
 

平成３０年度鳥取県経済同友会中部地区事業報告書 

 

１．会員数 

平成３１年３月３１日現在 ２８名 （平成３０年３月３１日 ２７名） 

（推移） 

◇入会会員（１名） 

４月 藤井武親 氏（倉吉シティホテル） 

   ◆会員交代（２名） 

    ７月 田中良和 氏（山陰合同銀行倉吉支店 山本浩一 氏より交代） 

    ８月 笠見和則 氏（倉吉信用金庫 足羽弘志 氏より交代） 

      

２．会議の開催 

（１）総会１回 

 日時･場所 出席者 内  容 

中部地区 

総 会 

5月18日（金）18:30～20:30 

ホテルセントパレス倉吉 
１６ 

・29年度事業報告、決算承認 

・30年度事業計画、予算承認 

 

（２）例会 １０回（原則毎月第３金曜日） 

 日時･場所 出席者 内  容 

4月例会 
4月20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：「経済統計が映す県の現状」 

鳥取県地域振興部 統計課 

分析担当 大川篤志 氏 

7月例会 
7月20日（金）12:00〜14:00 
円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 

 ８ 円形劇場くらよしフィギュアミュージアム視察 

8月例会 
8月24日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１２ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「平成30年度の市政の目玉」 

倉吉市企画産業部 部長 美舩 誠 氏 

9月例会 
9月14日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１２ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「ここが見どころ 投入堂」 

㈲堂設計室 代表取締役 生田昭夫 氏 

10月例会 
10月17日（水）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
 ８ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「呼吸器疾患診療の日本での現状」

医療法人清生会 谷口病院  

副院長 渡部仁成  氏 

11月例会 
11月15日（木）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：「熱中小学校の取り組みについて」 

琴浦町長 小松弘明 氏 

12月例会 
12月21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：「外国人材の受入の現状等について」 

鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課 

課長 小林靖尚 氏 

平成31年 

1月例会 

1月17日（木）18:30～20:30 

依山楼 岩崎 
１６ 新年例会 

2月例会 
2月16日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１７ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「山陰経済の今後について」 

日本銀行鳥取事務所 所長 田口哲也 氏 

3月例会 
3月15日（金）11:30～13:00 

倉吉信用金庫うつぶき支店 
１３ 

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ：「中部を取り巻く道路事情について」 

鳥取県中部総合事務所県土整備局 

局長 酒本勇一 氏 



（３）幹事会 １２回 

日 時 場 所 出席者 内  容 

平成30年 

4月6日（金）17:00～ 
倉吉商工会議所 ３ 

総会議案審議 

６・７月例会について 他 

5月11日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ３ 
総会議案審議 

７・８月例会について 他 

6月1日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 １ ７・８例会について 他 

7月6日（金）17:00～ 倉吉商工会議所 ３ ８・９月例会について 他 

8月24日（金）13:00～ 
倉吉信用金庫うつぶき支

店 
４ ９・１０月例会について 他 

9月14日（金）13:00～ 
倉吉信用金庫うつぶき支

店 
６ １０・１１月例会について 他 

10月17日（金）13:00～ 
倉吉信用金庫うつぶき支

店 
４ １１・１２月例会について 他 

11月15日（金）13:00～ 
倉吉信用金庫うつぶき支

店 
４ １２・１月例会について 他 

12月21日（金）13:00～ 
倉吉信用金庫うつぶき支

店 
５ ２・３月例会について 他 

12月25日（火）18:30～ あき山 １０  

平成31年 

2月15日（金）13：00〜 

倉吉信用金庫うつぶき支

店 
６ ３・４月例会について 

3月15日（金）13:00～ 
倉吉信用金庫うつぶき支

店 
５ 

４月例会について 

31年度総会について 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 

第117回西日本経済同友会会員

合同懇談会 実行委員会 

5月1日（火） 

倉吉シティホテル 

河本代表 

岡野幹事 

衣笠幹事 

佐々木会員 

事務局 

実行委員会、各部会の設置 

テーマ、開催概要、予算 他 

鳥取県経済同友会定時総会 6月18日（月） 

ホテルニューオー

タニ鳥取 

河本代表 

事務局 

29年度事業報告、決算承認 

30年度事業計画、予算承認 他 

情報共有委員会 8月28日（火） 

倉吉シティホテル 

前田幹事 

事務局 

委員会の方針、活動の仕方について 

各地区の事業等情報共有について 

第 117 回西日本経済同友会会員

合同懇談会 実行委員会   

9月21日（金） 

倉吉シティホテル 

佐々木会員 

事務局 

宿泊・エクスカーションの候補 

開催要領、パンフレット、予算 他 

第 116 回西日本経済同友会会員

合同懇談会 

10月12日（金） 

JR ホテルクレメン

ト高松 

河本代表 

岡野幹事 

事務局 

合同懇談会、懇親会 

 

第45回島根・鳥取県経済同友会

合同懇談会 

12月10日（月） 

ANA クラウンプラ

ザホテル米子 

河本代表 講演会、パネルディスカッション、懇

親会 



第 117 回西日本経済同友会会員

合同懇談会 実行委員会 

平成31年 

1月21日（月） 

倉吉シティホテル 

河本代表 

岡野幹事 

衣笠幹事 

事務局 

宿泊・エクスカーションの候補 

開催要領、パンフレット 他 

鳥取県経済同友会正副代表幹事・事

務局会議 

 

3月5日（火） 

倉吉シティホテル 

河本代表 

事務局 

平成31年度定時総会について 

第 117 回西日本経済同友会会員合同懇

談会について  

負担金について 

 

４．要望・提言活動 等 

   なし 

 

５．慶弔   １１月 新藤幹事  ご母堂様弔電・香典 

 

６．県同友会役員 

   副代表幹事：河本義永      幹事：岡野 稔   幹事：廣田和幸 

   常任幹事： 岩﨑元孝      幹事：小倉宏紀   幹事：前田六仁 

常任幹事： 江原 實      幹事：衣笠一彦   幹事：安田知章 

会計監事： 田中良和      幹事：新藤祐一    

                   幹事：名越宗弘    

 

 


