
  

 

 

 
2014 年６月 ２０日 (金) ～ 
 

７月１０日（木） の活動 

○ 総合対策委員会 女性部会 

７月７日（月）        金沢市 

○ 第２回ロボット研究会・北陸 

６月２５日（水）         七尾市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新入会員のご紹介 

今後の主な活動予定 

 

□ 8 月 5 日(火) 

第 326 回 常任理事会 

<場所：ユアーズホテルフクイ> 

□ 8 月 5 日(火) 

第 42 回 三県知事との懇談会 

<場所：ユアーズホテルフクイ> 

□ 8 月 26 日(火) 

会員懇談会 石川会場 

<場所：金沢商工会議所> 

□ 9 月 17 日（水）～18日（木） 

北陸・韓国経済交流会議 

＜場所：和倉温泉「あえの風」＞ 

□ 10 月 3 日（金） 

西日本経済協議会 第 56回総会 

＜場所：香川県高松市＞ 

□ 10 月 20 日(月) 

北陸地方経済懇談会(経団連) 

＜場所：ＡＮＡクラウンプラザ金沢＞ 

詳細は後日郵送にて個別ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度第 2 回総合対策委員会 女性部会を

金沢都ホテルにて開催した。 

浅野邦子㈱箔一代表取締役会長(部会長)、森田弘

美㈱グループフィリア代表取締役社長(副部会長)、

梅本由紀子ユウディーケー㈱取締役副社長、中山雅

美㈱アドレス代表取締役、橘紀代美㈱プランニング

May代表取締役の 5名が出席した。 

会合では、先月発表された経済財政運営と改革の

基本方針（骨太の方針）及び日本再興戦略 2014(新

成長戦略)で大きな柱と位置付けられた女性の活躍

推進に関する部分を説明し、現在とりまとめている

「政府に対する北陸経済界からの要望書」における

要望項目について、女性の視点に基づき、活発な意

見交換が行われた。 

      （担当：前田）             

和倉温泉｢加賀屋｣にて､(一財)北陸産業活性化

センターとの共催で開催し､研究会メンバーと北

経連会員計 34名が参加した。 

はじめに､㈱加賀屋 帳場部の藤森支配人より､

｢プロが選ぶ日本のホテル･旅館 100選｣で 34年連続

一位に輝く同社の｢おもてなし｣について講演いた

だいた。その後、同社が使用している｢配膳用ワゴ

ン搬送システム｣を見学した。これは、外から見え

ないよう館内にレールを巡らし､目的の場所まで料

理を載せたワゴンを自動搬送するシステムであり､

料理の配膳作業を効率化し､十分な接客時間を確保

することを目的として導入しているものである。 

 見学後は、同システムを製作した技術者を交え

て､設備の構造やメンテナンス等について質疑応答

を行った。 

       （担当：平田） 

〔日本商運株式会社〕 

代表取締役 平木 正廣 

(業種：運送業・倉庫業) 

〒910-1104 

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第 12号番地 

TEL：0776-61-4343 FAX：0776-61-2626 

〔SMBC日興証券株式会社 金沢支店〕 

 支店長 池田 修人 

(業種：証券) 

〒920-0919 

金沢市南町 4番 65号  

 TEL：076-262-9143 FAX：076-262-5242 

【掲載は申込順】 

URL  http://www.hokkeiren.gr.jp/ 

E-mail info@hokkeiren.gr.jp 
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北陸経済連合会よりお知らせ 

 
北陸物語 Facebook のご案内 

 北陸経済連合会と北陸イメージアップ推進会議は 

「北陸物語 Facebook」を通じて北陸の魅力の情報発信を行っております。是非ご覧ください。 

 

https://www.facebook.com/hokuriku.monogatari 

http://www.hokkeiren.gr.jp/
mailto:info@hokkeiren.gr.jp


 

 

 

 

お 知 ら せ 

 

○ 北陸産業活性化センターからのお知らせ 

○ 中部経済産業局からのお願い 

○ 中部経済産業局からのお知らせ   

○ 近畿中部防衛局からのお知らせ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 北陸信越運輸局からのお知らせ 

○ 日本経済団体連合会からのお知らせ 

○ JICA北陸よりお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

  

北陸産業活性化センターでは北陸産業の活性化

に資する研究に対して助成を行っており、特に優れ

た事例である「中皮腫の診断補助キットと診断アル

ゴリズムの開発」「ホタルイカに含まれる生活習慣

病予防成分の解明と応用」についての発表会を開催

する。 

○日時：平成 26年 7月 31 日(木)10:00～12:00 

○場所：金沢都ホテル５階「兼六の間」 

【問合せ・申込先】北陸産業活性化センター 

担当 武田 tel076-264-3001 fax076-264-3900 

5 月 16 日に省エネルギー・省資源対策推進会議

省庁連絡会議で「夏季の省エネルギー対策につい

て」が決定された。2014 年度夏季の電力需給は、

中部及び西日本全体の予備率は電力の安定供給に

最低限必要とされる予備率3％を下回る見込みであ

り、電力需給は非常に厳しい見通しである。 

中部経済産業局では、節電メニューの紹介と併せ国

民の皆様へ理解と協力を求めている。詳細は下記

HP参照。 

http://www.chubu.meti.go.jp/enetai/shouene/ko

uhou-setumeikai/26fy/140523setuden/140527kaki

-shoene.htm 

中部経済産業局は平成 25 年度ものづくり白書に

ついて、中小企業庁担当官による説明会を富山市で

開催する。 

○説明会日時：平成 26年 7 月 15日(火)14：00～ 

○詳細、お申込み等は下記 HPを参照。 

http://www.chubu.meti.go.jp/kikai/1406mon

odukurihakusho_setsumei.htm 

【問合わせ先】中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 Tel076-432-5401 

防衛省では、広く国民の皆様に防衛政策について

理解いただくため全国各地でセミナーを開催して

いる。小松市及びその周辺地域に在住・勤務・在学

する方を対象に第 25 回防衛セミナー「科学技術と

日本の空の防衛」を開催する。 

○日時：平成 26年 7月 22日(火)18：30～ 

○場所：石川県こまつ芸術劇場うらら 小ホール 

【問合せ先】近畿中部防衛局企画部地方調整課 

 担当 森脇、中井､田邉 tel06-6945-4956 

経産省及び国交省では下記の通り今年度の「グ

リーン物流ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ優良事業者表彰」を募集し

ている。応募に関しての詳細は下記 HP参照 

http://www.greenpartnership.jp/index.html 

【問合せ先】北陸信越運輸局 交通環境部 担当 原 tel025-285-9152 

ソウルで、韓国観光公社主催による「日刊観光

交流拡大シンポジウム」が両国の観光関係の主要

機関・団体の後援を受けて開催される。参加規模

は日韓総計 200名。詳細は下記問合せ先へ。 

○日時：平成 26年 8月 29日(金)9：00～ 

○場所：ロッテホテルソウル 

○応募締切：7月 16 日 

【問合せ先】(一社)日本経済連合会 産業政策本部 島津・奥村 

Tel 03-6741-0532 

JICA 北陸は、北陸地域の中小企業を対象に開発

途上国の現状を知ってもらい、海外ビジネス展開の

可能性と企業で貢献できるグローバル人材育成に

ついて、今後の事業戦略のヒントとしてもらうこと

を目的に「ワールド・レポート in 北陸－海外ビジ

ネス展開とグローバル人材－」を開催する。詳細は

下記 HP参照 

○日時：平成 26年 7月 24日(木)13：30～ 

○場所：ＫＫＲホテル金沢 3F鳳凰 A 

http://www.jica.go.jp/hokuriku/event/2014/2

0140724.html

【問合せ先】JICA北陸 担当 松柴 tel076-233-5931  

※ 当連合会では、新規会員を募っております。 

会員の皆様にはお知り合いの方に広くお声を 

かけていただき、ご紹介を賜れば幸いです。 

（℡076-232-0472） 

○北経連トピックス№101（H23.6.2発行分） 

より当連合会 HPに掲載しております。 

バックナンバーのお問い合わせは青嶋まで。 

（℡076-232-0472） 


