
 

 

令和３年度 鳥取県経済同友会中部地区事業報告書 

 

１．会員数 

令和4年3月31日現在 25名 （令和3年3月31日 25名） 

 

（推移） 

   ○入会会員（1名） 

    4月 三宅 英治 氏（中国電力㈱鳥取統括ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ） 

 

●退会会員（1名） 

4月 河本 義永 氏（ひいらぎ 代表） 

 

◇会員交代（2名） 

    4月 松田 仙美 氏（㈱鳥取銀行倉吉支店 支店長 三木 俊一郎 氏より交代） 

7月 小谷 和之 氏（㈱新日本海新聞社 執行役員 中部本社総局長  

宇田川 靖 氏より交代） 

   ◇事業所名変更（2名） 

    8月 齋藤 邦康 氏（新：森・齋藤税理士法人  旧：齋藤邦康税理士事務所） 

    1 月 山田 悌次 氏（新：アザレア税理士法人 昭和町事務所  旧：税理士法人うつ

ぶき） 

２．会議の開催 

（１）総会１回 

 日時･場所 出席者 内  容 

中部地区 

定時総会 

5月21日（金）18:00～18:40 

倉吉シティホテル 

懇親会は中止 

１８ 

・令和2年度事業報告、決算承認 

・令和3年度事業計画、予算承認 

・役員改選並びに委員会構成 

 

（２）例会９回（原則毎月第３金曜日） 

 日時･場所 出席者 内  容 

4月例会 

令和3年 

4月16日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 

１４ 
ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「大御堂廃寺について」 

元 倉吉市教育委員会文化財課 専門員 根鈴 智津子氏 

7月例会 
7月16日（金）11:20～13:00 

小川家庭園 環翠園 
１７ 

現地見学：「小川家庭園 環翠園」 

＜案内＞ 

一般財団法人 小川記念館財団 館長 根鈴 智津子氏 

※２班に分かれて現地見学 

8月例会 
8月20日（金）12:00～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１７ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「鳥取県におけるSociety5.0・DXに向けた

取組み」 

鳥取県総務部情報政策課 次世代戦略室 

室長 下田 耕作氏 

※オンライン講演 

9月例会 
9月17日（金）11:30～12:30 

倉吉合同事務所 3F 
１７ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「未来を“つくる”美術館  

鳥取県立美術館の整備運営の概要」 

鳥取県教育委員会美術館整備局 局長 梅田 雅彦氏 

        美術館整備課 課長 住友 正人氏 

             課長補佐 石原 理絵氏 

鳥取県立美術館パートナーズ㈱ 業務責任者 

（大和リース㈱山陰営業所 課長）  和田 琢磨氏 

※美術館開館PR横断幕をお披露目 



10月例会 
10月22日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１０ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「司法書士から見た民法・不動産登記法の 

改正」 

つばさ法務事務所 司法書士 谷口 毅氏 

12月例会 
12月17日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１５ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「六根清浄と六感治癒の地 

  ～日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉～」 

三徳山三佛寺 住職 米田 良中氏 

㈱新藤 代表取締役社長 新藤 祐一氏 

1月例会 

令和4年 

1月21日（金）17:30～18:30 

倉吉信用金庫うつぶき支店 

新年会は中止 

 １４ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「倉吉の今後について」 

元 (公財)鳥取県環境管理事業センター 

理事長 広田 一恭氏 

2月例会 
2月18日（金）12:00～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１２ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「デジタルの力でもっとアナログを」 

リコージャパン㈱ 鳥取支社 鳥取営業部 

               部長 酒本 修氏 

      鳥取BPグループリーダー 永田 雅司氏 

3月例会 
3月25日（金）12:00～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
８ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「電子帳簿保存法、消費税改正について」 

アザレア税理士法人 金森 実氏 

 

 

（３）幹事会 ９回 

日 時 場 所 出席者 内  容 

令和3年 

4月16日（金）13:00～13:30 
倉吉信用金庫うつぶき支店 ９ 

総会議案審議 

７月例会について 他 

6月18日（金）11:00～11:45 倉吉商工会議所 ６ 
令和2年度の事業活動 

７・８月例会について 他 

7月16日（金）10:30～11:00 倉吉信用金庫うつぶき支店 １０ ８・９月例会について 他 

8月20日（金）11:00～11:45 倉吉信用金庫うつぶき支店 ８ ９・１０月例会について 他 

9月17日（金）10:30～11:15 倉吉合同事務所 3F会議室 ９ １０・１１月例会について 他 

10月22日（金）13:00～14:00 倉吉信用金庫うつぶき支店 ６ １１・１２月例会について 他 

12月17日（金）13:00～14:00 倉吉信用金庫うつぶき支店 ６ １・２月例会について 他 

令和4年 

2月18日（金）11:00～11:45 
倉吉信用金庫うつぶき支店 ８ ３・４月例会について 他 

3月25日（金）11:00～11:45 倉吉信用金庫うつぶき支店 ５ ４月例会・定時総会について 他 

 

 

（４）デジタル化推進委員会 ２回 

日 時 場 所 出席者 内  容 
令和3年 

7月 5日（月）13:30～14:30 
倉吉商工会議所 ６ 

東部地区ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化特別委員会活動内容 

意見交換 他 

11月26日（金）15:00～16:00 倉吉合同事務所 3F会議室 ７ 

東部地区ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化特別委員会活動内容

の共有 

今後の委員会活動について 他 

 

 

 

 

 



 

３．他の会議･大会等への参加 

会議･大会名 日時･場所 出席者 内  容 

鳥取県経済同友会定時総会 

令和3年 

6月11日（金） 

ホテルニューオータ

ニ鳥取（鳥取市） 

廣田代表 

他3名 

事務局 

令和2年度事業報告、決算承認 

令和3年度事業計画、予算承認 他 

役員改選 

ｹﾞｽﾄ講演：「今、地球に求められるデジ

タルトランスフォーメーションとは」 

㈱チェンジ 代表取締役兼執行役員 

社長 福留 大士氏 

鳥取県経済同友会 正副代表幹事会 

8月17日（火） 

リモート開催 

（倉吉合同事務所） 

廣田代表 

事務局 

第13回日本海沿岸地域代表幹事サミッ

トの開催可否について 

その他、意見交換 

第118回西日本経済同友会 

会員合同懇談会 

10月15日（金） 

ハイブリッド開催 

（京都市） 

中部地区 

参加者なし 

「文化と創業のまち京都で、いま教育

を考える」 

基調講演、パネルディスカッション他 

第13回日本海沿岸地域代表幹事サミッ

ト 

1年延期 

（11月：鳥取市） 
－ 1年延期（再延期） 

第28回鳥取県・岡山経済同友会合同懇

談会 

11月10日（水） 

勝山文化センター 

（真庭市） 

廣田代表 

事務局 
(視察のみ3名) 

GREENable HIRUZEN「風の間」視察 

講演会 

「真庭市のSDGs達成に向けた取組み」 

真庭市林業ﾊﾞｲｵﾏｽ産業課  石井裕隆氏 

「銘建工業のSDGsの取組み」 

銘建工業㈱代表取締役 手嶋 浩一郎氏 

その他、活動報告 

鳥取県経済同友会 

正副代表幹事・事務局会議 

令和4年 

3月2日（水） 

リモート開催 

（倉吉合同事務所） 

廣田代表 

事務局 

令和4年度定時総会について 

第13回日本海沿岸地域代表幹事サミッ

トについて 

負担金について 

各種会議・合同懇談会等予定 

第48回鳥取県・島根経済同友会合同懇

談会 

3月30日（水） 

ホテル一畑（松江市） 

倉吉ｼﾃｨﾎﾃﾙ 

中原氏 

(代理出席) 

講演会 

「ポストコロナの観光」 

(一社)山陰インバウンド機構 

代表理事 福井 喜朗氏 

パネルディスカッション 

懇親会は中止 

 

４．要望・提言活動 等 

  (1) 9月 県立美術館開館ＰＲの横断幕掲揚 

    掲揚先：倉吉合同事務所 北側壁面  

  (2) 9月 地域企業のデジタル化推進に向けての提言（東部・中部地区共同） 

    提出先：鳥取県知事 平井 伸治 氏  

 

５．慶弔   なし 

 

６．県同友会役員（敬称略） 

   副代表幹事：廣田和幸   会計監事：山根正広   幹  事：新藤祐一 

   常任幹事 ：岩﨑元孝   幹  事：岡野 稔   幹  事：名越宗弘 

常任幹事 ：福井利明   幹  事：小倉宏紀   幹  事：藤田義彦 

常任幹事 ：船越 清   幹  事：衣笠一彦   幹  事：前田六仁 

 


