
Ⅲ.2010年(平成22年)度 主要役員､委員会等幹部

 敬称略、役職等は2011年3月31日現在、退任者の役職は当時

「代表取締役～」の「代表」は省略させていただいております

代表幹事 桜　井　正　光(リコー　取締役会長執行役員) 政策懇談会

　委員長 金　丸　恭　文 (ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ 取締役会長兼社長)

副代表幹事 長谷川　閑　史(武田薬品工業 取締役社長)

芦　田　昭　充(商船三井 取締役会長) □会務【法人管理】
小　枝　　　至(日産自動車 相談役名誉会長)

數　土　文　夫(ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役) 財務委員会

萩　原　敏　孝(小松製作所 相談役・特別顧問) 　委員長 大　戸　武　元 (ニチレイ 相談役)

池　田　弘　一(アサヒビール 相談役) 　副委員長 井　上　　　健 (日本電設工業 取締役社長)

岩　田　彰一郎(アスクル 取締役社長兼CEO) 〃 小　野　俊　彦 (日新製鋼 相談役)

勝　俣　宣　夫(丸紅 取締役会長) 〃 小　林　　　節 (パレスホテル 取締役社長)

北　山　禎　介(三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長) 〃 高　橋　　　衛 (ドイツ証券 コンサルタント)

稲　野　和　利(野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

取締役会長 代表執行役) 会員委員会

髙　須　武　男(ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長) 　委員長 有　富　慶　二 (ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役相談役)

石　原　邦　夫(東京海上日動火災保険 取締役会長) 　副委員長 奥　本　洋　三 (興銀リース 取締役会長)

長　島　　　徹(帝人 取締役会長) 〃 木　村　惠　司 (三菱地所 取締役社長)

新　浪　剛　史(ローソン 取締役社長CEO) 〃 橘・ﾌｸｼﾏ・咲江 (G&S Global Advisors Inc. 

前　原　金　一(経済同友会 副代表幹事・専務理事) 取締役社長)

〃 松　尾　憲　治 (明治安田生命保険 執行役社長)

専務理事 前　原　金　一(経済同友会 副代表幹事・専務理事) 〃 山　口　千　秋 (トヨタ自動車 常勤監査役)

〃 横　尾　敬　介 (みずほ証券 取締役社長)

常務理事 伊　藤　清　彦(経済同友会 常務理事) 〃 和　才　博　美 (NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 取締役相談役)

監査役 佐々木　　　元(日本電気 特別顧問) □政策委員会【公益目的事業】
白  川  祐  司(あおぞら銀行 取締役会長)

野　村　吉三郎(全日本空輸 最高顧問) Ⅰ.国家運営の再構築と財政健全化への道筋

山　岡　建　夫(ＪＵＫＩ 最高顧問)

政治・行政改革委員会

□正副代表幹事会委員会【公益目的事業】 　委員長 長谷川　閑　史 (武田薬品工業 取締役社長)

　副委員長 川　口　　　均 (日産自動車 常務執行役員)

国家ビジョンPT 〃 冨　山　和　彦 (経営共創基盤 代表取締役CEO)

　委員長 桜　井　正　光(リコー　取締役会長執行役員) 〃 安　延　　　申 (ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ 取締役)

〃 米　田　　　隆 (西村あさひ法律事務所 

経済情勢・政策委員会 代表ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

　委員長 芦　田　昭　充(商船三井 取締役会長) 〃 ﾁｬｰﾙｽﾞD.ﾚｲｸⅡ (ｱﾌﾗｯｸ(ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険)

　副委員長 渥　美　直　紀(鹿島建設 取締役副社長執行役員) 日本における代表者・会長)

〃 柏　木　　　斉(リクルート 取締役社長)

〃 桑　原　道　夫(ダイエー 取締役社長) 電子政府推進部会

〃 高　萩　光　紀(ＪＸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 　部会長 安　延　　　申 (ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ 取締役)

〃 田　谷　禎　三(大和総研 顧問)※1

〃 冨　田　哲　郎(東日本旅客鉄道 取締役副社長) 財政・税制改革委員会

　委員長 小　枝　　　至 (日産自動車 相談役名誉会長)

震災復興PT 　副委員長 大和田　　　徹 (東日本旅客鉄道 常務取締役)

　委員長 木　村　惠　司(三菱地所 取締役社長)※2 〃 高　原　豪　久 (ﾕﾆ･ﾁｬｰﾑ 取締役社長執行役員)

〃 殿　元　清　司 (全日本空輸 取締役執行役員)

経済研究所 〃 原　田　昇　三 (大林組 取締役専務執行役員)

　委員長 前　原　金　一(経済同友会 副代表幹事・専務理事) 〃 三　浦　善　司 (リコー 取締役専務執行役員)

□広報および政策広報【公益目的事業】 地域主権型道州制委員会

　委員長 池　田　弘　一 (アサヒビール 相談役)

広報戦略検討委員会 　副委員長 上　村　多恵子 (京南倉庫 取締役社長)

　委員長 前　原　金　一(経済同友会 副代表幹事・専務理事) 〃 大多和　　　巖 (日興コーディアル証券 顧問)

　副委員長 碓　井　　　誠(ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ ｼﾆｱﾌｪﾛｰ) 〃 大　塚　良　彦 (大塚産業ｸﾘｴｲﾂ 取締役社長)

〃 梶　　　明　彦(目黒雅叙園 取締役社長) 〃 小　川　正　人 (全日本空輸 執行役員)

〃 細　谷　英　二(りそなホールディングス 〃 柏　木　　　斉 (リクルート 取締役社長)

取締役兼代表執行役会長) 〃 古　川　紘　一 (森永乳業 取締役社長)

〃 松　田　公　春(電通 常勤監査役) 〃 松　﨑　敏　夫 (損保ジャパンひまわり生命保険

〃 御　立　尚　資(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本代表) 取締役社長)



地方税財政改革委員会 農業改革委員会

　委員長 増　渕　　　稔(日本証券金融 取締役社長) 　委員長 清　田　　　瞭 (大和証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 取締役会長)

　副委員長 岩　下　　　正(ﾛｰﾝ・ｽﾀｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｸｲｼﾞｯｼｮﾝｽﾞ 会長) 　副委員長 大　宮　秀　一 (出光興産 相談役)

〃 大　川　澄　人(日本経済研究所 理事長) 〃 桑　原　道　夫 (ダイエー 取締役社長)

〃 大　林　剛　郎(大林組 取締役会長) 〃 後　藤　雅　治 (菱食 取締役会長)

〃 小　幡　尚　孝(三菱UFJリース 取締役会長) 〃 佐　藤　純　二 (農林中金総合研究所 取締役社長) 

〃 梶　　　明　彦(目黒雅叙園 取締役社長) 〃 杉　田　浩　章 (ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

〃 富　樫　直　記(ｵﾘﾊﾞｰ･ﾜｲﾏﾝ 日本代表パートナー) ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ)

〃 山　下　俊　史 (日本生活協同組合連合会 会長)

社会保障改革委員会

　委員長 髙　須　武　男(ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長) 低炭素社会づくり委員会

　副委員長 青　木　　　寧(花王 執行役員) 　委員長 浦　野　光　人 (ニチレイ 取締役会長)

〃 宇治原　　　潔(日本生命保険 取締役副社長執行役員) 　副委員長 関　澤　秀　哲 (新日本製鐵 常任顧問)

〃 梅　田　一　郎(ファイザー 取締役社長) 〃 田　幡　直　樹 (ＲＨＪｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ　

〃 鈴　木　雅　子(ベネフィット・ワン 取締役副社長) ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

〃 森　川　　　智(ヤマト科学 取締役社長) 〃 西　澤　正　俊 (三菱総合研究所 取締役副社長)

〃 山　下　　　徹(ＮＴＴデータ 取締役社長) 〃 橋　本　孝　之 (日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ 取締役社長)

〃 山　田　政　雄 (DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

政府関係法人改革委員会 〃 吉　村　幸　雄 (ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

　委員長 梶　川　　　融(太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 執行役員 ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪｱｰｽﾞ担当)

総括代表社員)

　副委員長 秋　池　玲　子(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 金融・資本市場委員会

ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 　委員長 小　林　栄　三 (伊藤忠商事 取締役会長)

〃 車　谷　暢　昭(三井住友銀行 常務執行役員) 　副委員長 篠　田　和　久 (王子製紙 取締役社長)

〃 瀬　戸　　　薫(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 〃 野　田　万起子 (ベンチャー・リンク 取締役社長)

〃 樋　口　泰　行(日本マイクロソフト 執行役社長) 〃 平　岡　昭　良 (日本ユニシス 上席常務執行役員)

〃 平　野　英　治 (ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ 取締役副社長)

Ⅱ.経済の再生と成長基盤の強化 〃 蓑　田　秀　策 (KKRジャパン 取締役社長)

〃 森　口　隆　宏 (JPモルガン証券 取締役会長)

経済成長戦略委員会

　委員長 稲　野　和　利(野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 観光・文化委員会

取締役会長 代表執行役) 　委員長 岩　田　彰一郎 (アスクル 取締役社長兼CEO)

　副委員長 飯　塚　哲　哉(ｻﾞｲﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 取締役社長) 　副委員長 ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ･ﾖﾊﾈｽ･ﾀﾞﾝﾈﾝﾊﾞｰｸﾞ (ｱﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ 取締役社長)

〃 稲　葉　延　雄(リコー経済社会研究所 所長) 〃 魚　谷　雅　彦 (日本コカ・コーラ 取締役会長)

〃 井　原　勝　美(ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 〃 越　智　良　典 (近畿日本ツーリスト 取締役)

〃 奥　村　真　介(アデコ 取締役副社長兼COO) 〃 片野坂　真　哉 (全日本空輸 取締役執行役員)

〃 野木森　雅　郁(アステラス製薬 取締役社長CEO) 〃 柴　田　励　司 (Indigo Blue 取締役社長)

〃 舩　井　　　勝(丸紅 取締役副社長執行役員) 〃 鈴　木　弘　治 (髙島屋 取締役社長)

〃 村　井　利　彰(ニチレイ 取締役社長) 〃 橘・ﾌｸｼﾏ・咲江 (G&S Global Advisors Inc. 

取締役社長)

もの・ことづくり委員会

　委員長 長　島　　　徹(帝人 取締役会長) 医療・福祉ビジネス委員会

　副委員長 大　江　　　匡(ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸｱｿｼｴｲﾂ 取締役会長兼社長) 　委員長 立　石　文　雄 (オムロン 取締役副会長)

〃 小　川　富太郎(住友ベークライト 取締役会長) 　副委員長 桂　　　靖　雄 (パナソニック 取締役副社長)

〃 深　澤　恒　一(ｾｶﾞｻﾐｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 上席執行役員) 〃 小　坂　達　朗 (中外製薬 取締役専務執行役員)

〃 御　立　尚　資(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本代表) 〃 小　山　眞　一 (富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 

〃 山　口　千　秋(トヨタ自動車 常勤監査役) 取締役会長兼社長)

〃 横　山　隆　 (不二工機 取締役社長) 〃 佐　藤　義　雄 (住友生命保険 取締役社長)

〃 竹　川　節　男 (健育会 理事長)

サービス産業活性化委員会 〃 中　村　紀　子 (ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

　委員長 斎　藤　敏　一(ルネサンス 取締役会長執行役員) 代表取締役CEO)

　副委員長 上　西　京一郎(ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ　取締役社長(兼)COO)

〃 河　本　宏　子(全日本空輸 上席執行役員)

〃 小　林　　　節(パレスホテル 取締役社長)

〃 住　谷　栄之資(ｷｯｽﾞｼﾃｨｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長兼CEO)

〃 林　　　明　夫(開倫塾 取締役社長)

〃 檜　垣　誠　司(りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

取締役兼代表執行役社長)



雇用・労働市場委員会 学校と経営者の交流活動推進委員会

　委員長 小　林　喜　光(三菱化学 取締役社長) 　委員長 杉　江　和　男 (ＤＩＣ 取締役社長執行役員)

　副委員長 金　成　憲　道(ドイツ証券 取締役会長) 　副委員長 岩　下　　　正 (ﾛｰﾝ・ｽﾀｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｸｲｼﾞｯｼｮﾝｽﾞ 

〃 金　丸　建　一(リコー 常務執行役員) 会長)

〃 清　原　　　健(ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾃﾞｲ法律事務所 ﾊﾟｰﾄﾅｰ) 〃 遠　藤　勝　裕 (日本証券代行 顧問)

〃 白　石　　　達(大林組 取締役社長) 〃 大　塚　良　彦 (大塚産業クリエイツ 取締役社長)

〃 関　　　誠　夫(千代田化工建設 相談役) 〃 尾　原　蓉　子 (東京ﾌｧｯｼｮﾝ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ 名誉会長)

〃 堀　田　利　子(ルネサンス 取締役専務執行役員) 〃 小　林　惠　智 (ﾋｭｰﾏﾝﾛｼﾞｯｸ研究所 取締役会長)

〃 野　口　忠　彦 (大林組 取締役 副社長執行役員)

教育問題委員会 〃 日　高　信　彦 (ｶﾞｰﾄﾅｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長)

　委員長 北　山　禎　介(三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長) 〃 吉　村　幸　雄 (ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

　副委員長 天　羽　　　稔(デュポン 取締役社長) 執行役員　ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪｱｰｽﾞ担当)

〃 江　頭　敏　明(三井住友海上火災保険 取締役会長)

〃 遠　藤　勝　裕(日本証券代行 顧問) Ⅳ.国際社会の安定と繁栄のための日本の役割と責任

〃 小　野　俊　彦(日新製鋼 相談役)

〃 髙　祖　敏　明(上智学院 理事長) 総合外交戦略委員会

〃 田　中　　　廣(タナチョー 取締役社長) 　委員長 大　歳　卓　麻 (日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ 会長)

〃 塚　本　桓　世(東京理科大学 理事長) 　副委員長 リシャール コラス(シャネル 取締役社長)

〃 菅　田　史　朗 (ウシオ電機 取締役社長)

Ⅲ.「新・日本流経営」の実践と推進 〃 鈴　木　幸　一 (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 取締役社長)

〃 星　野　朝　子 (日産自動車 執行役員)

企業経営委員会 〃 山　脇　　　康 (日本郵船 取締役副会長)

　委員長 數　土　文　夫(ＪＦＥホールディングス 相談役) 〃 　林　公　平 (ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副社長)

　副委員長 稲　垣　泰　弘(小松製作所 執行役員)

〃 大八木　成　男(帝人 取締役社長執行役員) アジア委員会

〃 加　藤　義　孝(新日本有限責任監査法人 理事長) 　委員長 萩　原　敏　孝 (小松製作所 相談役・特別顧問)

〃 古　賀　信　行(野村證券 執行役会長) 委員長代理 勝　俣　宣　夫 (丸紅 取締役会長)

〃 中　川　俊　一(花王 取締役常務執行役員) 　副委員長 上　原　治　也 (三菱ＵＦＪ信託銀行 取締役会長)

〃 八　木　和　則(横河電機 取締役専務執行役員) 〃 岡　部　正　彦 (日本通運 取締役会長)

〃 佐　藤　龍　雄 (東日本高速道路 

社会的責任経営委員会 取締役会長兼社長)

　委員長 水　越　さくえ(セブン＆アイ出版 取締役社長) 〃 菅　田　史　朗 (ウシオ電機 取締役社長)

　副委員長 泉　谷　直　木(アサヒビール 取締役社長兼COO) 〃 関　　　誠　夫 (千代田化工建設 相談役)

〃 大久保　和　孝(新日本有限責任監査法人 ﾊﾟｰﾄﾅｰ) 〃 山　口　千　秋 (トヨタ自動車 常勤監査役)

〃 金　子　剛　一(中日本高速道路 取締役会長兼社長)

〃 渋　澤　　　健(ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役) 中国委員会

〃 藤　本　　　孝(東京電力 取締役副社長) 　委員長 石　原　邦　夫 (東京海上日動火災保険 

〃 藤　森　義　明(日本ＧＥ 取締役会長) 取締役会長)

〃 堀　切　功　章(キッコーマン 取締役常務執行役員) 　副委員長 大　橋　徹　二 (小松製作所 取締役常務執行役員)

〃 越　智　良　典 (近畿日本ツーリスト 取締役)

NPO・社会起業推進検討部会 〃 関　澤　秀　哲 (新日本製鐵 常任顧問)

　部会長 渋　澤　　　健(ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役) 〃 平　栗　直　樹 (山九 専務取締役)

〃 船　津　康　次 (ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ 取締役会長兼CEO)

企業・経済法制委員会 〃 古　川　令　治 (ﾏｰﾁｬﾝﾄ･ﾊﾞﾝｶｰｽﾞ 取締役会長)

　委員長 中　村　公　一(山九 取締役社長)

　副委員長 上　野　幹　夫(中外製薬 取締役副社長執行役員) 米州委員会

〃 菅　　　　　宏(三菱重工業 取締役副社長執行役員) 　委員長 新　浪　剛　史 (ローソン 取締役社長CEO)

〃 島　田　俊　夫(シーエーシー 取締役会長) 　副委員長 渋　澤　　　健 (ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役)

〃 外　立　憲　治(外立総合法律事務所 〃 富　樫　直　記 (ｵﾘﾊﾞｰ･ﾜｲﾏﾝ 日本代表 ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

所長・代表弁護士) 〃 アーネスト比嘉 (ﾋｶﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ 取締役会長)

〃 守　田　道　明(上田八木短資 取締役社長) 〃 程　　　近　智 (アクセンチュア 取締役社長)

〃 ポール　与那嶺 (日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ 

取締役専務執行役員)

欧州委員会

　委員長 永　山　　　治 (中外製薬 取締役社長)

　副委員長 紿　田　英　哉 (ARK HILLS CLUB 専務理事)

〃 高　橋　　　衛 (ドイツ証券 コンサルタント)

〃 林　　　由紀夫 (ダイキン工業 常務執行役員)

〃 ｸﾞﾚﾝ･S･ﾌｸｼﾏ (エアバス・ジャパン 取締役会長)

〃 ﾖｯﾍﾝ・ﾚｹﾞｳﾞｨｰ (ＣＮＣ JAPAN 取締役社長)



ロシア・NIS委員会 第１水曜グループ

　委員長 多　田　幸　雄(双日総合研究所 取締役社長) 　世話人 本　林　理　郎 (JBCCホールディングス 取締役)

　副委員長 嘉　納　裕　躬(ティラド 取締役社長) 〃 内　田　　　勲 (横河電機 取締役会長)

〃 中　村　雅　信(ＢＮＰﾊﾟﾘﾊﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長) 〃 皇　　　芳　之 (三菱レイヨン 相談役)

〃 平　野　英　治(ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ 取締役副社長)

第１木曜グループ

アフリカ委員会 　世話人 石　井　義　興 (ビーエスピー 取締役)

　委員長 関　山　　　護(丸紅 取締役副社長執行役員) 〃 天　野　順　一 (日本ユニシス 特別顧問)※3

　副委員長 石　川　　　洋(鹿島建設 取締役兼専務執行役員) 〃 三　好　孝　彦 (日本製紙グループ本社

〃 下　田　尚　志(住友化学 常務執行役員)  特別顧問)※3

〃 寺　師　並　夫(味の素 取締役専務執行役員) 〃 宅　　　清　光 (三機工業 相談役)※4

〃 降　　洋　平(日本信号 取締役社長) 〃 古　沢　熙一郎 (中央三井信託銀行 特別顧問)※4

〃 吉　村　幸　雄(ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

執行役員　ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪｱｰｽﾞ担当) 第２火曜グループ

　世話人 津　上　健　一 (ﾃｨｰｹｰｱｿｼｴｲﾄ 取締役会長)※5

□懇談会等【共益事業】 〃 柿　本　寿　明 (日本総合研究所 シニアフェロー)

〃 清　水　修一郎 (三國機械工業 取締役社長)

会員セミナー 〃 増　渕　　　稔 (日本証券金融 取締役社長)※6

　委員長 斎　藤　博　明(ＴＡＣ 取締役社長)

〃 松　島　正　之(クレディ・スイス証券 会長) 第２水曜グループ

　世話人 龍　野　廣　道 (ﾀﾂﾉ･ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ 取締役社長)

経済懇談会 〃 村　上　雅　彦 (ﾛﾝﾊﾞｰ･ｵﾃﾞｨｴ・ﾀﾞﾘｴ･ﾍﾝﾁ信託 

　世話人 鍋　島　英　幸(三菱商事 取締役副社長執行役員) 取締役社長)

〃 藏　本　誠　三(三井不動産 常務取締役常務執行役員) 〃 濱　口　敏　行 (ヒゲタ醤油 取締役社長)

創発の会 第２木曜グループ

　座長 藤　森　義　明(日本ＧＥ 取締役会長) 　世話人 種　村　良　平 (コア 取締役会長)

　副座長 秋　池　玲　子(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 〃 西　村　和　義 (日本信号 取締役会長)

ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 〃 門　脇　英　晴 (日本総合研究所 特別顧問)

〃 釜　井　節　生(電通国際情報サービス 取締役社長)

〃 斎　藤　聖　美(ｼﾞｪｲ･ﾎﾞﾝﾄﾞ東短証券 取締役社長) 第２金曜グループ

〃 鈴　木　雅　子(ベネフィット・ワン 取締役副社長) 　世話人 小　林　　　節 (パレスホテル 取締役社長)

〃 露　木　繁　夫(第一生命保険 取締役常務執行役員) 〃 河　合　輝　欣 (ユー・エス・イー 取締役会長)

〃 遠　山　敬　史(パナソニック 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社　社長) 第３火曜グループ

〃 鰐　渕　美惠子(銀座テーラーグループ 取締役社長) 　世話人 鈴  木  謙  一 (東京會舘 取締役会長)

〃 中　村　公　一 (山九 取締役社長)

外国人が集まる国のあり方を考える懇談会 〃 浦　上　　　浩 (リョービ 取締役会長)

　委員長 籾　井　勝　人(日本ユニシス 取締役社長)

　副委員長 奥　田　陽　一(伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 取締役社長) 第３水曜グループ

〃 佐　藤　博　之(ダイビル 取締役社長執行役員) 　世話人 岩　尾　啓　一 (キャリア工学ラボ. 取締役社長)

〃 中　原　隆　志(キャセイ･トライテック 代表取締役) 〃 江　幡　真　史 (セディナ 取締役副社長執行役員)

〃 平　井　康　文(シスコシステムズ 執行役員社長) 〃 佐　伯　基　憲 (日本ユニシス 顧問)

〃 松　岡　芳　孝(ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行 取締役会長)

第３木曜グループ

リーダーシップ・プログラム 　世話人 乾　　　民　治 (イヌイ倉庫 取締役会長)

　委員長 桜　井　正　光(リコー　取締役会長執行役員) 〃 大　戸　武　元 (ニチレイ 相談役)

〃 伊　藤　直　彦 (日本貨物鉄道 取締役顧問)

□産業懇談会、世話人
第４火曜グループ

産業懇談会 　世話人 松　島　正　之 (クレディ・スイス証券 会長)

 代表世話人 池　田　守　男(資生堂 相談役) 〃 髙　祖　敏　明 (上智学院 理事長)

〃 高　橋　　　衛(ドイツ証券 コンサルタント) 〃 須　田　美矢子 (日本銀行 政策委員会 審議委員)

第１火曜グループ 第４水曜グループ

　世話人 高　橋　　　衛(ドイツ証券 コンサルタント) 　世話人 奥　谷　禮　子 (ザ・アール 取締役社長)

〃 美　安　達　子(電脳 取締役社長) 〃 横　山　隆　 (不二工機 取締役社長)

〃 富　田　純　明(日進レンタカー 取締役会長) 〃 飯　塚　哲　哉 (ｻﾞｲﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 取締役社長)



第４木曜グループ

　世話人 池　田　守　男(資生堂 相談役)

〃 中　野　勘　治(菱食 取締役社長)

〃 山　口　公　生(第一生命経済研究所 特別顧問)

第４金曜グループ

　世話人 外　村　　　仁(ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役副会長)

〃 大　塚　良　彦(大塚産業クリエイツ 取締役社長)

※1 2011年1月21日まで

※2 2011年3月25日より

※3 2010年5月20日まで

※4 2010年5月21日より

※5 2011年3月25日まで

※6 2011年3月25日より


