
XII.2012年（平成24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）

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月6日 内永　ゆか子
ベルリッツ コーポレーション
取締役会長 兼 社長 兼 CEO

グローバルに活躍する人材の要件とは

2 6月1日 立石　文雄 オムロン　取締役副会長 理念なき経営は海図なき航海

3 7月6日 木村　惠司 三菱地所　取締役会長
都市の国際競争力強化に向けた取り組
みについて

4 9月7日 浦田　晴之
オリックス
取締役兼代表執行役副社長
グループCFO

オリックスグループの事業展開について～リー
スから環境・エネルギー事業に至るまで～

5 10月5日 星野　佳路 星野リゾート　取締役社長 観光産業からの成長戦略

6 11月2日 堀切　功章
キッコーマン
取締役専務執行役員

食文化の国際交流

7 12月7日 馬田　 一
ＪＦＥホールディングス
取締役社長

ＪＦＥグループの経営課題と対応方針

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

8 2月1日 遠藤　隆雄 日本オラクル
取締役代表執行役社長最高経営責任者

IT業界の動向とICTを活用したイノベー
ション事例

9 3月1日 小柴　満信 ＪＳＲ 取締役社長 日本の機能化学品産業とデジタル産業



２.会員セミナー開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 4月13日 白川 浩道
クレディ・スイス証券
経済調査部長兼ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ

2012年度の内外経済情勢について

2 4月5日 船橋 洋一
日本再建イニシアティブ財団
理事長

福島第一原発事故を検証する

3 5月23日 小黒 一正 一橋大学経済研究所　准教授
日本財政の見通し-社会保障・税一体改
革を踏まえて-

4 5月31日 伊東 豊雄　
建築家・伊東豊雄建築設計事務
所　代表取締役

東北からまちと建築の未来を考える

5 6月4日 河野 龍太郎
ＢＮＰパリバ証券  経済調査本
部長兼チーフエコノミスト

日本経済の見通し～財政健全化がトレ
ンド成長率の回復をもたらす?

6 6月8日 櫻井 よしこ ジャーナリスト 今、日本が直面する内外の課題

7 7月3日 小林 和男
ジャーナリスト、
元 ＮＨＫモスクワ支局長

プーチン復帰の背景と日露関係

8 7月5日
ジュール･
イルマン

在日フランス大使館
広報部 参事官

出生率向上を実現させたフランスの子
育て政策

9 9月10日 佐藤 百合
日本貿易振興機構（JETRO）ア
ジア経済研究所　アジア経済研
究所 地域研究センター長

経済大国としてのインドネシアの可能
性

10 9月26日 竹村 真一 京都造形芸術大学 教授
自然と文明―人間は何処から来て、何
処へ行くのか

11 10月30日
ローランド･
ベルガー

ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･ﾍﾞﾙｶﾞｰｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
創業者・名誉会長 Europe's Role in the World Economy

12 11月5日 山口 二郎
北海道大学 大学院法学研究科
教授

政権交代とは何だったのか‐民主党政
権への期待と現実

13 11月26日
ロバート･
フェルドマン

モルガン・スタンレーMUFG証
券 チーフエコノミスト

変身：将来を無視して暮らしてきた世
界経済の展望

14 12月6日 中前  忠 中前国際経済研究所 代表
世界貿易の縮小と構造調整－量的金融
緩和政策は失敗

15 12月13日 肖  敏捷 中国エコノミスト 十八大後の中国はどこへ向かうのか？

16 12月14日
ジョン･
アンドリュース

英｢エコノミスト」ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・ｴ
ﾃﾞｨﾀｰ「2050年の世界」共同編
纂者

2050年の世界（Megachange: The World
in 2050）

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

17 1月9日 坪田 一男 慶應義塾大学医学部　教授
Happy People Live Longer－ポジティ
ブ心理学のすすめ

18 2月1日 内川 秀二
日本貿易振興機構（JETRO）
アジア経済研究所
 研究支援部長

インド経済の展望と日本企業の可能性

19 2月13日 手嶋 龍一 外交ジャーナリスト・作家
動乱のインテリジェンス
～東アジアの時代をどう生き抜くか～

20 3月4日 カート･トン 在日米国大使館 首席公使
『TOMODACHI（トモダチ）イニシアチ
ブ』と今後の日米関係



 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738名 世話人 2012年5月
不動産市場と不動産投資市場の最新
動向

みずほ証券

チーフ不動産アナリスト　石澤　卓志

InnovationとITについて

産業技術総合研究所

参与  田中 芳夫

HSBCのビジネス戦略　（日本の銀行との違い） 運営委員会

香港上海銀行　在日支店

副会長  境　米夫

ビル管理の現状と新たな展開 闘う企業法務～経営に役立つ法務部門
と外部弁護士の育て方/使い方

大星ビル管理 名取法律事務所

取締役社長　滝　哲郎 代表　弁護士　名取　勝也

証券決済の世界 資生堂のCSR経営

証券保管振替機構 資生堂

取締役社長　加藤　治彦 取締役　岩田　喜美枝

言葉と政治・経済 学生気質の変遷と、日本の将来

明治大学大学院 国際日本学研究科 東大大学院 法学政治学研究科

教授 山口 仲美 教授  中里　実

最新ITを武器としたリアルタイムビジネ
スの実現に向けて

金正恩体制の形成とその対外関係

フューチャーアーキテクト

取締役副社長　　安間　裕

ゴルフの隆盛とスーパースターの存在 イノベーションで忘れられがちなこと

ソマール 取締役社長　曽谷　太 博報堂
多摩カントリークラブ　常任理事　支配人 結城　宇明 執行役員　田中　廣

フロリダ退屈日記　～団塊定年、人生
はこれからだ！

最近の食品衛生状況～食中毒菌を中
心に～

日本AMS アテクト

取締役社長  倉田　進 取締役社長  小高　得央

最新！ 中国ビジネスで求められる人
材像

これからの日本の電力政策を考える 

野村総合研究所 上海 学習院大学

主任コンサルタント　杜 蓉 客員研究員　八田　達夫

イースター（復活祭）
里海：日本列島における
海洋資源再生ポテンシャル

西洋美術史家 上智大学大学院地球環境学研究科

笹山　美栄 教授　あん・まくどなるど

オリックス不動産における事業再生に
ついて

中小企業の元気をニッポンの元気に！

オリックス不動産 インクグロウ

取締役社長  山谷 佳之 取締役社長  野田  万起子

欧州財政危機の今後 ポストブロードバンド時代の課題

第一生命経済研究所 情報通信総合研究所

経済調査部　主席ｴｺﾉﾐｽﾄ　田中　理 理事長　團　宏明

バス業界の再生と震災復興
新たな競争環境に対応した人材活用
の在り方

みちのりホールディングス リクルート

取締役社長　松本　順 取締役相談役　柏木　斉

宅　清光
古沢熙一郎
早川　　洋

１火・１水・１木合同懇親会
パレスホテル

飯塚哲哉
長江洋一
橋本政昭

2012年4月

第２水曜

メンバー
53名

岩田喜美枝
高岡浩三
湯川智子

第１火曜

メンバー
49名

高橋 衛
美安達子
富田純明

１火・１水・１木合同懇親会
 パレスホテル

第１水曜

メンバー
43名

内田 勲
船津康次

１火・１水・１木合同懇親会
パレスホテル

第１木曜

メンバー
48名

第２木曜

メンバー
52名

西村和義
門脇英晴
斎藤博明

第２金曜

メンバー
65名

小林 節
河合輝欣
大室康一 九州大学特任教授、慶應義塾大学

名誉教授  小此木  政夫

第２火曜

メンバー
48名

柿本寿明
清水修一郎
増渕　稔

第４木曜

メンバー
49名

中野勘治
山口公生
梶川　融

第３火曜

メンバー
63名

浦上　浩
岡田民雄
中瀬雅通

江幡真史
鰐渕美惠子

第３木曜

メンバー
47名

乾 民治
大戸武元
伊藤直彦

第４金曜

メンバー
62名

外村 仁
大塚良彦
柏木 斉

第４火曜

メンバー
49名

松島正之
高祖敏明
須田美矢子

第４水曜

メンバー
61名

第３水曜

メンバー
49名



 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738名

第２水曜

メンバー
53名

第１火曜

メンバー
49名

第１水曜

メンバー
43名

第１木曜

メンバー
48名

第２木曜

メンバー
52名

第２金曜

メンバー
65名

第２火曜

メンバー
48名

第４木曜

メンバー
49名

第３火曜

メンバー
63名

第３木曜

メンバー
47名

第４金曜

メンバー
62名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
61名

第３水曜

メンバー
49名

①英語の時代における、日本人による艱難辛
苦・英語道。そして私の場合②為替相場見通し 運営委員会

海外拠点における危機管理体制構築につ
いて～中国重大事故例から学ぶ～

シティバンク銀行 取締役会長 長門　正貢　　 ウェルビーグループ/ウェルビー

個人金融部門　シニアFXマーケットアナリスト　尾河　眞樹 代表/取締役会長　椎川　賢

ファシリティ戦略は経営戦略である
日本企業のシステムのあり方はガラパゴ
ス？？

プランテックコンサルティング シーエーシー　

取締役社長    森永　一郎 取締役会長　島田　俊夫

語りは心の絵画 財政危機と金融危機 ― ショックの波及は防げるか

語り部 ・ かたりすと ・ キャスター 東京大学　先端科学技術研究センター　　

平野　啓子 教授　藤井　眞理子

TPPと日本の食料・農業
大震災からの創造的復興と東北メディ
カル・メガバンクプロジェクト

農林中金総合研究所基礎研究部 東北大学医学部教授/東北メディカル・

副部長　清水　徹朗  メガバンク機構長　山本  雅之

シスコの経営品質向上に対する取り組
み

運営委員会
休会

シスコシステムズ

専務執行役員　鈴木　和洋

重粒子がん治療・過去、現在、そして未来 先端技術館TEPIA見学会

医用原子力技術研究財団

常務理事  平尾 泰男

本邦航空業界の再生に向けた潜在需
要の創出

あきらめなければ道はひらける – 社会
へのアクセスを実現するために

エアアジア ジャパン 日本アイ・ビー・エム

取締役社長　岩片 和行 ＩＢＭフェロー  浅川  智恵子

ソースネクストの創意工夫
考える力、感じる力、突破する力～次世代
のアジアを担う若者達のために～

運営委員会

ソースネクスト インターナショナルスクール・オブ・アジア

取締役社長   松田 憲幸 ・軽井沢設立準備財団　代表理事　小林 りん

情報管理に対する企業の心構え
～未知なるリスクへの新たな対抗策～ 運営委員会 東京駅丸の内駅舎見学会

モジュレ

取締役　渡辺　博文

「新」プーチン政権下のロシア 新しい大人文化とビジネス創造

新潟県立大学 博報堂　新しい大人文化研究所

教授　袴田　茂樹 所長　阪本 節郎

ニューヨークのホテル事情について 運営委員会 関所抜け―江戸の女たちの冒険―

北野合同建物

取締役社長　小池 佳子 作家 金森 敦子

超省エネ建築基準　パッシブハウス 懇親会　パレスホテル

レインボー・ジャパン

代表取締役  ケビン・マヤソン

人口崩壊と移民革命 休会

移民政策研究所

所長　坂中　英徳

なでしこジャパン　スポーツビジネスの
成長戦略

休会

早稲田大学 大学院スポーツ科学研究科

教授  平田 竹男

2012年6月 2012年7月



 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738名

第２水曜

メンバー
53名

第１火曜

メンバー
49名

第１水曜

メンバー
43名

第１木曜

メンバー
48名

第２木曜

メンバー
52名

第２金曜

メンバー
65名

第２火曜

メンバー
48名

第４木曜

メンバー
49名

第３火曜

メンバー
63名

第３木曜

メンバー
47名

第４金曜

メンバー
62名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
61名

第３水曜

メンバー
49名

2012年7月 2012年10月

考える力、感じる力、突破する力～次世代
のアジアを担う若者達のために～

お金の作り方

インターナショナルスクール・オブ・アジア 日立製作所

・軽井沢設立準備財団　代表理事　小林　りん 理事　出澤　敏雄

国内半導体メーカーの再生の条件と
は？

運営委員会
日本航空オペレーションコントロール
センター見学会

丸文

取締役副社長　水野　象司

Ｊ－ＲＥＩＴ　今日までの軌跡と今後の課題
東日本大震災とアクセプタブルリスク

三井不動産　 東京理科大学

常務取締役　浅井　裕史 工学部第二部　建築学科　教授　辻本　誠

ジャーナリズムの現場に写る現代日本
周近平時代の中国：減速傾向を強める中国
経済の先行きと政治改革の行方

東洋経済新報社 日本総合研究所

常務取締役　山縣 裕一郎 理事 呉 軍華（Wu Junhua）

トップの「発信力」を磨く～メディア・ト
レーニングの勧め～

総合商社の電力・水事業について

プラップジャパン　 丸紅

取締役社長　杉田　敏 取締役専務執行役員　山添　茂

次世代リーダーづくりのレシピ ストック活用時代の不動産流通事業

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｳｨｽﾞﾀﾞﾑ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ　 三井不動産リアルティ

取締役社長 　半田 純一 取締役社長  竹井　英久

シスコシステムズについて
メタンハイドレート開発の現状と商業化
実現に向けての課題

シスコシステムズ 東京大学大学院工学系研究科

専務執行役員　　大井川　和彦 准教授   増田  昌敬

里海：日本列島における
海洋資源再生ポテンシャル

政局動向

上智大学大学院地球環境学研究科

教授　あん・まくどなるど 政治評論家　岩見　隆夫

新産業バイオリファイナリーの現状と将来像 日本型コーポレート・ガバナンスの考察
～グローバル時代で日本の強みを活かすには～

地球環境産業技術研究機構(RITE) ベタープレイス・ジャパン

理事　湯川　英明 取締役社長　藤井　清孝

株式市場と証券金融 感動価値発見－感動のビジネス化

日本証券金融 感動創造研究所

取締役社長　小林　英三 エグゼクティブ　フェロー　古橋　和好

現状の政治報道の堕落について 椿山荘見学会

毎日新聞社

客員編集委員　菊池　哲郎

急拡大するグローバルオンライン旅行
マーケット

民間の立場で社会の創造と変革を

ベンチャーリパブリック グロービス ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ経営大学院学長

取締役社長 　柴田 啓 代表ﾊﾟｰﾄﾅｰ　堀　　義人

私の剣道雑感

松警少年剣友会　範士八段

岩立　三郎

アジアの架け橋　LOVE & PEACH 育てること

Peach Aviation 人間国宝・能楽師

代表取締役CEO　井上　慎一 葛野流大鼓方宗家預かり　亀井 忠雄

2012年9月

合
同
暑
気
払
い

われわれはどこからきたか、われわれは何者か、われ
われはどこにゆくのか  －画家ポール・ゴーギャンの
問いに最先端ゲノム科学で答える

東京大学名誉教授、日本学士院会員、
立教大学特定課題研究員　黒岩　常祥



 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738名

第２水曜

メンバー
53名

第１火曜

メンバー
49名

第１水曜

メンバー
43名

第１木曜

メンバー
48名

第２木曜

メンバー
52名

第２金曜

メンバー
65名

第２火曜

メンバー
48名

第４木曜

メンバー
49名

第３火曜

メンバー
63名

第３木曜

メンバー
47名

第４金曜

メンバー
62名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
61名

第３水曜

メンバー
49名

2012年10月 2012年11月

観光イノベーションの時代 新派

日本交通公社  女優

調査研究部長  梅川  智也 水谷八重子

人生の選択肢を切り開く　～紛争地と私たちが
つながってできること～

アサヒグループホールディングスの現状と企
業価値について

日本紛争予防センター アサヒグループホールディングス

事務局長　瀬谷　ルミ子 取締役副社長　本山　和夫

日本発のバイオテクノロジーで世界の食料問題
と環境問題の解決を目指す 我が国の安全保障とサイバー攻撃 運営委員会

ユーグレナ 前内閣官房副長官補（現　損保ジャパン顧問）

代表取締役　出雲  充 西川　徹矢

社会インフラ改革を加速するM2Mサービ
ス

コア  取締役社長執行役員　簗田　稔
先端組込み開発センター センター長補佐  堀部  幸
祐

国宝　迎賓館赤坂離宮
産業構造組替えによる競争力強化
～産業革新機構のチャレンジ～

新情報センター　 新産業革新機構　

会長　安藤　昌弘 取締役社長　能見　公一

運営委員会 金融の活性化とＩＴ 新年経済展望

フューチャーアーキテクト   取締役 日本総合研究所

フューチャー経済・金融研究所長　　原田　靖博 理事　藤井　英彦

日本の放送市場とスカパーJSATグ
ループ事業展開

次世代リーダー育成とMBA

スカパーJSATホールディングス グロービス経営大学院大学　

取締役会長　　西山　茂樹 常務理事  田久保  善彦

日本で展開する本格的なスイスのプラ
イベートバンカー

加賀正太郎と『蘭花譜』

三浦印刷

取締役会長　三浦　久司

東京国立博物館への招待 社会インフラとしてのTwitter 運営委員会

シティグループ・ジャパン・ホールディングス Twitter

常任監査役　林原  行雄 日本代表　近藤正晃ジェームス

運営委員会 成層圏から見たオーロラ
2013年の金融経済見通し－深まる閉塞感
からの脱出の道は－

ノエビアホールディングス JP モルガン証券 

取締役会長　大倉　昊 チーフ エコノミスト 菅野　雅明

間違いだらけの医者選び 日本経済の展望

医師・ジャーナリスト 日本銀行　調査統計局

富家　孝 局長　前田　栄治

あなたは狙われている セメント産業について 運営委員会

クローバー・ネットワーク・コム ブラスト

取締役社長　長嶋  克佳 取締役社長　村本  豊彦

ケアマネジャーから見た在宅介護問題～認知症への
対応・介護家族の健康問題等について～ 日本の太陽光発電ビジネスについて

第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部 高島

講師（ケアマネジャー）　佐藤　朝子 取締役社長　髙島　幸一

コミュニティデザインが地域を変える！ 懇親忘年会

Umari 東京ステーションホテル

代表取締役　古田 秘馬

2012年12月

2013年の世界および日本経済見通し－世
界経済は第3四半期に潜在成長率回復、

「安倍劇場」で円安・デフレ脱却なるか－

ＪＰモルガン証券
チーフエコノミスト  菅野　雅明

ロンバー・オディエ信託
代表取締役　ノルベール・ジュエ
ｼﾆｱ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　ファティア・ビュルクナー



 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738名

第２水曜

メンバー
53名

第１火曜

メンバー
49名

第１水曜

メンバー
43名

第１木曜

メンバー
48名

第２木曜

メンバー
52名

第２金曜

メンバー
65名

第２火曜

メンバー
48名

第４木曜

メンバー
49名

第３火曜

メンバー
63名

第３木曜

メンバー
47名

第４金曜
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62名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
61名

第３水曜

メンバー
49名

2013年2月

休会 伝統芸能の楽しみ方 運営委員会

日本芸術文化振興会

顧問　織田  紘二

休会 創発的破壊：イノベーションとパラダイムチェンジ

一橋大学イノベーション研究センター

教授　米倉　誠一郎

休会 昨今の政治・経済情勢

前衆議院議員・元財務相・元民主党最高顧問

藤井　裕久

休会 混迷する時代に打ち勝つ東洋史観の智恵

算命学総本校

高尾学館校長　中村　嘉男

休会 バチカンの聖と俗　日本大使の四〇〇日

元バチカン大使

上野  景文

最近の中国情勢

日中経済貿易センター

特別顧問　古屋　明

休会 ミレニアム・ビレッジ・プロジェクトについて 運営委員会

ミレニアム・プロミス・ジャパン

理事長  鈴木　りえこ

休会
新年懇親会
霞山会館

航空業界を取り巻く環境について

日本航空

監査役　田口　久雄

休会 デフレの克服に向けて

日本銀行

副総裁　山口　廣秀

休会
日本の航空産業の現状と今後の
方向性について

運営委員会

全日本空輸

取締役執行役員　内薗　幸一

休会
新年懇親会
椿山荘

日本女子サッカーの活躍について 運営委員会

日本女子サッカーリーグ

理事長  本田　一男

休会 インフラとしての日本の鉄道の海外展開

東日本旅客鉄道

取締役副会長　小縣  方樹

休会
高齢化のもとでの日本経済
～人口動態が経済を動かす？～

ＮＴＴデータ経営研究所

取締役会長　山本　謙三

党大会後の日中経済関
係と中国資本市場改革

運営委員会
プラネットファイナンスジャパンが
取り組んでいる被災地経済復興支援活動

野村資本市場研究所 北京事務所 プラネットファイナンスジャパン

首席代表　関根 栄一 理事・事務局長　田中　和夫

新年懇親会
及び運営委員会
ANAｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ
東京

2013年1月

新年懇親会
及び運営委員会
東京倶楽部

日本航空オペレーション
コントロールセンター見学
会

「2水」「2金」「3水」合同
新年懇親会
パレスホテル

「2水」「2金」「3水」合同
新年懇親会
パレスホテル

「2水」「2金」「3水」合同
新年懇親会
パレスホテル



 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738名

第２水曜

メンバー
53名

第１火曜

メンバー
49名

第１水曜

メンバー
43名

第１木曜

メンバー
48名

第２木曜

メンバー
52名

第２金曜

メンバー
65名

第２火曜

メンバー
48名

第４木曜

メンバー
49名

第３火曜

メンバー
63名

第３木曜

メンバー
47名

第４金曜

メンバー
62名

第４火曜

メンバー
49名

第４水曜

メンバー
61名

第３水曜

メンバー
49名

『進化する科学技術』と『退化する人間力』

KCJ GROUP

取締役社長兼CEO　住谷  栄之資

TICAD Vの今こそ深めよう アフリカと日本の関係

アフリカ日本協議会 国際保健部門

プログラム・ディレクター　稲場　雅紀

歌舞伎座見学会
及び懇親会　交詢社

がん免疫療法の現状

ニューシティ大崎クリニック

益山 純一

中国にどう向き合うか 運営委員会

東京大学大学院法学政治学研究科

教授　藤原  帰一

最近の欧州情勢 運営委員会

ＢＮＰパリバ証券

投資調査本部長　中空 麻奈

凸版印刷が進める文化財バーチャル
リアリティについて

凸版印刷

取締役会長　　足立 直樹

次世代リーダーとＭＢＡ

グロービス経営大学院大学

常務理事　田久保　善彦

米中関係の現状と展望

東京財団

政策研究事業ディレクター　渡部 恒雄

東京スカイツリー見学会

グローバル時代における日本の未来を拓く
～渋沢栄一の『論語と算盤』の現代意識～

日本国際交流センター

理事長　渋澤　健

会社を元気にする「リスモン式」与信管
理力 ～どうなる2013年の企業倒産～
リスクモンスター

取締役社長　菅野 健一

世界はどうなる、日本はどうする

地球産業文化研究所

顧問　福川　伸次

まち歩きで探る“土地の記憶”～「ブラ
タモリ」制作の舞台裏～

ＮＨＫ制作局エンターテインメント番組部 

「ブラタモリ」チーフ・プロデューサー　尾関　憲一

2013年3月



４.経済懇談会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 10月5日 － － 2012年度経済懇談会の活動と運営について

210月18日 星野　朝子 日産自動車　執行役員 日産自動車のグローバル化

3 11月1日 松永　陽介 日本生命保険　執行役員
日本生命の資産運用戦略 ～海外投融資を活
用した分散投資の推進～

411月15日 井上　慎一 Peach Aviation　代表取締役ＣＥＯ
日本初の本格的ＬＣＣ「Ｐｅａｃｈ」の航
空イノベーション

512月18日 麻生　修司 富士ゼロックス　執行役員
Next50：コミュニケーションで知をつなげ
ていく

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

6 1月10日

7 1月17日

8 2月7日 寺島  実郎 日本総合研究所  理事長
定点観測から読む世界の構造転換と日本の
進路

9 2月22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）

グローバル経済と日本再生 ～経済の成長な
くして日本の再生なし～

10 2月28日 加藤　譲 三菱地所　取締役常務執行役員
三菱地所を、見に行こう。（グローバル人
財育成篇）

11 3月7日 天野　克美 キッコーマン　取締役常務執行役員
日本の味を世界の食卓に展開するビジネス
モデル

12 3月21日 山梨　広一
ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯ
ﾄﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ　ディレクター

2012年度経済懇談会活動のまとめ

東京駅視察

ANA訓練センター視察



５.創発の会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2012年（平成24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　代表幹事武田薬品工業　取締役社長
成長への決断と実行　－イノベーショ
ン創出とダイバーシティを軸に

2 8月1日 前原　金一 経済同友会　副代表幹事・専務理事
2012年度夏季セミナー(７月12日～
14日)報告

3 9月20日 北城　恪太郎 日本アイ・ビー・エム　相談役 イノベーションによる経済活性化

4 10月1日 小林　喜光
三菱ケミカルホールディングス
取締役社長 持続可能な経営

5 11月7日 小林　栄三 伊藤忠商事　取締役会長
国際経済の関心事とアジア委員会の
活動

612月11日 野路  國夫 小松製作所　取締役社長兼CEO コマツのグローバル経営戦略

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

7 1月17日 野田　智義 アイ・エス・エル　理事長
東北未来創造イニシアティブで東北の
未来を拓く

8 2月18日 金丸　恭文
フューチャーアーキテクト　取締役
会長兼社長

30年後の日本を考えるPTの活動に
ついて

9 3月26日 2012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）

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

1 5月23日 桜井  正光 リコー　取締役会長執行役員 総括懇親会

2 7月4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24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 経営者のリーダーシップについて

自分の考える「リーダーシップとは」

5 9月25日 生田　正治 商船三井　最高顧問 経営、そして”この国のかたち”を考える

610月17日 牛尾  治朗 ウシオ電機　取締役会長 新世紀の経営

711月12日 小林　喜光
三菱ケミカルホールディングス
取締役社長

持続可能な経営に向けて

811月26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

912月18日

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

10 1月15日 藤森　義明
LIXILグループ
取締役代表執行役社長兼CEO

グローバル時代のリーダーシップ

11 1月28日 小枝 　至 日産自動車  相談役名誉会長
環境変化の中で日本企業が勝ち抜くリー
ダーシップ

12 2月14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

北城 恪太郎 日本アイ・ビー・エム 相談役 企業経営とリーダーシップ

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

社長就任演説

グループディスカッション わが社（私）の経営課題について

2011年度

忘年懇親会（2003～2012年度合同）

13
2月23日
宮崎合宿

メンバーによる個人スピーチ

2012年度

48月25日
軽井沢合宿

メンバーによる個人スピーチ



７.ジュニア・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）

●2012年（平成24年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

111月21日 北城　恪太郎
ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　委員長
(日本アイ・ビー・エム  相談役)

企業経営とリーダーシップ

2 12月5日
橘・フクシマ・
咲江

経済同友会　副代表幹事
(G&S Global Advisors Inc.
　取締役社長)

競争力向上とダイバーシティ
～経済同友会の活動を中心に～

懇親会

●2013年（平成25年）

№ 開催日 講演者 所属先・役職 タイトル

3 1月24日 岡崎　哲二
東京大学大学院　経済学研究科
教授

経済同友会と「企業の社会的責任」

4 2月13日 木川　眞
経済同友会　幹事
(ヤマトホールディングス
　取締役社長)

クロネコヤマトの満足創造経営

5 2月19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)

ダイバーシティとリーダーシップ

6 3月12日 林野　宏
経済同友会　幹事
(クレディセゾン　取締役社長)

企業経営とリーダーシップについて
～これからの知的感性社会に必要な
感性と、感性の伸ばし方 ～



 ８.会合別参加人数

(2012年4月1日～2013年3月31日）

　会　合　名　 会合数 参加人数

Ⅰ. 役員会等【法人事業/法人管理関係】

１. 会員総会(通常・臨時） 2 108

２. 理事会 4 77

３. 幹事会 13 1,300

４. 正副代表幹事会 20 256

同 スタートアップミーティング 1 19

同 ONE DAY MEETING 1 22

５. 役員等候補選考委員会 4 50

Ⅱ. 政策委員会【公益目的事業】

１. 企業競争力の強化と経済成長の実現

グローバル化時代の企業経営

（１） 経営改革委員会 11 393

　同　　正副委員長会議 7 44

同 国際統合報告審議会（IIRC）幹部との懇談会 1 8

同 深野弘行特許庁長官との懇談会 1 8

成長基盤の強化

（１） 経済成長戦略委員会 9 283

　同　　正副委員長会議 6 33

（２） 科学技術・イノベーション委員会 11 309

　同　　正副委員長会議 3 20

成長フロンティアの開拓

（１） 経済連携委員会 10 195

　同　　正副委員長会議 5 40

同 パスカル・ラミーWTO事務局長との意見交換会 1 10

同 ぺリン・ビーティー カナダ商工会議所会頭兼CEO との意見交換会 1 12

（２） 環境・エネルギー委員会 10 382

　同　　正副委員長会議 4 22

2 31

1 10

同 講演会「今夏の電力需給対策とスマートグリッド」 1 77

同 福井県原子力発電所所在市町協議会との懇談会 1 15

同
北九州スマートコミュニティ創造事業
および水素材料先端科学研究センター見学会

1 6

（３） 農業改革委員会 9 252

　同　　正副委員長会議 1 5

２. 経済成長を支える国家基盤の再構築

国家運営

（１） 政治・行政改革委員会 8 184

　同　　正副委員長会議 2 12

同 わが国の会計検査に関する特別講演会 1 48

（２） 地域主権型道州制委員会 8 140

　同　　正副委員長会議 1 7

財政・税制・社会保障

（１） 財政・税制改革委員会 7 193

　同　　正副委員長会議 1 5

　同　　社会保障改革委員会　両委員長会議 1 3

　同　　社会保障改革委員会　合同委員会会合 1 30

　同　　社会保障改革委員会　合同正副委員長会議 1 12

省エネ社会検討分科会

温暖化対策検討分科会



 ８.会合別参加人数

(2012年4月1日～2013年3月31日）

　会　合　名　 会合数 参加人数

（２） 社会保障改革委員会 8 162

　同　　正副委員長会議 3 21

教育・人材

（１） 教育問題委員会 11 246

　同　　正副委員長会議 4 39

　新卒採用問題検討部会 3 18

（２） 人財育成・活用委員会 11 437

　同　　正副委員長会議 15 97

　同　　ミシェル・バチェレ UNウィメン事務局長(前チリ大統領)との懇談会 1 11

　同　　ニティン・ノーリア ハーバード・ビジネス・スクール学長との懇談会 1 10

（３） 学校と経営者の交流活動推進委員会 3 57

　同　　正副委員長会議 2 19

　同　　教育フォーラム 1 167

震災復興

（１） 震災復興委員会 7 218

　同　　正副委員長会議 3 20

　同　　正副委員長会議被災地視察 6 172

同 新年懇談会 1 32

３. 国際社会の平和と繁栄への貢献

（１） 安全保障委員会 6 144

　同　　正副委員長会議 5 33

　同　　米国・ヘリテージ財団アジア政策担当幹部との懇談会 1 5

　同　　安全保障委員会主催講演会 1 28

　同　　安全保障委員会 横須賀基地視察 1 26

（２） アジア委員会 5 221

　同　　正副委員長会議 3 21

　同　　第３８回AJBM 1 108

（３） 中国委員会 7 240

　同　　正副委員長会議 3 17

　同　　甘霖　四川省副省長との懇談会 1 28

（４） インド委員会 4 105

　同　　正副委員長会議 3 25

　同　　事前勉強会 1 34

　同　　ワーキンググループ 1 10

（５） 米州委員会 4 69

　同　　正副委員長会議 4 22

　同　　ボーカス米国連邦上院議員との懇談会 1 14

　同　　米日カウンシル代表アイリーン・ヒラノ氏との懇談会 1 2

　同　　米国コロラド州デンバー市　一行との会合 1 12

　同　　日系アメリカ人リーダー一行との懇談会 1 19

（６） 欧州委員会 3 54

　同　　正副委員長会議 1 5

　同　　ドイツ・ミッション 1 152

　同　　パリ商工会議所会頭講演会 1 41

（７） ロシア・ＮＩＳ委員会 7 132

　同　　正副委員長会議 1 6

同 ロシア・欧州ミッション 1 53



 ８.会合別参加人数

(2012年4月1日～2013年3月31日）

　会　合　名　 会合数 参加人数

（８） アフリカ委員会 8 102

　同　　国連工業開発機関（UNIDO）幹部との懇談会 1 11

　同　　アフリカ開発銀行アジア代表事務所長　玉川雅之氏との懇談会 1 8

　同　　アフリカ市民協議会との懇談 1 7

（９） 世界経済フォーラムとの連携

世界経済フォーラム「世界競争力調査」編纂者との懇談会 1 6

（１０）民間経済団体国際会議

民間外交交流

世界経済フォーラム　シュワブ会長との懇談会 1 3

リヒテンシュタイン公国皇太子一行との懇談会 1 20

パリ商工会議所会頭との懇談会 1 9

Ⅲ. 正副代表幹事会委員会【公益目的事業】

（１） 諮問委員会 19 331

　金融政策懇談会 4 30

特定課題検討PT

（２） 30年後の日本を考えるＰＴ 16 143

　同　　正副委員長会議 2 9

　同　　雇用・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ検討チーム 4 18

（３） 海洋国家ＰＴ 13 128

（４） 企業・経済法制ＰＴ 8 65

　同　　ＡＣＧＡ（Asian Corporate Governance Association）との意見交換 1 22

（５） ベンチャー創造ＰＴ 5 55

（６） 金融問題ＰＴ 12 109

（７） イノベーション・競争力強化戦略ＰＴ 4 45

（８） 日本再生・成長戦略ＰＴ 6 35

（９） 教育改革による国際競争力強化ＰＴ 6 76

（１０）連合との共同研究ＰＴ 3 51

同 共同委員長打ち合わせ 4 16

同 経済同友会メンバー単独会合 3 20

提言実現推進PT

（１１）サービス産業活性化推進ＰＴ 4 68

　同　　正副委員長会議 1 8

　同　　日越サービス産業経営者学習交流 in ハノイ＆ホーチミン 事前説明会 1 17

　同　　日越サービス産業経営者学習交流 in ハノイ＆ホーチミン 1 24

（１２）医療・福祉ビジネス推進ＰＴ 4 31

（１３）観光立国推進ＰＴ 3 53

（１４）政府関係法人改革推進ＰＴ 7 72

（１５）東北未来創造イニシアティブ協働ＰＴ

　同 説明会 1 64

　同 「ソーシャル・ビジネス・プラットフォーム」講演会 1 39

　同 ヘンリー・ミンツバーグ マギル大学教授との懇談会 1 9

（１６）シンクタンク創設ＰＴ 0 0

（１７）東京オリンピック・パラリンピック招致推進PT 3 64

　同　　正副委員長会議 1 7

　同　　
「スポーツの魅力と東京へのオリンピック・パラリンピック招致」
　～東京招致PT発足記念～

1 133

その他事業

（１８）夏季セミナー 1 72



 ８.会合別参加人数

(2012年4月1日～2013年3月31日）

　会　合　名　 会合数 参加人数

（１９）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 54

東北地方7県経済同友会代表幹事と主要経済同友会代表幹事による
意見交換会 1 67

（２０）ＩＰＰＯ　ＩＰＰＯ　ＮＩＰＰＯＮプロジェクト

　同 運営委員会 2 23

　同 報告会 1 30

（２１）各地経済同友会との意見交換会・視察等

九州各県経済同友会と(公社)経済同友会幹部との意見交換 1 33

　視察①　ローソンファーム大分 1 8

　視察②　安心院グリーンツーリズム研究会 1 8

　視察③　九州電力 八丁原発電所 1 9

　懇談①　広瀬勝貞・大分県知事 1 10

　懇談②　志村　学・大分県議会議長 1 10

北海道経済同友会と(公社)経済同友会との意見交換 1 35

　北海道観光振興機構と（公社）経済同友会との意見交換会 1 19

　北海道農業協同組合中央会と（公社）経済同友会との意見交換会 1 21

　上田文雄・札幌市長と（公社）経済同友会との意見交換会 1 12

　高橋はるみ・北海道知事と（公社）経済同友会との意見交換会 1 12

東西懇談会 1 19

中部経済同友会との合同懇親会 1 24

（２２）経済研究所

ＴＣＥＲ 10 282

Ⅳ. 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 2 18

　70年史編纂準備部会 10 38

（２） 政策懇談会

経済産業省との政策懇談会 2 39

厚生労働省との政策懇談会 2 49

財務省との政策懇談会 1 17

（３） 各省幹部/日本銀行との懇談会 8 157

日本銀行幹部との懇談会 2 46

経済産業省幹部との懇談会 1 33

公正取引委員会との懇談会 1 15

内閣府との懇談会 1 11

人事院　原恒雄総裁と経済同友会幹部との意見交換会 1 8

連合との幹部懇談会 1 30

独立行政法人 日本貿易振興機構幹部との懇談会 1 14

（４） 同友会政策フォーラム 0 0

（５） 同友会シンポジウム

東日本大震災追悼シンポジウム 1 335

「産学官連携によるグローバル人材育成」
日本経済団体連合会・日本商工会議所・経済同友会・日本貿易会
4団体共催シンポジウム

1 383

（６） 記者会見の実施

代表幹事定例記者会見 20 397

総会後記者会見 1 27

年頭見解記者会見 1 18

提言発表記者会見 22 260



 ８.会合別参加人数

(2012年4月1日～2013年3月31日）

　会　合　名　 会合数 参加人数

（７） 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

3 132

メディア関係者との定例意見交換会等 20 89

（８） 第２５回全国経済同友会セミナー 1 70

第２５回全国経済同友会セミナー企画委員会 1 24

第２６回全国経済同友会セミナー企画委員会 2 46

Ⅴ. 懇談会等【共益事業】

（１） 会員懇談会 4 308

　同 新年会員懇談会 1 105

（２） 会員セミナー 20 2,233

　同　　正副委員長会議 2 22

（３） 産業懇談会 132 2,613

　同 懇親会 9 236

　同 運営委員会 21 157

　同 合同暑気払い 1 127

　同 見学会 1 18

（４） 経済懇談会 10 112

　同 世話人会 1 2

　同 懇親会 3 35

　同 視察 2 33

（５） 創発の会 9 354

　同 運営委員会 1 5

（６） リーダーシップ・プログラム（２０１１年度）

　同 懇親会 1 18

リーダーシップ・プログラム（２０１２年度） 11 255

　同 第１期～第9期 合同忘年懇親会 1 81

（７） ジュニア・リーダーシップ・プログラム 6 134

　同 懇親会 1 21

Ⅵ. 会務【法人事業/法人管理関係】

（１） 幹事懇談会 8 499

（２） 財務委員会 4 46

（３） 会員委員会 8 101

同 懇親会 1 12

（４） 新入会員オリエンテーション 8 103

（５） 全国経済同友会代表幹事円卓会議 1 120

視察①　福島県立いわき海星高校 1 78

視察②　富士フイルムファインケミカルズ　広野工場 1 80

懇談：楢葉町長　松本幸英氏、広野町副町長　黒田耕喜氏 1 80

（６） 全国経済同友会事務局長会議 1 59

（７） 代表幹事特別顧問との懇談

青木代表幹事特別顧問との懇談会 1 5

谷内代表幹事特別顧問との懇談会 1 10

Ⅶ. 2011年度委員会・ＰＴ（公益目的事業）

（１） 2011年度低炭素社会づくり委員会 1 16

（２） 2011年度リスク・マネジメント研究会 1 4

（３） 2011年度人材育成・活用委員会 2 56

　同　　正副委員長会議 1 7



 ８.会合別参加人数

(2012年4月1日～2013年3月31日）

　会　合　名　 会合数 参加人数

（４） 2011年度政治・行政改革委員会 1 18

　同　　正副委員長会議 1 7

（５） 2011年度社会的責任経営委員会 2 30

　同　　正副委員長会議 1 6

（６） 2011年度もの・ことづくり委員会 1 20

　同　　正副委員長会議 1 6

（７） 2011年度経営改革委員会 2 60

　同　　正副委員長会議 2 14

（８） 2011年度経済政策委員会 1 22

Ⅷ. その他の活動

（１） その他の会合：公益目的事業

三陸農産業・被災事業者協力機構との懇談会 2 6

（２） 経済三団体等としての連携活動：公益目的事業

新年祝賀会 1 1,700

合　　　　　計 906 22,919


