
Ⅳ.2011年（平成23年）度　会合開催状況

１.幹事懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月1日 魚谷 雅彦
日本コカ・コーラ
取締役会長 東日本大地震の影響で開催中止

2 6月3日
橘・フクシ
マ・咲江

G&S Global Advisors Inc.
取締役社長

グローバル人財の要件とは？

3 7月1日 柏木　斉 リクルート　取締役社長
リクルートの価値創造～「これまで」
と「これから」

4 9月2日 関山　護 丸紅　取締役副社長執行役員 丸紅のビジネス戦略

5 10月7日 加瀬　豊 双日　取締役社長 双日の再生可能エネルギーの取組み～
バイオエタノールの現場から

6 11月4日 川口　均 日産自動車　常務執行役員 黒船来航と日産自動車のグローバル化

7 12月2日 野路　國夫 小松製作所　取締役社長兼CEO 中国におけるマネージメント

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 2月3日 御立　尚資
ボストンコンサルティンググ
ループ 日本代表

変化適応力

9 3月2日 鰐渕　美惠子
銀座テーラーグループ  取締
役社長

開けゴマ！作戦～サウジアラビア王国
と日本の架け橋へ



２.会員セミナー開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月5日 森田　正光 ウェザーマップ　代表取締役
大地震発生にどう備えるか～東日本大震災
を踏まえて

2 4月13日 白川　浩道
ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ証券  経済調査部長
兼ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ

震災を踏まえた日本経済の見通し

3 5月25日 唐木  英明 日本学術会議　副会長 放射能汚染と食品の安全

4 5月31日
イアン ・
ジョンソン

ローマクラブ　事務局長
Sustainability, Economics and
Demography（持続可能性、経済、人口）

5 6月1日 御厨　貴
東京大学　教授（東日本大震災
復興構想会議　議長代理）

政治のリーダーシップと危機管理

6 6月7日 松浦　祥次郎
原子力安全研究協会　評議員会
会長

福島第一原子力発電所の事故から学ぶこと

7 6月10日
ヘンリー・
トリックス

The Economist（エコノミス
ト）誌・東京支局長

東日本大震災と日本と世界経済への影響に
ついて

8 7月6日 武者　陵司 武者リサーチ　代表 グローバル経済と震災後の日本経済展望

9 9月7日 大山　健太郎
アイリスオーヤマ　代表取締役
社長

復旧・復興の現状と課題～小売業の視点で

10 9月28日 飯田　哲也
環境エネルギー政策研究所　所
長

３.１１後のエネルギー戦略

11 10月3日 肖　敏捷
ファンネックス･アセット･マネ
ジメント　取締役社長

ポスト胡錦濤の中国経済の行方

12 10月6日 五十嵐　敬喜
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング　執行役員 調査本部長

当面の日本経済展望～企業の海外シフト、
国内産業空洞化とその影響

13 10月7日 中嶋　嶺雄
公立大学法人国際教養大学　理
事長・学長

グローバル化時代に求められる人材とは

14 10月26日 奥山　恵美子 仙台市長 東日本大震災、災厄からの復興

15 11月7日 浦田　秀次郎
早稲田大学大学院　アジア太平
洋研究科　教授

日本のアジア太平洋経済戦略～ＴＰＰへの
対応

16 11月18日 田中　伸男
日本エネルギー経済研究所
特別顧問（前 国際エネルギー
機関（ＩＥＡ）事務局長）

将来の世界エネルギーシナリオと福島後の
エネルギー戦略

17 12月14日 中前　忠 中前国際経済研究所　代表
欧州危機と信用の収縮～銀行危機がもたら
す不況の連鎖（特にアジア）

18 12月20日 君塚　栄治
防衛省　陸上幕僚長
（元　自衛隊統合任務部隊
　指揮官・東北方面総監）

東日本大震災における自衛隊統合任務部隊
指揮官として

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

19 2月15日 藤原 帰一
東京大学大学院　法学政治学研
究科　教授

米国世界戦略の転換～対テロからアジア重
視へ

20 3月1日 里見　進
東北大学病院　病院長
（東北大学　次期学長）

地域医療の再構築と被災地の復興

21 3月2日 飯塚　正史 会計検査院  官房審議官
粉飾決算で取締役は破産する？～粉飾決算
を見つける方法とは



３.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）
計７55名 世話人 2011年4月 2011年5月

 インドと日本のビジネスの可能性と課題 休会

サンアンドサンズアドバイザーズ

取締役社長 　サンジーヴ スィンハ

休会

「民都」の業務から見る現代金融史

民間都市開発推進機構

理事長  武藤　英二 

民主党政権への提言！～スウェーデ
ン・モデルを学べ～

再び高騰に転じた世界と新興国の食料事情

日本総合研究所 農林中金総合研究所　基礎研究部

理事　湯元　健治 主任研究員　阮　　蔚

元日銀マンから見た日本経済の現状と
展望－同友会活動17年を振り返って

東日本大震災と耐震技術

元電通監査役、元日本輸出入銀行副総裁、元日本銀行理事 清水建設

南原　晃 専務執行役員　東條　洋

グローバルに激変する医薬品市場に
おける企業戦略

女性が活躍する会社

中外製薬 シーボン

取締役社長　永山　治 取締役会長　犬塚  雅大

当面の政治課題について
危機への対応と企業経営者の責任
～Crisis Management

桜美林大学 森・濱田松本法律事務所

教授  早野　透 シニアパートナー共同経営者 内田晴康

3.11ショックと日本経済の行方 東京スカイツリー見学会

法政大学大学院政策創造研究科

教授　小峰隆夫

第３水曜
あなたは地震災害から救われるか　～
企業が直面する震災リスク～

生命はコントロール可能か？
 ～動的平衡から考える～

メンバー 国際危機管理機構 青山学院大学

49名 取締役社長  金重　凱之 理工学部　教授  福岡　伸一

自由貿易が日本農業を救う
災害心理学から見た災害発生から復
興までの道すじ

キヤノングローバル戦略研究所 安全安心研究センター

研究主幹　　山下　一仁 センター長　　広瀬　弘忠

ビジネスイノベーションを促す『デザイン戦略』 大相撲の現状と課題

平野デザイン設計　 日本福祉大学 生涯学習センター長

取締役社長　平野　哲行 (元NHKアナウンサー)　杉山　邦博

プライベート・エクイティ・ファンドの上
手な使い方

日本の政治はなぜ劣化したのか

サーベラス　ジャパン 機械産業記念事業財団

取締役社長　鈴木喜輝 会長　福川伸次

TPPを考える
いのちへの視座
～松尾芭蕉の紀行文を中心に～

農林中金総合研究所 立教新座中学校・高等学校

理事研究員　石田　信隆 校長　渡辺　憲司

ソブリンリスク講座：背景、現況および
今後

救急医療の将来とドクターヘリ

BNPパリバ証券 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 

クレジット調査部長　中空　麻奈 理事長  國松　孝次

第１火曜

メンバー
48名

高橋 衛
美安達子
富田純明

第１水曜

メンバー
50名

内田 勲
皇 芳之

船津康次

１水・１木合同懇親会 交詢社

第１木曜

メンバー
52名

石井義興
宅　清光

古沢熙一郎

第２火曜

メンバー
51名

柿本寿明
清水修一郎

増渕　稔

１水・１木合同懇親会 交詢社

中村公一
浦上　浩
岡田民雄

第２木曜

メンバー
56名

種村良平
西村和義
門脇英晴

 
岩尾啓一
江幡真史

鰐渕美惠子

第２水曜

メンバー
49名

龍野廣道
村上雅彦
濱口敏行

第３木曜

メンバー
48名

乾 民治
大戸武元
伊藤直彦

第２金曜

メンバー
64名

小林 節
河合輝欣
大室康一

第３火曜

メンバー
59名

第４木曜

メンバー
49名

池田守男
中野勘治
山口公生

第４金曜

メンバー
62名

外村 仁
大塚良彦

第４火曜

メンバー
55名

松島正之
高祖敏明

須田美矢子

第４水曜

メンバー
63名

奥谷禮子
横山隆
飯塚哲哉



３.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）
計７55名 世話人

第３水曜

メンバー

49名
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48名
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第１木曜

メンバー
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石井義興
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古沢熙一郎

第２火曜

メンバー
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種村良平
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門脇英晴

 
岩尾啓一
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第２水曜

メンバー
49名

龍野廣道
村上雅彦
濱口敏行

第３木曜

メンバー
48名

乾 民治
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第２金曜

メンバー
64名

小林 節
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大室康一
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59名

第４木曜
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49名

池田守男
中野勘治
山口公生
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第４水曜
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63名
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横山隆
飯塚哲哉

2011年6月

ドイツ職人魂・中規模企業の底力
グローバル時代の海外広報における成
功要因

ジャーナリスト CNC　Japan

熊 谷 　徹 取締役社長　ヨッヘン・レゲヴィー
知的生産性向上―顧客価値の視点に基づく知
的労働の効率化と本来業務の強化、人材育成
―

会社として新しい価値の創造にむかい
合う－リクルートの人と組織づくり－

シスコシステムズ リクルート

IBSG日本統括 入江　仁之 取締役専務執行役員 本田 浩之

ソブリンリスク講座：背景、現況および今後 これからの太陽光発電システムを考える

BNPパリバ証券 東京工業大学　ソリューション研究機構

クレジット調査部長  中空 麻奈 特任教授  黒川　浩助

推移と展望～生活者の潮流を読む 未来医療を切り開く再生治療

博報堂生活総合研究所 東京女子医科大学先端生命医科学研究所

所長　嶋本　達嗣 所長　岡野　光夫

信頼されるグローバル　ベストパート
ナーであり続けるために

休会

山九

専務取締役　平山　喜三

インドと日本のビジネスの可能性と課題 清水建設技術研究所　見学会　

サンアンドサンズアドバイザーズ

取締役社長  サンジーヴ スィンハ 

東北地方太平洋沖地震 －その時、何
が起こったのか－

ソニーの金融事業について

東京大学地震研究所 ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

広報アウトリーチ室  助教  大木 聖子 取締役社長　井原　勝美

抗加齢ドック
持続的環境保全型農業（ｱｸﾞﾛｴｺﾛｼﾞｰ）の実践
による、震災からの復興と経済発展

東海大学医学部付属東京病院 APS

副院長　消化器肝臓ｾﾝﾀｰ長　西崎泰弘 取締役社長　広瀬陽一郎

効果的な企業会計システムについて
東京スカイツリー見学会→11月30日に延期

住友スリーエム

取締役  昆　　政彦

震災を機に日本型サプライチェーンの
進化を急げ

グローバル時代の海外広報における成
功要因

野村総合研究所 CNC　Japan

主席コンサルタント　藤野　直明 取締役社長　ヨッヘン・レゲヴィー

現代美術の社会的役割と日本再生に
向けた文化的ナショナリズム

モロッコ経済情勢と日本企業

森美術館 前モロッコ大使

チーフ・キュレーター　片岡　真実 広瀬　晴子

東北地方太平洋沖地震 －その時、何
が起こったのか－

暑気払い懇親会

東京大学地震研究所

助教　大木聖子 マキシム・ド・パリ銀座店

老けない食べ方 休会

慶應義塾大学医学部眼科教室

教授　坪田　一男

ネット証券活用術 休会

楽天証券

取締役社長  楠　　雄治

2011年7月

懇親会 ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ　

14グループ
合同

暑気払い



３.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）
計７55名 世話人
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2011年9月 2011年10月 2011年11月

メンタルヘルスからメンタルタフネスへ
世界遺産の現状と日本の課題～平
泉・小笠原諸島の世界遺産登録を振り
返って～

ユニ・チャーム流　アジア市場へ
のアプローチ

アドバンテッジリスクマネジメント 世界遺産総合研究所 ユニ・チャーム

取締役社長　鳥越　慎二 所長　古田　陽久 取締役社長執行役員　高原　豪久

金融ITを活用した地方活性化 125歳までごきげんに生きる～最先
端のアンチエイジング～

魅力あるＩＴ企業　魅力あるＳＥを目指し
て

フィデアホールディングス 三番町ごきげんクリニック 東京海上日動システムズ

取締役兼代表執行役副社長 吉本　和彦 院長  澤登 雅一 取締役社長  横塚　裕志

生まれた命にありがとう
MBO　～経営者による上場企業の
株式非公開化

安全確保の政治学－原発事故
が日本政治に与えるもの

衆議院議員 メザニン 東京大学法学部・大学院

野田　聖子 代表取締役  笹山　幸嗣 法学政治学研究科教授 藤原　帰一

生命保険会社のお客様サービスの改革
現場から見た日本の雇用労働市
場　課題と今後の展望

転移がんの血管内治療、痛み
の血管内治療

太陽生命保険 アデコ Clinica E.T.

取締役会長　大石　勝郎 取締役副社長兼ＣＯＯ　奥村　真介 院長　奥野　哲治

ネスレグローバル経営と
 ローカルマネジメント

次世代環境ビジネスを巡る中国の
情勢

私が福島に「下村満子の生き方
塾」を開塾した「理由」（わけ）

ネスレ日本 取締役社長兼CEO ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　取締役 ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ　（元経済同友会副代表幹事、

高岡　浩三 （東京工科大学教授）尾崎　弘之 元「朝日ジャーナル」編集長）下村　満子

今何を議論すべきか：エネルギー
政策と温暖化政策の再検討

125歳までごきげんに生きる～最先
端のアンチエイジング～

安全確保の政治学－原発事故
が日本政治に与えるもの

21世紀政策研究所 三番町ごきげんクリニック 東京大学法学部・大学院

研究主幹  澤 　　昭裕 院長  澤登 雅一 法学政治学研究科教授 藤原　帰一

危機管理の死角を防ぐ防災心理学
安全確保の政治学　－　原発事故
が日本政治に与えるもの

高速道路の話

防災システム研究所 　所長　 東京大学法学部・大学院 東日本高速道路

 防災・危機管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　山村　武彦 法学政治学研究科教授 藤原　帰一 取締役兼常務執行役員 斉藤　伸　一

元外交官の回想と展望
成熟化社会をリードする経営の視点－
右脳で考える日本企業の革新力

PE投資の現状と将来

全国書美術振興会 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド

会長　荒船　清彦 マネージング　ディレクター 火浦　俊彦

日本型移民国家への道
企業経営から見た年金制度の方
向性－重要性が増す投資教育－

超高層ビルを支えるネジテツコ
ンと継手

移民政策研究所 野村アセットマネジメント 東京鐵鋼　取締役社長 吉原　文

理事長　坂中　英徳 CEO兼執行役会長  岩崎　俊博 東京スカイツリー見学会

文明転換期の日本：人口減少と超
高齢化の時代を生き抜く

落語に見る人心掌握術
震災の復旧対応における建設
業の役割

上智大学 落語家 安藤建設

教授　鬼頭　宏 三遊亭 金時 取締役会長　山田 恒太郎

日本メーカーの次世代グローバル技術戦略
江戸三度という加賀藩の飛脚制度－江戸時代
の遠距離間コミュニケーションシステム－ ハープ、その歴史と古代から続く波

ドリームインキュベータ 浅田屋伊兵衛商店 ハーピスト

取締役社長　山川　隆義 取締役　浅田　豊久 彩　愛玲

リーダー開発とエグゼクティブ・コーチング 巨大地震で問われた企業の防災・危機管理
｢ソーシャルCRM（顧客リレー
ションシップ）｣とどう向き合うか

コーチ・エィ　 防災システム研究所　所長 ベルシステム２４　

代表取締役　伊藤　守 防災・危機管理アドバイザー　山村武彦 執行役社長　矢原史朗

組織変革に向けたリーダーシップ開発
原発事故と今後のｴﾈﾙｷﾞｰ政策と
地球温暖化問題

報道最前線から見た世界そして日本

コーチ・エィ 旭リサーチセンター 讀賣テレビ放送

専務取締役　桜井　一紀 取締役社長　永里　善彦 報道局特別解説委員 岩田　公雄

自動車産業の現状と課題 不動産鑑定業の現場から
再生可能エネルギーの市場動向と
戦略－日本の復興と成長に向けて
－

トヨタ自動車 三友システムアプレイザル 伊藤忠テクノソリューションズ

常務役員　早川　　茂 取締役相談役　井上 明義 取締役社長　奥田　陽一

カーライル・ジャパン・エルエルシー
マネージングディレクター、日本共同代
表 平野 正雄



３.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）
計７55名 世話人

第３水曜

メンバー

49名

第１火曜

メンバー
48名

高橋 衛
美安達子
富田純明

第１水曜

メンバー
50名

内田 勲
皇 芳之

船津康次

第１木曜

メンバー
52名

石井義興
宅　清光

古沢熙一郎

第２火曜

メンバー
51名

柿本寿明
清水修一郎

増渕　稔

中村公一
浦上　浩
岡田民雄

第２木曜

メンバー
56名

種村良平
西村和義
門脇英晴

 
岩尾啓一
江幡真史

鰐渕美惠子

第２水曜

メンバー
49名

龍野廣道
村上雅彦
濱口敏行

第３木曜

メンバー
48名

乾 民治
大戸武元
伊藤直彦

第２金曜

メンバー
64名

小林 節
河合輝欣
大室康一

第３火曜

メンバー
59名

第４木曜

メンバー
49名

池田守男
中野勘治
山口公生

第４金曜

メンバー
62名

外村 仁
大塚良彦

第４火曜

メンバー
55名

松島正之
高祖敏明

須田美矢子

第４水曜

メンバー
63名

奥谷禮子
横山隆
飯塚哲哉

2011年12月

うっかりミスとその背景～注意のコン
トロールでエラーを防ぐ

休会

立正大学

名誉教授　山下富美代

「東鉄工業株式会社」～東日本大震災への取り組み～ 休会

東鉄工業

取締役会長  須田　征男

グローバルプライベートエクイティ
(PE)からみた日本・日本企業

休会 運営委員会

KKRジャパン

取締役社長 蓑田　秀策

2012年世界経済の展望-欧州財政危機、米国政
治リスク、中国のインフレ、円高の行方- 休会

JPモルガン証券　経済調査部長

チーフエコノミスト　マネージングディレクター　菅野　雅明 東京倶楽部

ここまできたロボット技術 休会

綜合警備保障

CEO 村　井　　　温 綱町三井倶楽部

来年の経済展望
日本の美術館事情と展覧会―
三菱一号館美術館を巡って

日本総合研究所 三菱一号館美術館

理事  藤井　英彦 館長   高橋 明也

一休さんと禅 休会

京都大徳寺　真珠庵

住職  山田　宗正 綱町三井倶楽部

日本橋の街づくりと三井不動産　 休会
運営委員会
新年懇親会

三井不動産　

常任監査役　藏本　誠三 椿山荘

来年の経済展望 休会

日本総合研究所

理事  藤井　英彦 綱町三井倶楽部

2012年の内外経済動向 休会

経済産業研究所

理事長  中島　厚志

内外経済の展望と金融政策 休会 運営委員会

日本銀行

企画局長　門間　一夫

TKPのホテル業界LCC事業の展開について 休会

ティーケーピー  

取締役社長 河野　貴輝

言語力の低下は国際競争力の低下を招く 休会
1/18運営委員
会　新年懇親会

文語の苑 ザ・キャピトルホテル

代表幹事　愛甲　次郎 東急

2012年の経済展望 運営委員会

日本総合研究所

理事　藤井　英彦

2012年1月

運営委員会
新年懇親会

２水･２金･３水
新年合同懇親
会

２水･２金･３水
新年合同懇親
会

２水･２金･３水
新年合同懇親
会

懇親忘年会　霞山会館



３.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）
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西村和義
門脇英晴

 
岩尾啓一
江幡真史
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第２水曜
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49名

龍野廣道
村上雅彦
濱口敏行

第３木曜

メンバー
48名

乾 民治
大戸武元
伊藤直彦

第２金曜

メンバー
64名

小林 節
河合輝欣
大室康一

第３火曜

メンバー
59名

第４木曜

メンバー
49名

池田守男
中野勘治
山口公生

第４金曜

メンバー
62名

外村 仁
大塚良彦

第４火曜

メンバー
55名

松島正之
高祖敏明

須田美矢子

第４水曜

メンバー
63名

奥谷禮子
横山隆
飯塚哲哉

2012年2月 2012年3月

業績向上へのマネジメント－今昔物語 震災復興と東北

東武運輸プリヴェ 学習院大学

取締役会長　坂本　正彦 教授　赤坂　憲雄

地銀の現状と経営課題 椿山荘　庭園散策、和敬塾見学会

浜銀総合研究所 藤田観光　取締役社長　末澤　和政

取締役会長  早川　洋 和敬塾　事務局長　嘉藤　祐樹

劇変する企業の人材開発の現状と課題 地震保険の仕組みと機能

ネットラーニング 東京海上日動あんしん生命保険

代表取締役　岸田　徹 取締役社長  北沢　利文

ショッピングの進化形―今テレビショッピングに出来ること― LCCのビジネスモデルとＡＮＡの戦略

ＱＶＣジャパン　 全日本空輸

取締役社長　佐々木　迅 上席執行役員　西村　健

日本銀行見学会 果てしなき挑戦　（金メダルへの道）

日本銀行 塚原体操センター

副総裁　山口　廣秀 取締役社長 塚原　光男

人生と浪花節
マネーボールに見る当社との共通点
～データに基づく”勘”の重要性

アークデザイン オークローンマーケティング

取締役社長　林  達夫 取締役社長  ハリー・Ａ・ヒル

125歳までごきげんに生きる　～最先端の
アンチエイジング～

グローバル時代における富士ゼロッ
クスの人材育成の取り組み

三番町ごきげんクリニック 富士ゼロックス

院長　澤登　雅一 常務執行役員　　日比谷　武

中国経済の現状と課題 金融危機と民主政治

日中産学官交流機構 学習院大学　法学部　政治学科　

特別研究員　田中　修 教授　佐々木　毅

ミリアルリゾートホテルズの挑戦～選ばれ
続けるために

情熱力（パッション）が企業業績を上げる

オリエンタルランド ベクトル

取締役常務執行役員  髙野　由美子 取締役社長  卜部　　憲

ＮＥＣのＣＳＲ経営
日本の美術館事情と展覧会 ―
　三菱一号館美術館を巡って

日本電気 三菱一号館美術館

執行役員常務　福井　雅輝 館長　高橋 明也

世界最先端のBrands & Branding インターネット成果報酬型広告について

インターブランドジャパン バリューコマース

取締役社長　岩下　充志 取締役社長最高経営責任者　飯塚　洋一

プロ野球が面白くなるプロ野球ビジネスの話 代官山Ｔ-ＳＩＴＥ見学会

井上ビジネスコンサルタンツ

代表取締役　井上智治

2012年の経済展望 イノベーション溢れる国に向けて

経済産業研究所 メンバーズ

理事長  中島　厚志 取締役社長　剣持　忠

医療機器の進歩と今後の課題
東京スカイツリーの施工（世界一へ
の挑戦）

テルモ 大林組    技術本部BIM推進室

名誉会長　和地　孝 副部長  田村　達一



４.経済懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 8月31日 － －
2011年度経済懇談会の運営、
検討テーマについて

2 9月30日 山梨　広一
マッキンゼー・アンド・
カンパニー・インク・
ジャパン　ディレクター

新しい消費パラダイムに求められる
企業経営

3 10月13日
謝花　喜一郎／
小嶺　淳

沖縄県
企画部企画調整 統括監／
商工労働部産業雇用 統括監

沖縄経済の現状と今後の振興について

4 10月28日 グレン･S･フクシマ
エアバス・ジャパン
取締役会長

パラダイム転換に直面した日本の
政治・経済

5 11月10日 峰岸　真澄
リクルート
取締役専務執行役員

リクルートの価値創造

6 11月25日 飯野　健司 三井不動産 常務取締役
「世界の未来像」をつくる街－
柏の葉キャンパスシティの街づくり

7
12月2日
12月3日

8 12月16日 本山　和夫
アサヒグループホールディン
グス　取締役副社長

アサヒグループホールディングスの
経営戦略

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

9 1月12日 稲垣　泰弘 小松製作所　執行役員
パラダイム転換に対応した企業経営
－時代の変化に先駆けたコマツの
Ｍ＆Ａの歴史

10 1月27日 松森　浩士
ファイザー
取締役執行役員

製薬産業のパラダイムシフトと
エスタブリッシュ医薬品

11 2月9日 石川　洋
鹿島建設
取締役兼専務執行役員

歴史から見た鹿島
－時代のニーズに応える事業転換の
歴史とこれから

12 2月24日 長谷川　閑史
経済同友会　代表幹事
（武田薬品工業 取締役社長）

リスクを恐れず「実行」を

13 3月8日 横谷　英之 日建設計　常務執行役員
東日本大震災、
そして東京スカイツリー
－都市・建築設計の今日と未来

14
3月23日
3月24日

山梨　広一
マッキンゼー・アンド・
カンパニー・インク・
ジャパン　ディレクター

2011年度経済懇談会の総括
（3月24日：蓼科・三峰川発電所視察）

沖縄貨物ハブ視察



５.創発の会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 7月5日 長谷川　閑史 武田薬品工業　取締役社長
日本復興に不可欠な経済成長をリードす
る経済同友会へ

2 7月28日 前原　金一
経済同友会
副代表幹事・専務理事

2011年度夏季セミナー(7/14-15開催）
報告

3 9月20日 木村　惠司 三菱地所  取締役会長
新しい東北、新しい日本創生のために～
震災復興PT活動報告～

4 10月25日 浦野　光人 ニチレイ  取締役会長
原発問題を踏まえた日本の中長期エネル
ギー政策について

5 11月22日 久慈　竜也 久慈設計  取締役社長
東日本大震災・岩手県における被災状況
と復興の取り組み

6 12月19日
橘・フクシマ・
咲江

G&S Global Advisors Inc.
取締役社長

グローバル化に対応した組織づくりと人
財育成について｢人材育成･活用委員会」
の活動を通して

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

7 1月25日 桜井　正光 リコー　取締役会長執行役員
東日本大震災後の環境・エネルギー政策
と企業の対応

8 2月24日 柏木　　斉 リクルート　取締役社長 産業構造改革で新たな成長を実現する

9 3月22日 2011年度修了式および懇親会



６.リーダーシップ・プログラム開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2011年（平成23年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月22日 小枝　 至 日産自動車　相談役名誉会長 環境が変化する中でのリーダーシップ

2 7月5日 桜井  正光 リコー　取締役会長執行役員
オリエンテーション
今年度のリーダシップ・プログラムについて

3 7月21日 岡崎  哲二 東京大学大学院　経済学研究科教授 企業システムの歴史と経済同友会の役割

桜井  正光 リコー　取締役会長執行役員 変革を起こすリーダーシップ

長谷川 閑史 武田薬品工業　取締役社長
日本の成長・復興を牽引する
　企業経営者のリーダーシップについて

社長就任演説

5 9月28日 數土  文夫 ＪＦＥホールディングス　相談役 これからの経営者に期待するもの

6 10月6日 北城 恪太郎 日本アイ・ビー・エム 最高顧問 企業経営とリーダーシップ

7 10月12日 牛尾  治朗 ウシオ電機　取締役会長 新世紀の経営

8 10月24日 生田  正治 商船三井　最高顧問
真に国益尊重の政治を
　　　～郵政事業改革は何処へ～

9 11月15日 細谷  英二
りそなホールディングス
取締役兼代表執行役会長

「国鉄改革」・「りそな再生」から
　　　　　　学んできたリーダーシップ

10 11月28日 宮内  義彦
オリックス
取締役兼代表執行役会長

リーダーシップとは

11 12月21日

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

12 1月10日 新浪  剛史 ローソン 取締役社長CEO ３．１１とリーダーシップ

13 1月24日 坂根  正弘 小松製作所　取締役会長
ダントツ経営
～代を重ねるごとに強くなる企業を目指そう～
～日本国籍グローバル企業に自信あり～

14 2月9日 福井  俊彦
キヤノングローバル戦略研究所
理事長

これからの日本

小枝 　至 日産自動車  相談役名誉会長
世界で通用する日本の強みを生かした
リーダーシップ

冨山  和彦 経営共創基盤　代表取締役CEO 修羅の時代を生き抜くリーダーシップ

自分が実行するリーダーシップ

グループディスカッション わが社の経営課題について

2010年度

忘年懇親会（2003～2011年度合同）

15
2月25日
宮崎合宿

メンバーによる個人スピーチ

2011年度

4 9月3日
軽井沢合宿

メンバーによる個人スピーチ



７.会合別参加人数
(2011年4月1日～2012年3月31日）

           項目会　合　名 会合数 参加人数

１ 理事会 4 78

２ 幹事会 12 1252

３ 正副代表幹事会 20 263

同 スタートアップ・ミーティング 1 23

同 ONE DAY MEETING 1 13

４ 役員等候補者選考委員会 5 61

５ 政策委員会【公益目的事業】

１）グローバル競争を勝ち抜く企業への進化

（１） 経営改革委員会 9 300

同 正副委員長会議 4 27

（２） 社会的責任経営委員会 9 186

同 正副委員長会議 6 36

同 講演会 1 19

２）経済成長を支える国家基盤の再構築

（１） 政治・行政改革委員会 9 173

同 正副委員長会議 12 71

（２） 地域主権型道州制委員会 7 130

同 正副委員長会議 3 14

（３） 政府関係法人改革委員会 10 114

同 正副委員長会議 1 5

（４） 財政・税制改革委員会 7 157

同 正副委員長会議 4 24

（５） 社会保障改革委員会 6 92

同 正副委員長会議 5 37

（６） 教育問題委員会 9 243

同 正副委員長会議 4 28

（７） 人材育成・活用委員会 10 308

同 正副委員長会議 6 37

同 懇親会 1 5

　グローバル時代の人材育成・ 活用部会 13 161

同 懇親会 1 12

（８） 学校と経営者の交流活動推進委員会 4 101

同 正副委員長会議 2 16

同 実践講座 1 11

同 教育フォーラム 2 50

３）産業競争力の強化と経済成長の実現

①産業競争力の強化

（１） 産業構造改革委員会 9 245

同 正副委員長会議 5 30

同 産業革新機構との意見交換 1 3

　企業経済法制検討部会 7 141

同 正副部会長会議 3 12

同 公正取引委員会幹部との懇談会 1 9

（２） 農業改革委員会 7 173

同 正副委員長会議 2 10

（３） もの・ことづくり委員会 9 252

同 正副委員長会議 10 72

（４） サービス産業活性化委員会 8 147

同 正副委員長会議 3 18

同 ミッション 1 10

同 ミッション事前打ち合わせ 1 6



７.会合別参加人数
(2011年4月1日～2012年3月31日）

           項目会　合　名 会合数 参加人数

②成長フロンティアの開拓

（１） 経済連携委員会 7 102

同 正副委員長会議 2 21

（２） 医療・福祉ビジネス委員会 8 212

同 正副委員長会議 5 28

（３） 低炭素社会づくり委員会 7 163

同 正副委員長会議 3 16

（４） 観光立国委員会 7 252

同 正副委員長会議 4 22

③成長ソフトインフラの強化

（１） 経済政策委員会 7 190

同 正副委員長会議 2 15

（２） 金融資本市場委員会 9 264

同 正副委員長会議 7 48

（３） 国家情報基盤改革委員会 8 126

同 正副委員長会議 4 30

４）国際社会の平和と発展への貢献

（１） 安全保障委員会 5 134

同 正副委員長会議 2 12

（２） アジア委員会 5 225

同 正副委員長会議 2 12

同 第37回ＡＪＢＭ 1 23

（３） 中国委員会 5 206

同 正副委員長会議 1 5

同 訪中ミッション・ミッション結団式 2 41

（４） インド委員会 2 41

同 正副委員長会議 1 5

同 ｲﾝﾄﾞ ｱｰﾝﾄﾞﾗ・ﾌﾟﾗﾃﾞｰｼｭ州 訪日団との懇談会 1 4

同 ワーキンググループ 2 20

（５） 米州委員会 4 58

同 正副委員長会議 2 11

（６） 欧州委員会 3 39

同 正副委員長会議 1 6

（７） ロシア・ＮＩＳ委員会 7 66

同 正副委員長会議 1 5

同 フリステンコ　ロシア産業貿易大臣との会合 1 10

同 リンケービッチ　ラトビア共和国外務大臣との会合 1 20

（８） アフリカ委員会 5 61

同 正副委員長会議 2 13

同 懇談会 2 21

（９） 民間外交交流

イノウエ米上院議員／米日カウンシルとの懇談会 1 20

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ貿易担当大臣 兼 気候変動問題国際交渉担当大臣との懇談会 1 10

エリック・シュミット　グーグル会長との昼食懇談会　【※会務】 1 14

駐日カナダ大使との懇談会 1 7

オレゴン州　経済視察団との懇談会 1 17

外交問題評議会　ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾊﾘｽ理事長、ｼｰﾗ･ｽﾐｽ上席研究員との懇談会 1 5

米国・ヘリテージ財団幹部との昼食懇談会 1 12

イアン・ブレマー ユーラシア・グループ代表との意見交換会 1 8

日系アメリカ人リーダーとの懇談会 1 30



７.会合別参加人数
(2011年4月1日～2012年3月31日）

           項目会　合　名 会合数 参加人数

６ 正副代表幹事会委員会【公益目的事業】

（１） 諮問委員会 18 35
　 電力供給と発送配電のあり方研究会 6 46

（２） NPO社会起業推進PT 4 29

同 主催講演会 4 178

（３） シンクタンク創設PT 11 115

同 意見交換会 1 6

同 懇親会 2 16

（４） 新卒採用問題PT 5 47

（５） 科学技術振興PT 10 106

同 正副委員長会議 2 11

（６） 震災復興PT 12 296

同 被災地視察 3 57

同 ＷＧ 1 16

（７） 沖縄振興検討PT 6 67

同 視察 3 24

同 懇談会 3 22

（８） リスク・マネジメント研究会 4 25

（９） エネルギー政策PT 3 20

（10） 日本再生・成長戦略ＰＴ 4 31

（11） 夏季セミナー 1 82

（12） 全国経済同友会　地方行財政改革推進会議

　 震災復興部会 3 117

（13） IPPO IPPO NIPPON プロジェクト 2 22

（14） 各地経済同友会との意見交換会

東北地方７経済同友会代表幹事と（公社）経済同友会幹部との意見交換会 1 36

東西懇談会 1 19

（15） 経済研究所 ＴＣＥＲ 9 226

７ 広報・および政策広報【公益目的事業】

（１） 広報戦略検討委員会 3 20

（２） 省庁、マスコミ等との対話

日本銀行との幹部懇談会 2 41

古川元久国家戦略担当・内閣府特命担当大臣との幹部懇談会 1 19

連合との幹部懇談会 1 28

日本放送協会（NHK）松本正之会長との意見交換会 1 11

財務省幹部との懇談会 1 19

（３） 同友会シンポジウム

ＴＰＰ 1 244

東日本大震災追悼ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 1 282

（４） 記者会見の実施

代表幹事定例記者会見 19 397

桜井代表幹事総括会見 1 23

総会後記者会見 1 46

年頭見解記者会見 1 19

提言発表記者会見 13 163

（５） メディア関係者との意見交換
将友会、経済団体記者会及び経済担当論説委員、編集委員、記者他との意見交換会 2 122

メディア関係者との定例意見交換会等 29 132

（６） 第24回全国経済同友会セミナー 1 59

 第24回全国経済同友会セミナー企画委員会 1 17

 第25回全国経済同友会セミナー企画委員会 2 41

（７） 「One Company，One Athlete」  トップアスリート支援説明会 1 45



７.会合別参加人数
(2011年4月1日～2012年3月31日）

           項目会　合　名 会合数 参加人数

８ 懇談会等【共益事業】

（１） 会員懇談会 2 215

同 昼食懇談会 1 12

同 新年会員懇談会 1 226

（２） 会員セミナー 21 2599

同 運営委員会 2 13

（３） 産業懇談会 133 2739

同 懇親会 10 253

同 運営委員会 21 155

同 合同暑気払い 1 160

（４） 経済懇談会 12 136

同 世話人会 1 3

同 懇親会 1 12

同 視察 2 17

（５） 創発の会 9 387

同 運営委員会 1 5

（６） リーダーシップ・プログラム　(２０１１年度） 13 265

同 懇親会 1 78

リーダーシップ・プログラム　(２０１０年度） 1 18

（７） わが国の会計検査に関する懇談会 1 43

９ 会務 【法人事業／法人管理関係】

（１） 幹事懇談会 8 495

（２） 終身幹事会 2 31

（３） 顧問会 1 10

（４） 財務委員会 2 24

同 正副委員長会議 1 6

同 臨時会合 1 13

同 懇親会 1 13

（５） 会員委員会 8 77

同 新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 9 109

（６） 全国経済同友会代表幹事円卓会議 1 143

（７） 全国経済同友会　事務局長会議 1 46

（８） 青木代表幹事特別顧問との懇談会 1 8

１０ 2010年度委員会・懇談会 【公益目的事業／共益事業】

（１） 2010年度政府関係法人改革委員会 9 104

同 正副委員長会議 7 28

（２） 2010年度もの・ことづくり委員会 2 44

同 正副委員長会議 2 11

（３） 2010年度サービス産業活性化委員会 1 14

（４） 2010年度金融・資本市場委員会 3 82

同 正副委員長会議 4 43

（５） 2010年度理科系人材問題検討PT 1 6

（６） 2010年度米州委員会　訪米ミッション 1 7

合　　計 903 19,852


