
海外事情調査会 師を囲む会 新世紀懇談会（隔月開催） 健康ライフを考える会（不定期開催）

テーマ アメリカの二極化と対外関係 経済安全保障について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

講師 日本総合研究所国際戦略研究所　特別顧問　田中　均 慶應義塾大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｰﾁｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ 特任教授 遠藤 典子 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

テーマ 日本の海洋政策とその課題 エネルギー安全保障と原子力政策 80歳の壁 ～脳と身体の老化予防 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

講師 東海大学 海洋学部 海洋文明学科 教授 山田 吉彦 慶應義塾大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｻｰﾁｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ 特任教授 遠藤 典子 ルネクリニック東京院　 院長 和田秀樹 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

テーマ 世界食料危機と我が国の食料安全保障を考える 危機の時代の合理性 ― 白内障　最新の話題

講師 資源・食糧問題研究所　代表　柴田　明夫 東京国際大学　特命教授　村井　友秀 ― 三井記念病院　眼科部長　國富　由紀子

テーマ プーチン政権ロシアの行く末 平時と戦時の組織文化 ― ―

講師 東京大学先端科学技術研究センター　講師　小泉　悠 東京国際大学　特命教授　村井　友秀 ― ―

テーマ ウクライナ侵攻後の世界 日本の分断と安全保障　―ウクライナ危機を受けて 外交とユーモア ―

講師 東京大学　名誉教授　藤原　帰一 ㈱山猫総合研究所　代表取締役　三浦　瑠麗
元駐スウェーデン特命全権大使　大塚　清一郎
高貴高齢者バンド　皆本　剛　　田島　玲子

―

テーマ 東京大学公共政策大学院　教授　鈴木　一人 対露経済制裁と米中対立の行方―日本のとるべき戦略は ― わたしのインプラント治療　―　治療期間短縮の追求

講師 欧州政治の現状 ㈱山猫総合研究所　代表取締役　三浦　瑠麗 ― 三井記念病院　歯科口腔外科部長　津山　泰彦

テーマ 気候変動とエネルギーに関する法政策 日本の分断と安全保障　―ウクライナ危機を受けて
新しい資本主義の目指すところと企業経営への影響と対応　―求められる人へ
の投資

からだに優しくがんや動脈硬化を切らずに治す治療最前線！ここまでできる！血
管内カテーテル治療

講師 東京大学未来ビジョン研究ｾﾝﾀｰ　教授　高村　ゆかり ㈱山猫総合研究所　代表取締役　三浦　瑠麗 ㈱日本総合研究所　理事長　翁　百合 東海大学医学部医学科　専門診療学系　画像診断学領域　教授　長谷部　光泉

テーマ 中国経済の現状と経済政策の動向 問題山積の安全保障体制に対する処方箋 ― ―

講師
日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 新領域研究センター上席主任
調査研究員　田中　修

日本安全保障戦略研究所　上席研究員　渡部　悦和 ― ―

テーマ ロシアのウクライナ侵攻から学ぶべき教訓 全領域戦の時代　第2回　ロシア・ウクライナ戦争と全領域戦 歌って長生き健康法 三井記念病院　副院長　腎臓内科部長　三瀬　直文

講師 株式会社富士通フューチャースタディーズ・センター　理事長　谷内　正太郎 日本安全保障戦略研究所　上席研究員　渡部　悦和 日本発声医学協会　代表　野口　千代子 腎臓を病を悪くしないためには

テーマ ロシアのウクライナ侵攻と中国 全領域戦の時代　第１回　中国の全領域戦 ― ―

講師 慶應義塾大学　名誉教授　國分　良成 日本安全保障戦略研究所　上席研究員　渡部　悦和 ― ―

テーマ 最近の内外経済・金融情勢 21世紀に注目される仏教　―Ｒ・タゴールの思想から 科学技術の発展のために、私たちができること ―

講師 東京財団政策研究所　主席研究員　早川　英男 仏教思想研究家　植木 雅俊 林技術士事務所　代表　林　雅弘　氏 ―

テーマ 尹錫悦大統領誕生へ 韓国情勢と日韓、南北、米、中関係の展望 物理学から仏理学へ ― ―

講師 元 大韓民国特命全権大使　武藤 正敏 仏教思想研究家　植木 雅俊 ― ―

テーマ 株式会社日本総合研究所　国際戦略研究所　理事長　田中　均 株式会社日本総合研究所　調査部マクロ経済研究センター　所長　石川　智久 ―

講師 ウクライナ危機を読み解く　ー　歴性的分岐点 万博とカジノ付リゾートが日本に与える影響について ―

テーマ ― ―

講師 ― ―

テーマ 脱炭素革命への挑戦　ＣＯＰ２６最新報告 ＡＩ（人工知能）とドローン技術 東京２０２０パラリンピックの成功に向けた挑戦 ―

講師 ＮＨＫエンタープライズ　エグゼクティブ・プロデューサー　堅達 京子 株式会社ＡＣＳＬ　取締役会長　太田　裕朗 日本財団パラリンピックサポートセンター　常務理事　小澤　直 ―

テーマ 中国ファクターと民主主義の行方 業界の壁を越えて世界を変えるテクノロジー ― ―

講師 東京大学　大学院　総合文化研究科 教授　阿古 智子 ベンチャー投資家/京都大学 大学院 特任准教授  山本 康正 ― ―

テーマ 経済安全保障の確保に向けて
新型コロナ禍を踏まえた経済情勢
～財政・金融の今後の課題

政権交代で中東情勢はどう変わる？ 疾病のなかのルネサンス 首都水没に備えたハザードマップの新たな活用 ―

講師
公安調査庁　調査第二部上席専門職
村瀬　庸祐

株式会社第一生命経済研究所　経済調
査部主席エコノミスト　永濱　利博

ＮＨＫ　解説主幹　出川　展恒 東京大学名誉教授　/　印刷博物館　館長　樺山　紘一 公益財団法人リバーフロント研究所　技術審議役　土屋　信行 ―

テーマ ヨーロッパの歴史を考える視点　２　　ケルト文明の長大な命脈 日本における洋上風力の役割 ―

講師 東京大学名誉教授　/　印刷博物館　館長　樺山　紘一 日本風力開発株式会社  副会長　日本風力発電協会 代表理事　加藤　仁 ―

テーマ 米中対立の新展開　 －習近平政権の正念場と新たな日中関係のあり方ー ー 　― ―

講師 東京財団政策研究所　主席研究員　柯　隆 ー ― ―

テーマ コロナ後の情勢と日本外交の選択 ヨーロッパの歴史を考える視点　第1回　地中海とヨーロッパ ― ―

講師 株式会社日本総合研究所　国際戦略研究所　理事長　田中　均 東京大学名誉教授　/　印刷博物館　館長　樺山　紘一 ― ―

9月

1月

激変する経済情勢と賃上げ実現への課題

日本総合研究所　副理事長　山田　久

同友クラブの講演会開催状況（講師名は敬称略）

新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月～9月 新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止

時事問題懇談会

10月

2月

2022年ポストコロナの日本進路

㈱日本総合研究所　チェアマン・エメリタス（名誉理事長）　高橋　進

4月

水産流通の構造的な問題について－なぜ不正が蔓延するのか

12月

日本列島の地下で何がおこっているのか？地震・火山活動の活性化の原因は

10月

中間選挙を控えた米国情勢について

慶應義塾大学　環境情報学　教授　渡辺　靖

新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止

新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止

新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止

新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止

2022年

11月

揺れる世界経済と政策対応　―金利・株・為替はどう動く

大和証券株式会社 金融市場調査部　チーフマーケットエコノミスト　岩下　真理

11月

日本政治の課題 総選挙の政治を占う

政治ジャーナリスト  星　浩

在独ジャーナリスト　熊谷　徹

ウクライナ戦争が暴露した、ものづくり大国ドイツの大失敗。日本への教訓は？

7月

3月

コロナ後の世界はどこに向かうのか

2020年

11月～12月

1月～2月

10月

3月～9月

菅政権の課題と展望

日本経済新聞 論説ﾌｪﾛｰ　芹川 洋一　

3月

4月

東海大学海洋研究所　客員教授/認定ＮＰＯ法人「富士山測候所を活用する会」
理事/　日本地震予知学会　会長　長尾　年恭

新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止 新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止

6月

気候非常事態宣言から脱炭素社会の実現へ

東京大学名誉教授　山本　良一

日本経済新聞社　総合解説センター　編集委員　井上　亮

日本銀行　理事　清水　季子

東京海洋大学　准教授　勝川　俊雄

5月

日本の皇室と報道

4月

日本の外交展望・外交の課題

一般社団法人日米協会 会長　藤崎 一郎

2023年

新型コロナウイルスへの対応のため、開催中止

安倍総理はスピーチをどう使ったか

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科　教授　谷口　智彦

3月

ドイツ人はなぜ、年収アップと環境対策を両立できるのか

2月

2023年の政局展望

毎日新聞グループホールディングス監査役　吉田 文和

12月

中国減速の深層　20回党大会後の経済を展望する

大阪経済大学　経済学部　教授　福本　智之

在独ジャーナリスト　熊谷　徹


