復帰

命どぅ宝︵人間尊重︶
の経営

年

ぬち

50

世界へ響け！

たから

中同協総会HP

中同協総会FB

【メイン会場】沖縄コンベンションセンター

〒901-2224 宜野湾市真志喜4-3-1

会費 13,000

（宿泊費別）※懇親会なし

【分科会会場】ラグナガーデンホテル
沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん
暮らしの発酵ライフスタイルリゾート
ロワジールホテル那覇

※全国的なコロナ感染拡大のため、懇親パーティーは中止とします。それ以外については予定通り、
リアルにて開催いたします。
そのため会費につきましては、22,000円から13,000円に変更いたしました。
※消費税法基本通達5-5-7に該当する共同行事のため課税仕入れにはしないようにお願いします。
※オンライン開催に変更になった場合は、9,000円となります。

主催／中小企業家同友会全国協議会
設営／沖 縄 県 中 小 企 業 家 同 友 会

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-7-16 市ヶ谷 KT ビル 3F TEL 03-5215-0877

FAX 03-5215-0878

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831番地1 沖縄産業支援センター 603号 TEL 098-859-6205

FAX 098-859-6208

実行委員長ごあいさつ

開催要項

中同協第 54 回定時総会実行委員長

真栄田

■日

一郎 氏

マエダ電気工事 ( 株） 代表取締役（沖縄同友会 代表理事）

時

7月8日（金）12：00閉会

沖縄コンベンションセンター

■ メイン会場

中同協第 54 回定時総会を沖縄で開催いたし

ます。今年は沖縄の本土復帰 50 年と沖縄同友

〒901-2224 宜野湾市真志喜4-3-1

■ 分 科 会 ラグナガーデンホテル

会創立 35 周年という節目であり、混迷する情勢

〒901-2224 宜野湾市真志喜4-1-1

から新たな時代にチャレンジする重要な年に中

沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん

同協総会を設営・開催することの責任を感じて

〒901-2224 宜野湾市真志喜3-28-1

暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

います。
オミクロン株の感染拡大やロシアの軍事侵攻、地球温暖化など、世

〒901-2311 中頭郡北中城村喜舎場1478

界を取り巻く情勢は決して明るくはありません。
しかし、同友会運動の到達

ロワジールホテル那覇

点を共有し、誇りと確信を深め、新たな時代に対応できる強靭な企業―21
世紀型企業づくりへの契機となる全国総会にしていきます。

■会

沖縄からは平和をめぐる問題を提起し、歴史・文化と重ね、
「恒久平和」

を世界に発信し、「中小企業は平和な社会でこそ繫栄できる」ことを改めて

●
沖縄コンベンション
宜野湾市立
センター
●宜野湾市立
グラウンド

沖縄国際大学
琉球大学

野球場

（分科会）

会議棟 会議棟
A
B
劇場棟

（全体会）

ロワジールホテル那覇

那覇空港

暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

展示棟

正面
玄関

（懇親会）

宜野湾市

〈空港からの交通案内〉

伊佐
交差点

□那覇バスターミナル経由沖縄コンベンションセンター前バス停まで約50〜70分（580円）
□「空港リムジンバス」‒ ラグナガーデンホテルまで約55分（610円）
※沖縄コンベンションセンター前には止まりません。
ホテルからセンターまで徒歩 約10分
□レンタカーご利用の場合空港から約40分（距離約14㎞）
但し、駐車場は台数が少ないため、宜野湾港マリーナの有料駐車場もご利用ください。
平日は、地域により朝夕のバスレーン規制がございます。
※料金や所要時間は状況により異なることがあります。
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〈受付と1日全体会〉
・受付はメイン会場とロワジール那覇の2カ所に設けます。
・見学分科会は、
メイン会場で受付し全体会終了後にバスにて移動します。
・ロワジールホテルは、サテライト会場を設けます。

7月8日︵金︶

7月7日︵木︶

受付開始
全体会開会（議案提案）
休けい・移動＜見学のみバス移動＞
分科会開始（３時間３０分）
休けい・移動 １日目終了

2日目

1日目

【１日目・全体会（劇場棟)、分科会(会議棟・他)】
ロワジール
１２：３０
１３：３０
１４：３０(15分)
１４：４５
１８：１５(40分)

6月23日
（木）※6/24（金）以降のキャンセルは、全額請求いたします。
ラグナガーデンホテル

スケジュール
メイン会場
１２：３０
１３：３０
１４：３０(30分)
１５：００
１８：３０(30分)

※オンライン開催に変更になった場合は、9,000円となります。

沖縄プリンスホテル
オーシャンビューぎのわん

北谷▶
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13,000円（宿泊費別）※懇親会なし

沖縄コンベンションセンター

北谷▶

﹁真志喜﹂
バス停

大謝名
交差点

◀那覇

オーシャンビューぎのわん

●サンエー

覇

バス停

●沖縄プリンスホテル

那

●ラウンドワン

◀

費

■申込締切

全国の多くの皆様のお越しをお待ちしております。

宜野湾港マリーナ

〒900-0036 那覇市西3-2-1

■ 参 加 申 込 ご所属の同友会事務局へお申込み下さい。

確認することを開催の意義の一つにしています。

トロピカルビーチ

2022年 7月7日
（木）13：30開会

【２日目・メイン会場劇場棟】
９：００ 全体会開始
議案採択
１０：００ 特別報告（３０分）
１０：３０ 特別講演（７０分）
１２：００ 閉会〜オプショナルツアー〜
イメージキャラクター
泡盛マン

※全国的なコロナ感染拡大のため、懇親パーティーは中止とします。
それ以外については予定通り、
リアルにて開催いたします。
そのため会費につきましては、22,000円から13,000円に変更いたしました。

※会場の関係などで第２希望の分科会になる場合もございますので、
ご承知おきください。
※本登録内容は行事運営のために中同協の管理のもと参加者名簿に活用し、それ以外に使用する事はありません。
※本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物やインターネット上での公開させていただくことがあります。
参加者の皆さんの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら所属同友会事務局までご連絡ください。

中小企業家同友会全国協議会第54回定時総会

ふりがな

申込締切：6月23日
（木）

参加申込書

会社名

名前

役職
分科会

第１希望
分科会

分科会

第2希望
分科会

オプション
□ Aコース

□ Bコース

□ Cコース

□ 不参加

2日目の〈特別講演〉10：30〜

開催意義について【中同協】

ポストコロナと中小企業の果たす役割
新たな地域経済社会への展望
講師：京都橘大学教授

京都大学名誉教授

おかだ

岡田

①新たな時代を展望する

大きく変化・転換しつつある社会・経済の動き
をとらえ、新たな時代を展望する総会とします。

ともひろ

知弘 氏

1954 年富山県生まれ。岐阜経済大学講師を経て 2019 年 3 月まで京都大学大学院経済学
研究科教授。専攻は地域経済学、近現代日本経済史。主な著書に『コロナと地域経済』（編
著）、
「瀬戸際の地方自治」
『世界』、
『地域づくりの経済学入門 増補改訂版 : 地域内再投資力
論』
など多数。

政府は 2010 年に中小企業憲章を閣議決定し、2019 年には 7 月 20 日を
「中小企業の日」、

7 月を「中小企業魅力発信月間」と定めました。中小企業憲章には中小企業は「経済を牽引す

る力」であり「社会の主役」と謳われています。
一方、日本の中小企業数は減少を続けるなど、

②運動の到達点を確認し誇りと確信を深める
激変の中、全国で進められてきた運動の到達点
を共有し、誇りと確信を深めて今後の運動に取
り組んでいく契機とします。

③中小企業の果たす役割を確認する

経営環境は厳しさを増しています。
日本の経済・社会がさまざまな課題に直面する中、改め

持続可能な地域づくりに果たす中小企業の役
割の重要性を改めて確認し、強靭な企業づくり
を自社や会内でさらに推進する機会とします。

2日目の〈特別報告〉10：00〜

開催意義について【沖 縄】

て中小企業の役割・意義について理解を深め、新たな地域経済社会への展望を考えます。

平和でなければ中小企業の繁栄はありえない

①「人を生かす経営」の総合実践から同友会型企業づく
りの学びを深め、アフター「コロナ」の新しい時代に対

〜琉球の歴史と先人たちの生き方から学ぶうちな〜の肝心(ちむぐくる)〜
さきはら

報告者：てぃーだ観光（株）取締役・スーパーバスガイド

崎原

まゆみ

真弓 氏

2013 年 7 月、NHK『 プロフェッショナル 〜仕事の流儀 』への出演を契機として、活動の
領域はバスガイドのみならず社会貢献活動や講演活動へと広がりをみせ、現在では年間 50
件を超える講演を沖縄県内外にて行っている。
2017 年 11 月、沖縄県糸満市に崎原氏自身が立ち上げた観光バス会社『 てぃーだ観光 』に
は、
その想いに共鳴した多彩な経歴を持つバスガイド 8 名が所属し共に活動している。
沖縄県久米島出身

その型破りなガイディングスタイルから｢沖縄のスーパーバスガイド」と称される。
激動の歴

史を生き抜いた琉球の先人達が大切に語り継いできた真心「肝心（ちむぐくる）
」。
それをテー

応できる強靭な企業づくりをめざします。

②創立３５周年を迎える沖縄同友会が、全会員一丸と
なってさらなる発展へ挑戦する契機とします。

③地域からあてにされる団体として、第７次中期ビジョン
で掲げた１，５００名の基盤を確立するため、同友会
の魅力を広げ会勢のⅤ字回復を図ります。

④全国の経営者と学び、本音で語り合い、同友会理念の

マに構成された車内での案内は、単なる観光案内に留まることなく、独り語りや唄三線、琉球舞
踊、
琉球空手の実演を交えた独自の演出により
「沖縄の真髄」
を観光客の心に深く刻み込む。

A

コース

華を誇ったのが首里城です。沖縄の歴史・文化を象徴

する首里城を琉球歴史文化コンサルティングの古塚
達朗代表と那覇まちま〜いのガイドがご案内します。

せんか？地元をよく知るガイドと一緒に、商店街や穴場

スポットを歩くことで、沖縄市・コザをより一層楽しむこ

とができます！今回は、琉球放送のテレビ番組「コザの
裏側」の司会を務めるローカルタレントの宮島真一氏
含むガイドの皆さんにご案内いただきます。

コース

●日程
12：30
13：00
14：30
17：00
17：30
18：00

●日程
12：30
13：10
14：00
15：30
16：30
17：00

●定
員 20名 (最小催行人数：６名) タクシー利用
●旅行代金 6,000円（昼食、
タクシー、
ガイド代）

沖縄コンベンションセンター出発
昼食
コザ散策（専門ガイドがつきます）
散策終了
国際通り着（予定）
那覇空港着（予定）

沖縄のビーチパーティー体験

沖縄県民の夏の定番「ビーチパーティ」
！
！青い海と広
い空の解放感満載の雰囲気の中、バーベキューとお
いしいお酒を飲み、懇親を行います。設営の沖縄会員
の打ち上げ会も兼ねて行いますので、盛り上がること
間違いなし！
※涼しい服でご参加し、
タオルなどもご持参ください。
※雨天決行、台風・荒天時は中止

●定
員 20名（最少催行人数：10名）
タクシー利用
●旅行代金 7,000円（昼食、
タクシー、入場料、
ガイド代）

沖縄コンベンションセンター出発
昼食（会員：宮良そば）
首里城散策（専門ガイドがつきます）
散策終了
国際通り着（予定）
那覇空港着（予定）

沖縄×アメリカン！ ディープなコザを探訪

魅力に溢れた沖縄市コザをもっとディープに楽しみま

C

界に発信します。

琉球王国の歴史に学ぶ日帰り首里城ツアー

かつて独立国「琉球」
として独自の歴史を歩んできた

コース

を提起し、沖縄の歴史・文化と重ね、
「恒久平和」を世

オプショナルツアー（主催：沖縄同友会）

「沖縄」。その王国の政治・外交・文化の中心として栄

B

体現者たる真のリーダーの育成に繋げます。

⑤本土復帰５０年の節目に沖縄から平和をめぐる問題

●定
員 50名
●参 加 費 4,500円（バーベキュー代）

●日程
トロピカルビーチへ移動します
（沖縄コンベンションセンター裏）
13：00 スタート
〜楽しめる企画、検討中！〜
16：00 中締め
18：00 解散

物産展（メイン会場） 1日目：展示棟 / 懇親会 2日目：劇場棟 / 全体会

※今回、
「交流のひろば」はございません。
会員企業店舗紹介のGoogleマップを作成します。

