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第6回経営･ＣＳＲ委員会「新幹線開業後の北陸を振り返る」 講師：（一財）北陸
経済研究所 調査研究部 主任研究員 藤沢和弘氏
第7回企画委員会 3月常任幹事会議案／第36回海外経済視察 旅行社への説
明会
第9回六次産業化委員会 今次委員会活動総括／報告書案の確認
第3回とやま交流委員会 台湾ジオパークの視察（台湾台北市）（～１３）
芸術文化委員会 第5回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 招致活動の進捗状況報告／後援先の決定等について
第4回会員増強委員会 会員数の状況について
第7回環境問題委員会 今次委員会活動総括／報告書案の確認 
第2回健康委員会「認知症の理解とその予防」講師：国立長寿医療センター 長
寿医療研修センター長 遠藤英俊氏
健康委員会 第2回健康委員会（拡大委員会）講師 遠藤英俊氏を囲んでの懇親
会
平成27年度第3回常任幹事会
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 平成28年度の事業計画（案）について
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で学校教育の実情を学ぶ」（～２７）
第4回企画委員会
10月幹事会／会員定例会 「なぜ映画を創ったのか」 講師：映画監督 石橋冠氏
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラの
招致について／第2回合同委員会の開催について
第1回芸術文化委員会（拡大委員会） 「ガラスの街とやまとガラス美術館につい
て」 講師：富山市ガラス美術館 館長 渋谷良治氏
芸術文化委員会 講師 渋谷良治氏を囲んでの懇親会
第7回六次産業化委員会 県外先進地視察（長野県内農場他）（長野県）（～22） 
第６回三山経済同友会交流会（和歌山県みなべ町）（～28）
第35回 海外経済視察 オーストラリア「露天掘り炭鉱、世界遺産ブルーマウンテン
ズ国立公園等を視察」（～11.5）
第2回教育問題委員会・第2回芸術文化委員会（合同拡大委員会） 「生涯学習
と社会貢献 ～アートを通してニューヨークの現場から～」 講師：彫刻家･画家 吉
野美奈子氏
教育問題委員会 芸術文化委員会 講師 吉野美奈子氏を囲んでの懇親会
第６回 同友会経営道場 発表者： アイティオ（株） 取締役社長 伊東潤一郎氏 、
（株）ユニオンランチ 取締役社長 遊道義則氏
2015年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（福岡県福岡市）
六次産業化委員会 農業体験（そばの収穫）
11月幹事会／会員定例会 「立川らく朝の一笑健康～ヘルシートーク＆健康落語」 
講師：落語家･医学博士 立川らく朝氏
健康委員会 薬膳コース料理を味わう懇親会
第6回環境問題委員会 県外視察 福島再生可能エネルギー研究所他（福島県）
（～１８）
第24回経済同友会中央日本地区会議 （山梨県山梨市） 
第８回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（福岡県福岡市）（～27）
第2回地域活性化委員会 県外視察（美奈宜の杜、北九州スタジアム他）（福島
県）（～27）
とやま交流委員会 第2回正副委員長会議 今後の活動計画について
第8回六次産業化委員会 収穫したそばのそばうち体験／試食会
第5回企画委員会 委員会等の活動について
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 今後の委員会活動について
海外教育事情視察・海外経済視察 報告会／12月会員定例会・年末懇親会「北
陸資本主義 ～地方創生のモデルは北陸・富山にあり！～」講師：編集・出版プロ
デューサー･ジャーナリスト、元ビジネス誌『プレジデント』編集長 清丸惠三郎氏
第3回教育問題委員会 第5回海外教育事情視察報告会
第3回芸術文化委員会 県外視察 大阪企業家ミュージアム他（大阪府、京都府）
（～１６）
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 平成28年2月会員定例会主管につい
て／今年度の活動状況、総括について
健康委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画について
新年幹事会／昼食会
平成27年度 第2回委員長会議 平成27年度委員会活動状況について／平成
28年度委員会体制について
第2回常任幹事会
芸術文化委員会 第4回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラ開
催への課題について
第7回拡大同友会経営道場「わが経営を語る」講師：常任幹事 齊藤栄吉氏／齊
藤担当役員の藍綬褒章受章に関わる「お祝いの会」
地域活性化委員会 第3回正副委員長会議 委員会活動の振返りと今後の活動
／富山県の地方創生計画と当委員会の連携について 
第2回とやま交流委員会 富山県幹部との交流会
2月幹事会／会員定例会「環日本海環境協力センターにおける国際交流につい
て」 講師：（公財）環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ） 専務理事 富山県生活環
境文化部次長 熊谷和哉氏
環境問題委員会 会員定例会 講師 熊谷和哉氏を囲んでの懇親会
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4月幹事会
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 平成27年度の活動計画について
第28回全国経済同友会セミナー（石川県金沢市）（～17）
平成27年度定時総会／懇親会
六次産業化委員会 第５回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
第4回同友会経営道場 発表者：ＪＦＥスチール（株） 北陸支社 支社長 村上陽一
氏、（株）オリバー 代表取締役 小川博司氏
教育問題委員会 第1回正副委員長会議 今次委員会の事業活動等について
第1回企画委員会 平成27年度活動計画について／海外経済視察について
5月幹事会／会員定例会 「イクボス推進による人材力・生産性の向上 ～人口減
少社会･女性活躍時代の経営･マネジメントとは？～」 講師：ＮＰＯ法人ファザーリン
グ･ジャパン 代表理事 安藤哲也氏
教育問題委員会 会員定例会 安藤哲也氏を囲んでの懇親会
第3回経済同友会教育担当委員会交流会 （新潟県新潟市）
地域活性化委員会 第１回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
とやま交流委員会 第1回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
健康委員会 第１回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
同友会の日 富山サンダーバーズ戦観戦
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（山梨県甲府市）（～１９）
第13回経済同友会北陸会議 （福井県福井市） 
第4回経営･ＣＳＲ委員会 県外視察（高山市：企業視察、市内見学 、國島市長と
面談）（岐阜県）（～２５）
第5回六次産業化委員会 平成27年度活動計画について／富山県における六次
産業化の取組みについて 「講演と意見交換」 講師：富山県農林水産企画課 企
画班長 西川清秀氏
第2回企画委員会 平成27年度常任幹事会付議事項について
芸術文化委員会 第2回正副委員長会議 10月会員定例会について／今後の取
組みについて
第1回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション、課外授業参観、教員との意
見交換会／平成27年度活動計画について（射水市立新湊南部中学校）
課外授業講師派遣 「夢をかなえる」 講師：牧田和樹氏（高岡市立戸出中学校2
学年122名）
平成27年度第1回常任幹事会
第6回六次産業化委員会 県内現地視察会（一次産業視察：（株）富山環境整
備、農工房長者（株）、近畿大学水産研究所富山実験場）
8月幹事会／会員定例会  「人口減少問題と地方創生」 講師：野村総合研究所
顧問 東京大学公共政策大学院客員教授 日本創成会議 座長 増田寛也氏
地域活性化委員会 会員定例会 講師 増田寛也氏を囲んでの懇親会
打ち水大作戦2015／環境問題委員会
第5回環境問題委員会 平成27年度の活動計画について／富山県や環境関係
団体の取組み紹介、意見交換
六次産業化委員会 農業体験（そば種植え）
新会員歓迎オリエンテーション
企画委員会 平成27年度第1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
健康委員会 第2回正副委員長会議 今期の活動計画について
第1回地域活性化委員会 「地域創生と人口減少問題」 講師：富山県 経営管理
部 部長 新田一郎氏
第5回経営・CSR委員会 第5回同友会経営道場（合同開催） 「内外経済と株式
市場の見通し」 講師：大和証券（株）投資戦略部 株式ストラテジスト 野間口毅氏
2015年度 全国経済同友会 事務局長会議（北海道札幌市）（～11）
第1回とやま交流委員会 県内視察：黒部峡谷パノラマ展望ツアー（黒部峡谷鉄
道）
第1回健康委員会「脳と記憶」 講師：富山大学大学院 医学薬学研究部 教授 
井ノ口馨氏
第５回 海外教育事情視察 アメリカ合衆国「ニューヨーク、ボストン、ワシントンDC

●ガラス美術館・図書館本館
等複合施設「TOYAMAキラ
リ」オープン
●三井アウトレットパーク 北
陸小矢部オープン
●コストコ射水倉庫店オープ
ン
●富山マラソン2015開催

●ＩＳが邦人人質フリージャー
ナリストの後藤健二さん殺害
●新国立競技場建設計画、
エンブレム白紙に
●大村智さん、梶田隆章さん
がノーベル賞
●北陸新幹線が開業
●選挙権年齢引き下げ、18
歳に
●ラグビー日本代表が健闘 
歴史的勝利
●マイナンバー制度がスター
ト
●TPPが大筋合意
●アップル・ウォッチ発売
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▲第28回全国経済同友会セミナー

▲同友会の日 富山サンダーバーズ戦観戦

▲第4回経営･ＣＳＲ委員会 県外視察

▲課外授業講師派遣 講師：牧田和樹氏

▲平成27年度 第1回常任幹事会

2015（平成27年度）
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第6回経営･ＣＳＲ委員会「新幹線開業後の北陸を振り返る」 講師：（一財）北陸
経済研究所 調査研究部 主任研究員 藤沢和弘氏
第7回企画委員会 3月常任幹事会議案／第36回海外経済視察 旅行社への説
明会
第9回六次産業化委員会 今次委員会活動総括／報告書案の確認
第3回とやま交流委員会 台湾ジオパークの視察（台湾台北市）（～１３）
芸術文化委員会 第5回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 招致活動の進捗状況報告／後援先の決定等について
第4回会員増強委員会 会員数の状況について
第7回環境問題委員会 今次委員会活動総括／報告書案の確認 
第2回健康委員会「認知症の理解とその予防」講師：国立長寿医療センター 長
寿医療研修センター長 遠藤英俊氏
健康委員会 第2回健康委員会（拡大委員会）講師 遠藤英俊氏を囲んでの懇親
会
平成27年度第3回常任幹事会
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 平成28年度の事業計画（案）について
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で学校教育の実情を学ぶ」（～２７）
第4回企画委員会
10月幹事会／会員定例会 「なぜ映画を創ったのか」 講師：映画監督 石橋冠氏
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラの
招致について／第2回合同委員会の開催について
第1回芸術文化委員会（拡大委員会） 「ガラスの街とやまとガラス美術館につい
て」 講師：富山市ガラス美術館 館長 渋谷良治氏
芸術文化委員会 講師 渋谷良治氏を囲んでの懇親会
第7回六次産業化委員会 県外先進地視察（長野県内農場他）（長野県）（～22） 
第６回三山経済同友会交流会（和歌山県みなべ町）（～28）
第35回 海外経済視察 オーストラリア「露天掘り炭鉱、世界遺産ブルーマウンテン
ズ国立公園等を視察」（～11.5）
第2回教育問題委員会・第2回芸術文化委員会（合同拡大委員会） 「生涯学習
と社会貢献 ～アートを通してニューヨークの現場から～」 講師：彫刻家･画家 吉
野美奈子氏
教育問題委員会 芸術文化委員会 講師 吉野美奈子氏を囲んでの懇親会
第６回 同友会経営道場 発表者： アイティオ（株） 取締役社長 伊東潤一郎氏 、
（株）ユニオンランチ 取締役社長 遊道義則氏
2015年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（福岡県福岡市）
六次産業化委員会 農業体験（そばの収穫）
11月幹事会／会員定例会 「立川らく朝の一笑健康～ヘルシートーク＆健康落語」 
講師：落語家･医学博士 立川らく朝氏
健康委員会 薬膳コース料理を味わう懇親会
第6回環境問題委員会 県外視察 福島再生可能エネルギー研究所他（福島県）
（～１８）
第24回経済同友会中央日本地区会議 （山梨県山梨市） 
第８回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（福岡県福岡市）（～27）
第2回地域活性化委員会 県外視察（美奈宜の杜、北九州スタジアム他）（福島
県）（～27）
とやま交流委員会 第2回正副委員長会議 今後の活動計画について
第8回六次産業化委員会 収穫したそばのそばうち体験／試食会
第5回企画委員会 委員会等の活動について
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 今後の委員会活動について
海外教育事情視察・海外経済視察 報告会／12月会員定例会・年末懇親会「北
陸資本主義 ～地方創生のモデルは北陸・富山にあり！～」講師：編集・出版プロ
デューサー･ジャーナリスト、元ビジネス誌『プレジデント』編集長 清丸惠三郎氏
第3回教育問題委員会 第5回海外教育事情視察報告会
第3回芸術文化委員会 県外視察 大阪企業家ミュージアム他（大阪府、京都府）
（～１６）
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 平成28年2月会員定例会主管につい
て／今年度の活動状況、総括について
健康委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画について
新年幹事会／昼食会
平成27年度 第2回委員長会議 平成27年度委員会活動状況について／平成
28年度委員会体制について
第2回常任幹事会
芸術文化委員会 第4回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラ開
催への課題について
第7回拡大同友会経営道場「わが経営を語る」講師：常任幹事 齊藤栄吉氏／齊
藤担当役員の藍綬褒章受章に関わる「お祝いの会」
地域活性化委員会 第3回正副委員長会議 委員会活動の振返りと今後の活動
／富山県の地方創生計画と当委員会の連携について 
第2回とやま交流委員会 富山県幹部との交流会
2月幹事会／会員定例会「環日本海環境協力センターにおける国際交流につい
て」 講師：（公財）環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ） 専務理事 富山県生活環
境文化部次長 熊谷和哉氏
環境問題委員会 会員定例会 講師 熊谷和哉氏を囲んでの懇親会
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4月幹事会
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 平成27年度の活動計画について
第28回全国経済同友会セミナー（石川県金沢市）（～17）
平成27年度定時総会／懇親会
六次産業化委員会 第５回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
第4回同友会経営道場 発表者：ＪＦＥスチール（株） 北陸支社 支社長 村上陽一
氏、（株）オリバー 代表取締役 小川博司氏
教育問題委員会 第1回正副委員長会議 今次委員会の事業活動等について
第1回企画委員会 平成27年度活動計画について／海外経済視察について
5月幹事会／会員定例会 「イクボス推進による人材力・生産性の向上 ～人口減
少社会･女性活躍時代の経営･マネジメントとは？～」 講師：ＮＰＯ法人ファザーリン
グ･ジャパン 代表理事 安藤哲也氏
教育問題委員会 会員定例会 安藤哲也氏を囲んでの懇親会
第3回経済同友会教育担当委員会交流会 （新潟県新潟市）
地域活性化委員会 第１回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
とやま交流委員会 第1回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
健康委員会 第１回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
同友会の日 富山サンダーバーズ戦観戦
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（山梨県甲府市）（～１９）
第13回経済同友会北陸会議 （福井県福井市） 
第4回経営･ＣＳＲ委員会 県外視察（高山市：企業視察、市内見学 、國島市長と
面談）（岐阜県）（～２５）
第5回六次産業化委員会 平成27年度活動計画について／富山県における六次
産業化の取組みについて 「講演と意見交換」 講師：富山県農林水産企画課 企
画班長 西川清秀氏
第2回企画委員会 平成27年度常任幹事会付議事項について
芸術文化委員会 第2回正副委員長会議 10月会員定例会について／今後の取
組みについて
第1回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション、課外授業参観、教員との意
見交換会／平成27年度活動計画について（射水市立新湊南部中学校）
課外授業講師派遣 「夢をかなえる」 講師：牧田和樹氏（高岡市立戸出中学校2
学年122名）
平成27年度第1回常任幹事会
第6回六次産業化委員会 県内現地視察会（一次産業視察：（株）富山環境整
備、農工房長者（株）、近畿大学水産研究所富山実験場）
8月幹事会／会員定例会  「人口減少問題と地方創生」 講師：野村総合研究所
顧問 東京大学公共政策大学院客員教授 日本創成会議 座長 増田寛也氏
地域活性化委員会 会員定例会 講師 増田寛也氏を囲んでの懇親会
打ち水大作戦2015／環境問題委員会
第5回環境問題委員会 平成27年度の活動計画について／富山県や環境関係
団体の取組み紹介、意見交換
六次産業化委員会 農業体験（そば種植え）
新会員歓迎オリエンテーション
企画委員会 平成27年度第1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
健康委員会 第2回正副委員長会議 今期の活動計画について
第1回地域活性化委員会 「地域創生と人口減少問題」 講師：富山県 経営管理
部 部長 新田一郎氏
第5回経営・CSR委員会 第5回同友会経営道場（合同開催） 「内外経済と株式
市場の見通し」 講師：大和証券（株）投資戦略部 株式ストラテジスト 野間口毅氏
2015年度 全国経済同友会 事務局長会議（北海道札幌市）（～11）
第1回とやま交流委員会 県内視察：黒部峡谷パノラマ展望ツアー（黒部峡谷鉄
道）
第1回健康委員会「脳と記憶」 講師：富山大学大学院 医学薬学研究部 教授 
井ノ口馨氏
第５回 海外教育事情視察 アメリカ合衆国「ニューヨーク、ボストン、ワシントンDC

▲8月会員定例会 講師：増田寛也氏

▲六次産業化委員会 農業体験（そば種植え）

▲第1回とやま交流委員会

▲10月会員定例会 講師：石橋冠氏

▲第６回三山経済同友会交流会

▲第2回芸術文化委員会 講師：吉野美奈子氏

▲11月会員定例会 講師：立川らく朝 
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富山県内 国内・国外

2016.3.8

2016.3.9

2016.3.10
2016.3.10
2016.3.14

2016.3.14
2016.3.24
2016.3.25

2016.3.25

2016.3.29
2016.3.31

第6回経営･ＣＳＲ委員会「新幹線開業後の北陸を振り返る」 講師：（一財）北陸
経済研究所 調査研究部 主任研究員 藤沢和弘氏
第7回企画委員会 3月常任幹事会議案／第36回海外経済視察 旅行社への説
明会
第9回六次産業化委員会 今次委員会活動総括／報告書案の確認
第3回とやま交流委員会 台湾ジオパークの視察（台湾台北市）（～１３）
芸術文化委員会 第5回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラin
富山 招致活動の進捗状況報告／後援先の決定等について
第4回会員増強委員会 会員数の状況について
第7回環境問題委員会 今次委員会活動総括／報告書案の確認 
第2回健康委員会「認知症の理解とその予防」講師：国立長寿医療センター 長
寿医療研修センター長 遠藤英俊氏
健康委員会 第2回健康委員会（拡大委員会）講師 遠藤英俊氏を囲んでの懇親
会
平成27年度第3回常任幹事会
教育問題委員会 第2回正副委員長会議 平成28年度の事業計画（案）について
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2016.1.18

2016.1.18
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2016.2.17
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で学校教育の実情を学ぶ」（～２７）
第4回企画委員会
10月幹事会／会員定例会 「なぜ映画を創ったのか」 講師：映画監督 石橋冠氏
芸術文化委員会 第3回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラの
招致について／第2回合同委員会の開催について
第1回芸術文化委員会（拡大委員会） 「ガラスの街とやまとガラス美術館につい
て」 講師：富山市ガラス美術館 館長 渋谷良治氏
芸術文化委員会 講師 渋谷良治氏を囲んでの懇親会
第7回六次産業化委員会 県外先進地視察（長野県内農場他）（長野県）（～22） 
第６回三山経済同友会交流会（和歌山県みなべ町）（～28）
第35回 海外経済視察 オーストラリア「露天掘り炭鉱、世界遺産ブルーマウンテン
ズ国立公園等を視察」（～11.5）
第2回教育問題委員会・第2回芸術文化委員会（合同拡大委員会） 「生涯学習
と社会貢献 ～アートを通してニューヨークの現場から～」 講師：彫刻家･画家 吉
野美奈子氏
教育問題委員会 芸術文化委員会 講師 吉野美奈子氏を囲んでの懇親会
第６回 同友会経営道場 発表者： アイティオ（株） 取締役社長 伊東潤一郎氏 、
（株）ユニオンランチ 取締役社長 遊道義則氏
2015年度全国経済同友会代表幹事円卓会議（福岡県福岡市）
六次産業化委員会 農業体験（そばの収穫）
11月幹事会／会員定例会 「立川らく朝の一笑健康～ヘルシートーク＆健康落語」 
講師：落語家･医学博士 立川らく朝氏
健康委員会 薬膳コース料理を味わう懇親会
第6回環境問題委員会 県外視察 福島再生可能エネルギー研究所他（福島県）
（～１８）
第24回経済同友会中央日本地区会議 （山梨県山梨市） 
第８回日本海沿岸地域経済同友会代表幹事サミット（福岡県福岡市）（～27）
第2回地域活性化委員会 県外視察（美奈宜の杜、北九州スタジアム他）（福島
県）（～27）
とやま交流委員会 第2回正副委員長会議 今後の活動計画について
第8回六次産業化委員会 収穫したそばのそばうち体験／試食会
第5回企画委員会 委員会等の活動について
経営･ＣＳＲ委員会 第3回正副委員長会議 今後の委員会活動について
海外教育事情視察・海外経済視察 報告会／12月会員定例会・年末懇親会「北
陸資本主義 ～地方創生のモデルは北陸・富山にあり！～」講師：編集・出版プロ
デューサー･ジャーナリスト、元ビジネス誌『プレジデント』編集長 清丸惠三郎氏
第3回教育問題委員会 第5回海外教育事情視察報告会
第3回芸術文化委員会 県外視察 大阪企業家ミュージアム他（大阪府、京都府）
（～１６）
環境問題委員会 第3回正副委員長会議 平成28年2月会員定例会主管につい
て／今年度の活動状況、総括について
健康委員会 第3回正副委員長会議 今後の活動計画について
新年幹事会／昼食会
平成27年度 第2回委員長会議 平成27年度委員会活動状況について／平成
28年度委員会体制について
第2回常任幹事会
芸術文化委員会 第4回正副委員長会議 コバケンとその仲間たちオーケストラ開
催への課題について
第7回拡大同友会経営道場「わが経営を語る」講師：常任幹事 齊藤栄吉氏／齊
藤担当役員の藍綬褒章受章に関わる「お祝いの会」
地域活性化委員会 第3回正副委員長会議 委員会活動の振返りと今後の活動
／富山県の地方創生計画と当委員会の連携について 
第2回とやま交流委員会 富山県幹部との交流会
2月幹事会／会員定例会「環日本海環境協力センターにおける国際交流につい
て」 講師：（公財）環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ） 専務理事 富山県生活環
境文化部次長 熊谷和哉氏
環境問題委員会 会員定例会 講師 熊谷和哉氏を囲んでの懇親会
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4月幹事会
経営･ＣＳＲ委員会 第2回正副委員長会議 平成27年度の活動計画について
第28回全国経済同友会セミナー（石川県金沢市）（～17）
平成27年度定時総会／懇親会
六次産業化委員会 第５回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
第4回同友会経営道場 発表者：ＪＦＥスチール（株） 北陸支社 支社長 村上陽一
氏、（株）オリバー 代表取締役 小川博司氏
教育問題委員会 第1回正副委員長会議 今次委員会の事業活動等について
第1回企画委員会 平成27年度活動計画について／海外経済視察について
5月幹事会／会員定例会 「イクボス推進による人材力・生産性の向上 ～人口減
少社会･女性活躍時代の経営･マネジメントとは？～」 講師：ＮＰＯ法人ファザーリン
グ･ジャパン 代表理事 安藤哲也氏
教育問題委員会 会員定例会 安藤哲也氏を囲んでの懇親会
第3回経済同友会教育担当委員会交流会 （新潟県新潟市）
地域活性化委員会 第１回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
とやま交流委員会 第1回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
健康委員会 第１回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
同友会の日 富山サンダーバーズ戦観戦
芸術文化委員会 第1回正副委員長会議 平成27年度活動計画について
経済同友会中央日本地区会議 事務局長会議（山梨県甲府市）（～１９）
第13回経済同友会北陸会議 （福井県福井市） 
第4回経営･ＣＳＲ委員会 県外視察（高山市：企業視察、市内見学 、國島市長と
面談）（岐阜県）（～２５）
第5回六次産業化委員会 平成27年度活動計画について／富山県における六次
産業化の取組みについて 「講演と意見交換」 講師：富山県農林水産企画課 企
画班長 西川清秀氏
第2回企画委員会 平成27年度常任幹事会付議事項について
芸術文化委員会 第2回正副委員長会議 10月会員定例会について／今後の取
組みについて
第1回教育問題委員会 課外授業オリエンテーション、課外授業参観、教員との意
見交換会／平成27年度活動計画について（射水市立新湊南部中学校）
課外授業講師派遣 「夢をかなえる」 講師：牧田和樹氏（高岡市立戸出中学校2
学年122名）
平成27年度第1回常任幹事会
第6回六次産業化委員会 県内現地視察会（一次産業視察：（株）富山環境整
備、農工房長者（株）、近畿大学水産研究所富山実験場）
8月幹事会／会員定例会  「人口減少問題と地方創生」 講師：野村総合研究所
顧問 東京大学公共政策大学院客員教授 日本創成会議 座長 増田寛也氏
地域活性化委員会 会員定例会 講師 増田寛也氏を囲んでの懇親会
打ち水大作戦2015／環境問題委員会
第5回環境問題委員会 平成27年度の活動計画について／富山県や環境関係
団体の取組み紹介、意見交換
六次産業化委員会 農業体験（そば種植え）
新会員歓迎オリエンテーション
企画委員会 平成27年度第1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
健康委員会 第2回正副委員長会議 今期の活動計画について
第1回地域活性化委員会 「地域創生と人口減少問題」 講師：富山県 経営管理
部 部長 新田一郎氏
第5回経営・CSR委員会 第5回同友会経営道場（合同開催） 「内外経済と株式
市場の見通し」 講師：大和証券（株）投資戦略部 株式ストラテジスト 野間口毅氏
2015年度 全国経済同友会 事務局長会議（北海道札幌市）（～11）
第1回とやま交流委員会 県内視察：黒部峡谷パノラマ展望ツアー（黒部峡谷鉄
道）
第1回健康委員会「脳と記憶」 講師：富山大学大学院 医学薬学研究部 教授 
井ノ口馨氏
第５回 海外教育事情視察 アメリカ合衆国「ニューヨーク、ボストン、ワシントンDC

▲第8回六次産業化委員会 そばうち体験

▲第3回とやま交流委員会 

2015（平成27年度）


