今後の予定について／
各委員会の北陸新幹線開業イベント報告
新会員歓迎オリエンテーション
第1回同友会経営道場 開講式 発表者：米原蕃代表幹事
環境問題委員会 第１回正副委員長会議 委員会の活動方針、今年度の活動内
容について

2014（平成26年度）

▲第3回芸術文化術委員会 講師：太田麻衣子氏

▲北陸新幹線（長野～金沢間）開業式典


