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第70回
大会のご案内

拝啓　時下益 ご々清祥のこととお慶び申し上

げます。

　この度、第70回九州経済同友会大会を11月

25日（金）、26日（土）の両日、佐賀市において

開催する運びとなりました。

　今回は世界の経済・社会がめまぐるしく変化

する中、九州の経済人が自ら九州経済の将来

を展望し、重点的に取り組むべき次世代成長

産業を見定め、育成・発展に向けて行動すべき

方策をご討議いただきます。

　ご多用とは存じますが、万障お繰り合わせの上、

多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

敬具

受付 12：00～

11月25日（金）

オープニング 13：00～13：30

開会挨拶

議長選出

来賓挨拶

大会討議 13：30～16：50

記念講演 17：00～18：20

閉会挨拶 18：20

アトラクション

懇親パーティ 19：00～20：30

問題提起

意見発表

全体討議

（コーヒーブレイク）

大会アピール採択

バルーン係留

・

・

懇親パーティには記念講演講師 石村 和彦氏（（公社）経済同友
会副代表幹事、国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事
長兼最高執行責任者）にご臨席いただきます。
佐賀牛をはじめ本県トップブランドの産品を使った料理をお楽しみ
下さい。

会 員 各 位

九州経済同友会



「『次世代成長産業』と九州の発展戦略」
大会テーマ

13：30～16：50

討議司会

九州経済同友会企画委員長 本郷　　譲 　氏

長崎経済同友会 中川内浩二 　氏

熊本経済同友会 瀬口　　力 　氏

宮崎経済同友会 加藤修一郎 　氏

佐賀経済同友会 菅谷　俊二 　氏

㈱ウラノ　執行役員

㈱Lib Work　代表取締役社長

㈱加藤えのき　代表取締役

㈱オプティム　代表取締役社長

ＪＲ九州リテール㈱　代表取締役社長
（福岡経済同友会）

問題提起

九州経済同友会企画副委員長 馬渡　雅敏 　氏
松浦通運㈱　代表取締役社長
（佐賀経済同友会）

意見発表

全体討議

大会アピール採択

講師

17：00～18：20

（公社）経済同友会 副代表幹事
国立研究開発法人産業技術総合研究所

理事長兼最高執行責任者

石村　和彦氏

学歴
1979（昭和54）年 3月 東京大学大学院 工学系研究科 修士課程修了

略歴
1979（昭和54）年 4月
1989（平成元）年 7月
2000（平成12）年10月
2004（平成16）年 9月
2006（平成18）年 1月
2006（平成18）年 4月
2007（平成19）年 1月
2008（平成20）年 3月
2010（平成22）年 1月
2012（平成24）年 1月
2015（平成27）年 1月
2018（平成30）年 1月
2020（令和 2）年 3月
2020（令和 2）年 4月
2021（令和 3）年 3月
2021（令和 3）年 4月 

旭硝子（現 ＡＧＣ）株式会社入社
同社 エンジニアリング部 設備技術研究所 硝子グループリーダー
株式会社旭硝子ファインテクノ 社長
旭硝子（現 ＡＧＣ）株式会社 関西工場長
同社 執行役員 関西工場長
同社 執行役員 エレクトロニクス＆エネルギー事業本部長
同社 上席執行役員 エレクトロニクス＆エネルギー事業本部長
同社 代表取締役 兼 社長執行役員 ＣＯＯ
同社 代表取締役 兼 社長執行役員 ＣＥＯ 兼 グループ戦略室長
同社 代表取締役 兼 社長執行役員 ＣＥＯ
同社 代表取締役会長
同社 取締役会長
同社 取締役
国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長
ＡＧＣ株式会社 取締役 退任
国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 兼 最高執行責任者

賞罰
2018（平成30）年 7月 ベルギー王国より王冠勲章コマンドール章 受章



佐賀カントリー倶楽部（１５番ホール）

今右衛門窯 柿右衛門窯香蘭社

14：00着

9：00発
ガーデンテラス佐賀
ホテル＆マリトピア

～世界に誇る伝統工芸にふれる～
地域産業視察コース

～佐賀の誇る日本酒をご堪能いただきます～

11月26日（土）

～九州を代表する戦略コース（井上誠一氏設計）でプレー～
ゴルフコース

佐賀カントリー倶楽部

スタート
ホールアウト

9：03
１5：0０頃（予定）

（三養基郡みやき町白壁2785  TEL0942-89-2049）

※プレー代は各自ご負担願います。

昼食込　参加費　1名あたり3,000円（税込）

有田陶器市 有田焼

「鍋島」醸造メーカーの富久千代酒造など、
鹿島地区の複数の酒蔵めぐり

肥前鹿島駅

佐賀の日本酒を楽しむコース

富久千代酒造 鍋島

9：00発
ガーデンテラス佐賀
ホテル＆マリトピア

武雄温泉駅

14:40着

14：30着

有田駅 武雄温泉駅

15:00着

香蘭社での絵付け体験、昼食込み　参加費　1名あたり3,000円（税込）



申込期限

参 加 費

参加取消

そ の 他

同封の申込書により10月14日（金）までに佐賀経済
同友会事務局までFAXまたはEメールでお申込み願
います。
申込先
佐賀経済同友会
FAX 0952-23-7193
Eメール saga@san.bbiq.jp

15,000円（1名あたり）
お申込みと同時に所属同友会事務局へお支払い願
います。
同伴者が懇親パーティに参加される場合は5,000円い
ただきます。

お申込み後の参加取り消しは、10月28日（金）までに
佐賀経済同友会（TEL 0952-23-7191）へご連絡願い
ます。ご連絡のない場合は大会資料をお送りし参加
費をいただきます。

交通機関の予約、送迎等は申し合わせによりいたし
ませんのでご了承願います。

ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピア
（佐賀市新栄東３丁目７-８　TEL.0952-23-0111）

ツイン（シングルユース）

ツイン

23,000円～35,500円
37,000円～62,000円

ホテルニューオータニ佐賀
（佐賀市与賀町1-2　TEL.0952-23-1111）

シングル
ツイン（シングルユース）
ツイン （2名様の合計額）

（部屋のタイプにより異なります）

（2名様の合計額）

13,000円
16,000円
20,000円

アパホテル佐賀駅南口
（佐賀市駅前中央１-１６４　TEL.0952-25-1111）

シングル 9,100円

宿泊予約・取り消し、宿泊料について

「九州経済同友会大会」名で下記ホテルを一定数確保しておりま
す。数に限りがございますので、お早目にお申込み下さい。

１．佐賀経済同友会にお申込み下さい。
２．キャンセルされる場合は各ホテルのキャンセルポリシーによりキャ
ンセル料がかかる場合がございますので、ご留意下さい。キャンセ
ル料が発生した場合はご請求致します。

３．料金は一泊朝食付、税・サービス料込みです。

九州の交流拠点「鳥栖ジャンクション」


