
XI.　2012年(平成24年)度 主要役員､委員会等幹部

 敬称略、役職等は2013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 長谷川　閑　史 (武田薬品工業 取締役社長) ベンチャー創造PT

　委員長 堀　　　義　人(ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ経営大学院学長、

副代表幹事 北　山　禎　介 (三井住友銀行 取締役会長)  ｸﾞﾛｰﾋﾞｽｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽ代゙表ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

稲　野　和　利 (野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役会議長) 　副委員長 梅　澤　高　明(A.T. カーニー 

髙　須　武　男 (ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役)  日本代表・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ取締役会ﾒﾝﾊﾞｰ)

長　島　　　徹 (帝人 取締役会長)

新　浪　剛　史 (ローソン 取締役社長CEO) 金融問題PT

柏　木　　　斉 (ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役相談役) 　委員長 前　原　金　一(経済同友会 副代表幹事・専務理事)

小　林　喜　光 (三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 　副委員長 佐　藤　義　雄(住友生命保険 取締役社長)

橘・ﾌｸｼﾏ・咲江 (G&S Global Advisors Inc. 〃 早　川　　　洋(浜銀総合研究所 取締役会長)

取締役社長) 〃 廣　澤　孝　夫(企業活力研究所 理事長)

藤　森　義　明 (LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 

取締役代表執行役社長兼CEO) イノベーション・競争力強化戦略PT

岡　本　圀　衞 (日本生命保険 取締役会長) 　委員長 菅　田　史　朗(ウシオ電機 取締役社長)

木　村　惠　司 (三菱地所 取締役会長) 　副委員長 宇　治　則　孝(日本電信電話 顧問)

小　林　栄　三 (伊藤忠商事 取締役会長) 〃 桂　　　靖　雄(パナソニック 取締役副社長)

前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事) 〃 小　柴　満　信(ＪＳＲ 取締役社長)

〃 馬　田　　　一(ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

専務理事 前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事) 〃 松　田　　　譲(協和発酵キリン 相談役)

〃 八　木　和　則(横河電機 顧問)

常務理事 伊　藤　清　彦 (経済同友会 常務理事)

岡　野　貞　彦 (経済同友会 常務理事) 日本再生・成長戦略PT

　委員長 田　幡　直　樹(ｴﾑ･ｱｲ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 会長)

監査役 山　岡　建　夫 (ＪＵＫＩ 最高顧問) 　顧問 大　橋　光　夫(昭和電工 相談役)

萩　原　敏　孝 (小松製作所 特別顧問) 〃 福　川　伸　次(地球産業文化研究所 顧問)

本　田　勝　彦 (日本たばこ産業 顧問)

有　富　慶　二 (ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役) 教育改革による国際競争力強化PT

池　田　弘　一 (ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役) 　委員長 三木谷　浩　史(楽天 取締役会長兼社長)

□正副代表幹事会委員会【公益目的事業】 連合との共同研究PT

　委員長 浦　野　光　人(ニチレイ 取締役会長)

諮問委員会

※委員長 細　谷　英　二 (りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京オリンピック・パラリンピック招致推進PT

取締役兼執行役会長) 　委員長 新　浪　剛　史(ローソン 取締役社長CEO)

 委員長代理 稲　葉　延　雄 (リコー 取締役専務執行役員) 　副委員長 有　馬　　　誠(グーグル 代表取締役)

 副委員長 冨　山　和　彦 (経営共創基盤 代表取締役CEO) 〃 泉　谷　直　木(ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

※2012年11月4日まで 取締役社長兼ＣＯＯ)

〃 魚　谷　雅　彦(ブランドヴィジョン 取締役社長)

30年後の日本を考えるPT 〃 大　西　健　丞(Civic Force 代表理事)

　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) 〃 大　西　　　賢(日本航空 取締役会長)

　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 〃 岡　本　圀　衞(日本生命保険 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 〃 木　川　　　眞(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 渋　澤　　　健 (日本国際交流センター 理事長) 〃 隅　　　修　三(東京海上日動火災保険 取締役社長)

〃 高　原　豪　久 (ユニ・チャーム 取締役社長執行役員) 〃 辻　　　慎　吾(森ビル 取締役社長)

〃 田　代　桂　子 (大和証券 執行役員) 〃 藤　森　義　明(LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〃 取締役代表執行役社長兼CEO)

海洋国家PT 〃 峰　岸　真　澄(ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

　委員長 和　才　博　美 (ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 相談役) 〃 宮　坂　　　学(ヤフー 取締役社長最高経営責任者)

〃 山　口　範　雄(味の素 取締役会長)

企業・経済法制PT

　委員長 冨　山　和　彦 (経営共創基盤 代表取締役CEO)

　副委員長 早　川　　　洋 (浜銀総合研究所 取締役会長)

〃 増　田　健　一 (ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ・毛利・友常法律事務所

パートナー)



サービス産業活性化推進PT □会務【法人事業／法人管理関係】
　委員長 斎　藤　敏　一 (ルネサンス 取締役会長)

　副委員長 上　西　京一郎 (オリエンタルランド 財務委員会

取締役社長（兼）COO) 　委員長 小　野　俊　彦(日新製鋼 相談役)

〃 碓　井　　　誠 (オピニオン 代表取締役) 　副委員長 井　上　　　健(日本電設工業 取締役会長)

〃 河　本　宏　子 (全日本空輸 上席執行役員) 〃 久　保　信　一(日本情報通信 顧問)

〃 小　林　　　節 (パレスホテル 取締役社長) 〃 小　林　　　節(パレスホテル 取締役社長) 

〃 住　谷　栄之資 (KCJ GROUP 取締役社長兼CEO) 〃 濱　口　敏　行(ヒゲタ醤油 取締役社長) 

〃 林　　　明　夫 (開倫塾 取締役社長)

〃 松　井　忠　三 (良品計画 取締役会長) 会員委員会

　委員長 柏　木　　　斉(ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役相談役)

医療・福祉ビジネス推進PT 　副委員長 小　川　富太郎(住友ベークライト 取締役会長) 

　委員長 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) 〃 梶　　　明　彦(目黒雅叙園 取締役社長) 

〃 松　尾　憲　治(明治安田生命保険 執行役社長)

観光立国推進PT 〃 横　尾　敬　介(みずほ証券 常任顧問)

　委員長 星　野　佳　路 (星野リゾート 取締役社長) 〃 和　才　博　美(ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 相談役) 

　副委員長 片野坂　真　哉 (全日本空輸 専務取締役執行役員)

〃 加　納　　　望 (富士石油 常務取締役) 役員等候補選考委員会

〃 川　鍋　一　朗 (日本交通 取締役社長) 　委員長 桜　井　正　光(リコー　取締役会長執行役員)

〃 田　代　桂　子 (大和証券 執行役員)

〃 ｹﾋﾞﾝ･ﾏﾔｿﾝ (レインボー・ジャパン 顧問)

□政策委員会【公益目的事業】
政府関係法人改革推進PT

　委員長 門　脇　英　晴 (日本総合研究所 特別顧問) Ⅰ.企業競争力の強化と経済成長の実現

　副委員長 河　原　茂　晴 (KPMG FAS　（KPMG Japan）

　ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ公ー認会計士) 経営改革委員会

〃 堀　内　　　勉 (森ビル 取締役専務執行役員) 　委員長 小　林　喜　光(三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 村　上　雅　彦 (日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役副社長) 　副委員長 大八木　成　男(帝人 取締役社長執行役員)

〃 鈴　木　弘　治(髙島屋 取締役社長)

東北未来創造イニシアティブ協働PT 〃 高　原　豪　久(ユニ・チャーム 取締役社長執行役員)

　委員長 野　田　智　義 (アイ・エス・エル 理事長) 〃 橋　本　孝　之(日本アイ・ビー・エム 取締役会長)

〃 程　　　近　智(アクセンチュア 取締役社長)

シンクタンク設立準備PT 〃 松　尾　憲　治(明治安田生命保険 執行役社長)

※委員長 大　歳　卓　麻 (日本アイ・ビー・エム 最高顧問)

※2012年9月21日まで 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 取締役会議長)

経済研究所 　副委員長 入　江　仁　之(シスコシステムズ 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) 〃 岡　田　伸　一(ＪＦＥﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副社長)

〃 新　宅　祐太郎(テルモ 取締役社長)

〃 辻　　　慎　吾(森ビル 取締役社長)

□広報および政策広報【公益目的事業】 〃 野　田　由美子(ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ ﾊﾟｰﾄﾅ,ー

 PPP・ｲﾝﾌﾗ部門ｱｼﾞｱ太平洋地区代表)

広報戦略検討委員会 〃 林　　　由紀夫(ダイキン工業 常務執行役員)

　委員長 前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事)

　副委員長 泉　谷　直　木 (ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 科学技術・イノベーション委員会

取締役社長兼COO) 　委員長 野　路　國　夫(小松製作所 取締役社長兼CEO)

〃 渋　澤　　　健 (日本国際交流センター 理事長) 　副委員長 飯　塚　哲　哉(ザインエレクトロニクス 取締役会長)

〃 松　田　公　春 (電通 常勤監査役) 〃 遠　藤　隆　雄(日本オラクル 取締役

〃 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)  代表執行役社長　最高経営責任者)

〃 木　村　廣　道(ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役社長)

広報戦略検討委員会 70年史編纂準備部会 〃 志　賀　俊　之(日産自動車 取締役 最高執行責任者)

　委員長 前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事) 〃 安　井　潤　司(日本電気 取締役執行役員副社長)

〃 湯　川　英　明(地球環境産業技術研究機構 理事)

政策広報 〃 吉　村　章太郎(三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

　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) 取締役副社長執行役員)



経済連携委員会 Ⅱ.経済成長を支える国家基盤の再構築

　委員長 藤　森　義　明 (LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 

取締役代表執行役社長兼CEO) 政治・行政改革委員会

　副委員長 稲　垣　泰　弘 (小松製作所 執行役員) 　委員長 永　山　　　治(中外製薬 

〃 半　田　純　一 (ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｳｨｽﾞﾀﾞﾑ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾝ゚ 取締役会長 最高経営責任者)

取締役社長) 　副委員長 木　川　　　眞(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 古　田　英　明 (縄文アソシエイツ 代表取締役) 〃 車　谷　暢　昭(三井住友銀行 常務執行役員)

〃 堀　井　昭　成 (ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 〃 中　村　公　一(山九 取締役社長)

理事 特別顧問) 〃 畑　川　高　志(ｵﾘﾊﾞｰﾜｲﾏﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾆｱ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)ー

〃 本　田　桂　子 (ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆ･ー 〃 蓑　田　秀　策(KKRジャパン 取締役社長)

  ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄ・゙ｼﾞｬﾊﾟﾝ　ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 〃 米　田　　　隆(西村あさひ法律事務所 代表ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

〃 吉　村　幸　雄 (ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸｽ゙

　執行役員　ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪｱｰｽﾞ担当) 地域主権型道州制委員会

〃 鰐　渕　美惠子 (銀座テーラーグループ 取締役社長) 　委員長 柏　木　　　斉(ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役相談役)

　顧問 福　川　伸　次 (地球産業文化研究所 顧問) 　副委員長 上　村　多恵子(京南倉庫 取締役社長)

〃 大井川　和　彦(シスコシステムズ 専務執行役員)

環境・エネルギー委員会 〃 大多和　　　巖(農林漁業成長産業化支援機構 

　委員長 長　島　　　徹 (帝人 取締役会長) 〃 取締役社長CEO)

　副委員長 澤　井　英　一 (三井不動産 専務執行役員) 〃 大　塚　良　彦(大塚産業クリエイツ 取締役社長)

〃 東　條　　　洋 (清水建設 専務執行役員) 〃 西　村　　　健(全日本空輸 取締役執行役員)

〃 西　澤　正　俊 (三菱総合研究所 取締役副社長) 〃 古　川　紘　一(森永乳業 取締役相談役)

〃 松　岡　芳　孝 (ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行 取締役会長) 〃 松　﨑　敏　夫(NKSJひまわり生命保険 取締役社長)

〃 山　下　俊　史 (日本生活協同組合連合会 顧問)

〃 山　添　　　茂 (丸紅 取締役専務執行役員) 財政・税制改革委員会

〃 山　田　政　雄 (DOWAホールディングス 取締役社長) 　委員長 岡　本　圀　衞(日本生命保険 取締役会長)

　副委員長 梶　川　　　融(太陽ASG有限責任監査法人 

環境・エネルギー委員会 - 温暖化対策検討分科会 総括代表社員)

　座長 西　澤　正　俊 (三菱総合研究所 取締役副社長) 〃 村　田　隆　一(三菱UFJリース 取締役会長)

　副座長 松　岡　芳　孝 (ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行 取締役会長) 〃 守　田　道　明(上田八木短資  取締役社長)

〃 山　下　俊　史 (日本生活協同組合連合会 顧問) 〃 八　木　和　則(横河電機 顧問)

〃 山　田　政　雄 (DOWAホールディングス 取締役社長) 〃 若　林　勝　三(日本地震再保険 取締役会長)

環境・エネルギー委員会 - 省エネ社会検討分科会 社会保障改革委員会

　座長 澤　井　英　一 (三井不動産 専務執行役員) 　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 相談役)

　副座長 東　條　　　洋 (清水建設 専務執行役員) 　副委員長 竹　花　　　豊(パナソニック 常務役員)

〃 山　添　　　茂 (丸紅 取締役専務執行役員) 〃 伊　達　美和子(森トラスト 専務取締役)

〃 中　島　昭　広(ネスレ日本 ﾈｽﾚﾍﾙｽｻｲｴﾝｽｶﾝﾊﾟﾆー

農業改革委員会 〃 　ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ)

　委員長 新　浪　剛　史 (ローソン 取締役社長CEO) 〃 西　川　久仁子(ﾌｧｰｽﾄｽﾀｰ･ﾍﾙｽｹｱ 取締役社長)

　副委員長 魚　谷　雅　彦 (ブランドヴィジョン 取締役社長) 〃 松　岡　芳　孝(ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行 取締役会長)

〃 小　泉　光　臣 (日本たばこ産業 取締役社長) 〃 水　野　俊　秀(三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 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

ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀ）ー 教育問題委員会

〃 高　岡　浩　三 (ネスレ日本 取締役社長兼CEO) 　委員長 北　山　禎　介(三井住友銀行 取締役会長)

〃 坂　東　眞理子 (昭和女子大学 学長) 　副委員長 天　羽　　　稔(デュポン 取締役会長)

〃 江　頭　敏　明(三井住友海上火災保険 取締役会長)

〃 遠　藤　勝　裕(日本学生支援機構 理事長)

〃 髙　祖　敏　明(上智学院 理事長)

〃 鈴　木　雅　子(ベネフィット・ワン 取締役副社長)

〃 田久保　善　彦(グロービス経営大学院大学

　常務理事)

〃 日比谷　　　武(富士ゼロックス 常勤監査役)

〃 益　戸　正　樹(バークレイズ証券 顧問)

教育問題委員会　新卒採用問題検討部会

　部会長 日比谷　　　武(富士ゼロックス 常勤監査役)



人財育成・活用委員会 中国委員会

　委員長 橘・ﾌｸｼﾏ・咲江 (G&S Global Advisors Inc. ※委員長 石　原　邦　夫(東京海上日動火災保険　取締役会長)

取締役社長) ※2012年4月16日まで

　副委員長 青　木　　　寧 (花王 執行役員) ※ 〃 伊　東　信一郎(全日本空輸 取締役社長)

〃 一　丸　陽一郎 (トヨタ自動車 常勤監査役) ※2012年4月17日より

〃 岩　田　喜美枝 (資生堂 顧問) ※副委員長 上　原　忠　春(東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 常務執行役員)

〃 梅　田　一　郎 (ファイザー 取締役社長) ※2012年7月20日より

〃 駒　村　義　範 (小松製作所 取締役副社長) 〃 大　橋　徹　二(小松製作所 取締役専務執行役員)

〃 下　野　雅　承 (日本アイ・ビー・エム 〃 斎　藤　一　志(三井不動産 常務取締役)

取締役副社長執行役員) 〃 船　津　康　次(トランスコスモス 取締役会長兼CEO)

〃 森　　　正　勝 (国際大学 理事) 〃 古　川　令　治(北京大学東北ｱｼﾞｱ区域一体化研究ｾﾝﾀｰ副理事長兼職教授）

　

学校と経営者の交流活動推進委員会

　委員長 杉　江　和　男 (ＤＩＣ 取締役会長) インド委員会

　副委員長 遠　藤　勝　裕 (日本学生支援機構 理事長) 　委員長 馬　田　　　一(ＪＦＥホールディングス 取締役社長)

〃 大　塚　良　彦 (大塚産業クリエイツ 取締役社長) 　副委員長 志　岐　隆　史(全日本空輸 上席執行役員)

〃 小　林　惠　智 (中日科学技術発展中心 理事長) 〃 白　井　芳　夫(日野自動車 取締役社長)

〃 出　口　恭　子 (ベルシステム２４ 専務執行役) 〃 野木森　雅　郁(アステラス製薬 取締役会長)

〃 日　高　信　彦 (ガートナー　ジャパン 取締役社長) 〃 野　田　由美子(ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ ﾊﾟｰﾄﾅ,ー

〃 松　島　訓　弘 (電通 取締役執行役員)  PPP・ｲﾝﾌﾗ部門ｱｼﾞｱ太平洋地区代表)

〃 吉　村　幸　雄 (ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸｽ゙ 〃 平　井　康　文(シスコシステムズ 執行役員社長)

執行役員　ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪｱｰｽﾞ担当） 〃 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)

〃 四　方　ゆかり (ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 取締役) 〃 山　添　　　茂(丸紅 取締役専務執行役員)

〃 山　田　政　雄(DOWAホールディングス 取締役社長)

震災復興委員会

　委員長 木　村　惠　司 (三菱地所 取締役会長) 米州委員会

　副委員長 石　川　　　洋 (鹿島建設 取締役兼専務執行役員) 　委員長 内　永　ゆか子(ベルリッツ　コーポレーション　

〃 泉　谷　直　木 (ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長 兼 社長 兼 CEO)

取締役社長兼COO) 　副委員長 梅　田　一　郎(ファイザー 取締役社長)

〃 加　納　　　望 (富士石油 常務取締役) 〃 河　本　宏　子(全日本空輸 上席執行役員)

〃 木　川　　　眞 (ヤマトホールディングス 取締役社長) 〃 髙　橋　　　薫(損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役副社長執行役員)

〃 高　萩　光　紀 (ＪＸホールディングス 相談役)

〃 松　本　　　順 (みちのりﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 〃 横　尾　敬　介(みずほ証券 常任顧問)

〃 吉　村　幸　雄(ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸｽ゙

Ⅲ.国際社会の平和と繁栄への貢献 執行役員　ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪｱｰｽﾞ担当)

安全保障委員会 欧州委員会

　委員長 加　瀬　　　豊 (双日 取締役会長) 　委員長 川　口　　　均(日産自動車 常務執行役員)

　副委員長 遠　藤　隆　雄 (日本オラクル 取締役 　副委員長 岡　田　　　晃(全日本空輸 常務取締役執行役員)

 代表執行役社長　最高経営責任者)　最高経営責任者) 〃 駒　村　義　範(小松製作所 取締役副社長)

〃 北　沢　利　文 (東京海上日動あんしん生命保険 〃 林　　　由紀夫(ダイキン工業 常務執行役員)

 取締役社長) 〃 平　手　晴　彦(武田薬品工業 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｵﾌｨｻｰ)

〃 渋　澤　　　健 (日本国際交流センター 理事長) 〃 ﾖｯﾍﾝ･ﾚｹﾞｳﾞｨｰ (ＣＮＣ JAPAN 取締役社長)

〃 鈴　木　幸　一 (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 取締役社長)

〃 武　藤　光　一 (商船三井 取締役社長執行役員) ロシア・ＮＩＳ委員会

〃 山　脇　　　康 (日本郵船 顧問) 　委員長 多　田　幸　雄(双日総合研究所 取締役社長)

　副委員長 金　澤　　　薫(スカパーJSAT 顧問)

アジア委員会 〃 嘉　納　裕　躬(ティラド 取締役社長)

　委員長 小　林　栄　三 (伊藤忠商事 取締役会長) 〃 雑　賀　大　介(三井物産 取締役専務執行役員)

　副委員長 渥　美　直　紀 (鹿島建設 取締役副社長執行役員)

〃 上　原　治　也 (三菱ＵＦＪ信託銀行 最高顧問) アフリカ委員会

〃 梶　　　明　彦 (目黒雅叙園 取締役社長) 　委員長 関　山　　　護(丸紅 取締役副社長執行役員)

〃 川　名　浩　一 (日揮 取締役社長) 　副委員長 石　川　　　洋(鹿島建設 取締役兼専務執行役員)

〃 橋　本　圭一郎 (首都高速道路 前取締役会長兼社長) 〃 北　原　義　一(三井不動産 常務取締役)

〃 藤　重　貞　慶 (ライオン 取締役会長) 〃 葛　岡　利　明(日立製作所 執行役専務)

〃 下　田　尚　志(住友化学 常務執行役員)

〃 鳴　沢　　　隆(ｽﾀｰﾂｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 専務執行役員)

〃 降　　洋　平(日本信号 取締役社長)



□懇談会等【共益事業】 第２木曜グループ

　世話人 西　村　和　義(日本信号 取締役会長)

会員セミナー 〃 門　脇　英　晴(日本総合研究所 特別顧問)

　委員長 斎　藤　博　明 (ＴＡＣ 取締役社長) 〃 斎　藤　博　明(ＴＡＣ 取締役社長)

〃 松　島　正　之 (ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚

ｼﾆｱ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 第２金曜グループ

　世話人 小　林　　　節(パレスホテル 取締役社長)

経済懇談会 〃 河　合　輝　欣(ユー・エス・イー 取締役会長)

　世話人 殿　元　清　司 (全日本空輸 常務取締役執行役員) 〃 大　室　康　一(三井不動産 特別顧問)

〃 浦　田　晴　之 (ｵﾘｯｸｽ 取締役兼代表執行役副社長

　ｸﾞﾙｰﾌﾟCFO) 第３火曜グループ

　世話人 浦　上　　　浩(リョービ 取締役会長)

創発の会 〃 岡　田　民　雄(日本ルツボ 取締役会長)

　座長 立　石　文　雄 (オムロン 取締役副会長) 〃 中　瀬　雅　通(三陽商会 取締役会長)

　副座長 内　田　士　郎 (ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 取締役会長)

〃 釜　井　節　生 (電通国際情報ｻｰﾋﾞｽ 取締役社長) 第３水曜グループ

〃 斎　藤　聖　美 (ｼﾞｪｲ･ﾎﾞﾝﾄ東゙短証券 取締役社長) 　世話人 江　幡　真　史(セディナ 取締役副会長)

〃 鈴　木　雅　子 (ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ 取締役副社長) 〃 鰐　渕　美惠子(銀座ﾃｰﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長)

〃 星　野　朝　子 (日産自動車 執行役員)

第３木曜グループ

　世話人 乾　　　民　治(イヌイ倉庫 取締役会長)

リーダーシップ・プログラム 〃 大　戸　武　元(ニチレイ 相談役)

　委員長 桜　井　正　光　(リコー　取締役会長執行役員) 〃 伊　藤　直　彦(日本貨物鉄道 相談役)

ジュニア・リーダーシップ・プログラム 第４火曜グループ

　委員長 北　城　恪太郎 (日本アイ・ビー・エム 相談役) 　世話人 松　島　正　之(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚

ｼﾆｱ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

〃 髙　祖　敏　明(上智学院 理事長)

□産業懇談会、世話人 〃 須　田　美矢子(ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 特別顧問)

産業懇談会 第４水曜グループ

 代表世話人 池　田　守　男 (資生堂 相談役) 　世話人 飯　塚　哲　哉(ｻﾞｲﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 取締役会長)

〃 高　橋　　　衛 (HAUTPONT研究所 代表) 〃 長　江　洋　一(六興電気 取締役兼代表執行役社長)

〃 橋　本　政　昭(橋本総業 取締役社長)

第１火曜グループ

　世話人 高　橋　　　衛 (HAUTPONT研究所 代表) 第４木曜グループ

〃 美　安　達　子 (電脳 取締役社長) 　世話人 中　野　勘　治(三菱食品 取締役会長)

〃 富　田　純　明 (日進レンタカー 取締役会長) 〃 山　口　公　生(第一生命経済研究所 特別顧問)

〃 梶　川　　　融(太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

第１水曜グループ  総括代表社員)

　世話人 内　田　　　勲 (横河電機 最高顧問)

〃 船　津　康　次 (トランスコスモス 取締役会長兼CEO) 第４金曜グループ

　世話人 外　村　　　仁

第１木曜グループ 〃 大　塚　良　彦(大塚産業クリエイツ 取締役社長)

　世話人 宅　　　清　光 (三機工業 相談役) ※ 〃 柏　木　　　斉(ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役相談役)

〃 古　沢　熙一郎 (三井住友信託銀行 特別顧問) ※2012年11月20日より

〃 早　川　　　洋 (浜銀総合研究所 取締役会長)

第２火曜グループ

　世話人 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 取締役会長)

〃 増　渕　　　稔 (日本証券金融 取締役会長)

第２水曜グループ

　世話人 岩  田  喜美枝 (資生堂 顧問)

〃 高　岡　浩　三 (ネスレ日本 取締役社長兼CEO)

〃 湯　川　智　子 (ドゥ・クリエーション 創業者)


