同友クラブの講演会開催状況（講師名は敬称略）
時事問題懇談会
テーマ 天皇が歩まれた平成の３０年と皇室

海外事情調査会

師を囲む会

軍事面から観た米中経済摩擦 -軟着陸なき二大国対立の行方 -

第２回 ポツダム宣言 - だれが、いつ、いかにして、なぜ起草したか -

ジャパン マリンユナイテッド株式会社
顧問 （元 自衛艦隊司令官） 香田 洋二

日本学士院会員 東京大学名誉教授 三谷 太一郎

平成30年間の総括とポスト平成の時代潮流の点検

第１回 日本の近代を動かしたことば ―「文明開化」と「富国強兵」考 （全２回）

新世紀懇談会（奇数月開催）

健康ライフを考える会（奇数月開催）

―

―

2月
講師

朝日新聞社 編集委員 北野 隆一

2019年（平成31年）
テーマ 新年における日本経済・物価の展望

これからの防災対策（最近の災害事例を踏まえて）

1月

休会
講師

日本銀行 調査統計局長 関根 敏隆

テーマ 循環型社会と企業の役割

政策研究大学院大学 理事・客員教授 世界貿易センター（東京）会長 小島 明 日本学士院会員 東京大学名誉教授 三谷 太一郎

元 消防庁長官 青木 信之

内外の経済・金融の動向

日本の地震活動と火山噴火

株式会社大和総研 理事長 中曽 宏

武蔵野学院大学 特任教授 島村 英紀

中国習近平体制下の内政と外交

絶滅の人類史 ～なぜ私たちが生き残ったのか～

フィンテックをめぐる動きと今後の課題

漢方薬の飲み方、食事との食べ合わせなど、漢方の上手な取り入れ方について

防衛大学校長 國分 良成

東京大学総合研究博物館・研究事業協力者
明治大学・立教大学兼任講師 更科 功

株式会社 日本総合研究所 理事長 翁 百合

北里大学東洋医学総合研究所 薬剤部科長
北里大学医学部 兼任教員 緒方 千秋

ブレグジットとＥＵの２０１９年問題

第２回 西郷隆盛が日本の歴史に及ぼした“功”と“罪”は何か

日本経済新聞社 上級論説委員 兼 編集委員 刀祢館 久雄

大阪経済大学 特別招聘教授 家近 良樹

世界経済の見通し ～保護主義と米利上げがもたらす世界経済の混乱～

第１回 西郷隆盛の存在はなぜ日本人にとって特別なのか（全２回）

東アジアの戦争と平和 - 安全保障の常識と非常識

ＢＮＰパリバ証券㈱ 経済調査本部長 チーフエコノミスト 河野 龍太郎

大阪経済大学 特別招聘教授 家近 良樹

東京国際大学 国際戦略研究所 教授 村井 友秀

石油はどこに向かうのか

地球温暖化と異常気象

ベトナムの現状と将来の可能性 -ベトナムと日本の交流促進に向けて-

肺がん治療について

日揮株式会社 副会長 川名 浩一

一般財団法人 気象業務支援センター
地球環境・気候研究推進室長 鬼頭 昭雄

ＶＯＶ ベトナムの声放送局 東京支局 支局長 ブイ マィン フン

北里大学 北里研究所病院 呼吸器内科部長 鈴木 雄介

アメリカと中国

日中韓サミットと中国のアジア戦略
-新たな日中関係と日本企業の対中投資戦略への示唆

国際ジャーナリスト 松尾 文夫

東京財団政策研究所 主席研究員

最近の国際情勢を読み解く

日本経済の新しい見方：デフレ完全脱却への最終政策処方箋

プライベートエクイティの役割と今後の展望について

眼瞼下垂について

立命館大学 客員教授 薮中 三十二

ソシエテ・ジェネラル証券 チーフエコノミスト 会田 卓司

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 山田 和広

北里大学 北里研究所病院 形成外科部長 島倉 康人

東アジア情勢と日本の戦略

日本人のイスラーム理解のために（２）

株式会社日本総合研究所 国際戦略研究所 理事長 田中 均

東京国際大学 特命教授 国際交流研究所長 筑波大学名誉教授 塩尻 和子

最近の国際市場の動向 財政・金融を中心に

戦場ジャーナリストが見たシリア内戦

禅とマインドフルネス

白内障について

公益財団法人 国際通貨研究所 理事長 渡辺 博史

戦場ジャーナリスト 桜木 武史

臨済宗大徳寺派香林院 住職 金嶽 宗信

北里研究所病院 眼科部長 川北 哲也

時代を読む

日本人のイスラーム理解のために

時事評論家 増田 俊男

東京国際大学 特命教授 国際交流研究所長 筑波大学名誉教授 塩尻 和子

―

12月
講師

神戸大学大学院 経済学研究科・経済学部 教授 石川 雅紀

テーマ 世界経済の現状と展望

―

11月
講師

日本銀行 国際局長 中田 勝紀

テーマ トランプ大統領、弾劾の危機！？ ～米中間選挙、直前情勢分析
10月

―
講師

日本経済新聞社 上級論説委員 兼 解説委員 大石 格

テーマ 太平洋諸島をめぐる国際関係の変容と日本の役割

―

休会

9月
講師

東海大学現代教養センター 講師 黒崎 岳大

テーマ 2050年のニッポン ～構造的な課題と時代の変化にどう向き合うか～
7月
講師

みずほ総合研究所株式会社 社長 高橋 秀行

テーマ なぜドイツと中国はイスラエルに殺到し、日本は遅れているのか？
2018年（平成30年） 6月

―
講師

在独ジャーナリスト 熊谷 徹

テーマ トランプ政権がカギを握る適温経済の持続可能性

―

柯 隆

5月
講師

日本総研 調査部部長 チーフエコノミスト 牧田 健

テーマ 仮想通貨の動向と各国の対応

―

4月
講師

日本銀行 決済機構局 局長 山岡 浩巳

テーマ 明治維新１５０年の最大の脅威 －首都直下地震から始まるわが国の衰亡ー

―

3月
講師

関西大学理事・特別任命教授 関西大学社会安全研究センター長 河田 惠昭

テーマ 首都高速道路の課題と展望
2月

―

―
講師

首都高速道路株式会社 社長 宮田 年耕

「ホモ・サピエンスの歴史②」
－海に挑戦した最初の日本列島人－ （全２回）

プライベートエクイティの役割と今後の展望について

脊椎・脊髄疾患について

国立科学博物館 人類研究部 人類史研究グループ長
「３万年前の航海 徹底再現プロジェクト」代表 海部 陽介

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 山田 和広

北里大学 北里研究所病院 脊椎センター長

2018年の世界経済と市場展望

「ホモ・サピエンスの歴史①」
－その地域的多様性はなぜ生まれたのか？－ （全２回）

世界経済のメガトレンドと日本

株式会社武者リサーチ 代表 武者 陵司

国立科学博物館 人類研究部 人類史研究グループ長
「３万年前の航海 徹底再現プロジェクト」代表 海部 陽介

OECD（経済協力開発機構） 東京センター長 村上 由美子

ギリシャの今を語る

「生命と地球の歴史 ②」 ー人類の誕生と地球の未来ー（全２回）

テーマ ２０１８年世界経済、国際金融市場の展望
1月

休会
講師

公益財団法人 国際金融情報センター 顧問 加藤 隆俊

テーマ 今年の日本の政治・外交の分析と来年の展望

※降雪により５月に延期

日方 智宏

―

12月
講師

ＮＨＫ 解説委員 岩田 明子

テーマ 日本の農業の展望と農協改革の行方

身体を温め健康になる漢方湯液治療
12月に変更開催

11月
講師

千葉科学大学 大学院 教授 野村 一正

前 在ギリシャ日本国大使館 特命全権大使 西林 万寿夫

東京工業大学 地球生命研究所 特命教授 丸山 茂徳

北里大学 北里研究所病院 東洋医学総合研究所 漢方診療部 副部長 星野 卓之

アメリカ政治とメディア

「生命と地球の歴史 ①」 ー生命の誕生と進化ー（全２回）

朝日新聞編集委員（前・アメリカ総局長） 山脇 岳志

東京工業大学 地球生命研究所 特命教授 丸山 茂徳

党大会の焦点と習近平政権の行方

近代天皇制と退位問題③（全３回）

今我が国に求められていること

かくれ心不全になっていませんか？

防衛大学校 人文社会科学群 国際関係学科 准教授 佐々木智弘

放送大学 教授 明治学院大学 名誉教授 原 武史

第26代 海上幕僚長 古庄 幸一

北里大学 北里研究所病院 循環器内科部長 猪又 孝元

2017年（平成29年）
テーマ 一帯一路構想の現状と中国の対外経済政策
10月

―

―
講師

日本貿易振興機構（IDE-JETRO） 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 大西 康雄

テーマ ドイツ人は150日も休んで 何故 日本人より1.5倍効率が良いのか
9月
講師

在独ジャーナリスト 熊谷 徹

