
当財団では企業のトップ・エグゼクティブを対象に、経営の意思決定にお役立ていた
だくことを目的としたメンバー制による朝食勉強会「トップ・エグゼクティブ朝食会」を
1976年以来、毎月一回開催しております。経営・経済情勢・国際情勢・先端技術・
文化・教養などをテーマに、各界の第一人者をお招きしてご講演をいただいております。
第93期を迎える本会について、下記の通りご案内申し上げます。貴殿のご参加を心より
お待ちしております。

（公財）日本生産性本部 総合アカデミー 主催

第93期「トップ・エグゼクティブ朝食会」

2022年10月５日（水）

「2022年米国中間選挙とバイデン政権の今後」

上智大学 総合グローバル学部 学部長 教授 前嶋 和弘 氏

2022年11月９日（水）

「『新しい資本主義』のアカウンティング ～令和版所得倍増計画を目指して」

早稲田大学 教授 スズキ トモ 氏

2023年１月25日（水）

「日本経済と金融財政政策の展望」

公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員 早川 英男 氏

2023年２月８日（水）

「挑戦が未来を切り開く」
OnBoard株式会社 共同創業者 代表取締役 CEO 

日本・NY州・CA州弁護士 ／ 元大津市長

越 直美 氏

第９３期 プログラム

2023年３月８日（水）

「世界を目指す究極のチームワーク」
教育・スポーツコメンテーター／元 女子アーティスティックスイミング 日本代表選手

武田 美保 氏

【開催日程】 ２０２２年１０月～２０２３年３月（全６回 毎回 ８：００～９：４５）

【参加対象】 企業/組織の経営者・経営幹部・経営幹部候補の方

【会 場】 帝国ホテル東京 宴会場（東京メトロ・日比谷駅下車）

※各例会はオンライン（ZOOM）にて同時配信

【進 行】 朝食懇談 （8:00～8:25）→ 講演（8:25～9:25） → 質疑応答等（9:25～9:45）

2022年12月21日（水）

「しなやかで強い組織の作り方 ～マネジメントイノベーションのすすめ」
大学院大学至善館 専任教授／NPO法人NELIS 代表理事

ピーター D.ピーダーセン 氏



【10月例会】2022年 10月5日（水）

「2022年米国中間選挙とバイデン政権の今後」
上智大学 総合グローバル学部 学部長 教授 前嶋 和弘 氏

2022年11月に実施される米国中間選挙では、ウクライナ危機をはじめ分断・混迷の様相を
呈する国際関係、経済・金融政策の今後の展開やコロナ禍への対応といった点に注目が
集まっており、バイデン大統領の国内政治基盤にも大きな影響を及ぼします。米国の現代
政治外交が専門の前嶋氏より、中間選挙の見通しやバイデン政権の評価、展望等を伺います。

第９３期 プログラム詳細

【11月例会】2022年 11月9日（水）

「『新しい資本主義』のアカウンティング ～令和版所得倍増計画を目指して」
早稲田大学 教授 スズキ トモ 氏

2019年の米経済団体ビジネス・ラウンドテーブルが発表した「ステークホルダー資

本主義の実現」に係る声明や、岸田政権における「新しい資本主義」政策など、今
世界で資本主義のあり方が問われています。日本企業にとって持続可能な成長のため
の新たな経営・経済モデルの本質について、スズキトモ氏にお話しいただきます。

【12月例会】2022年 12月21日（水）

「しなやかで強い組織の作り方 ～マネジメントイノベーションのすすめ」
大学院大学至善館 専任教授／NPO法人NELIS 代表理事

ピーター D.ピーダーセン 氏

VUCAの時代における経営や組織マネジメントにおいて、しなやかで強くレジリエンスの
高い人間集団づくりが求められます。日本的組織の強みと課題を踏まえ、環境に適応した最
強な組織づくりの原理原則や実践方法など、組織変革の本質を伺います。

【1月例会】2023年1月25日（水）

「日本経済と金融財政政策の展望」
公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員 早川 英男 氏

コロナ禍による大規模な財政出動や、長年続いた量的金融緩和政策の見直しの動き、ウク
ライナ情勢をはじめとする国際関係など、様々なマクロ的要因が日本経済に影響を及ぼして
います。国内外における今後の経済情勢の見通しや念頭に置いておくべきポイント、日本
経済をめぐる課題等について、2023年のスタートに展望を把握してまいります。

【2月例会】2023年 2月8日（水）

「挑戦が未来を切り開く」
OnBoard株式会社 共同創業者 代表取締役 CEO ／ 弁護士 ／ 元大津市長

越 直美 氏

司法試験、米国ハーバードロースクール留学、史上最年少（当時）での女性市長就任、
そして今は経営者と、異色の経歴に表されるように数々の挑戦を乗り越えてこられてきた
越氏。歩んできた道の中で大切にされていた信念やこれからの取組み等について伺います。

【3月例会】2023年3月8日（水）

「世界を目指す究極のチームワーク」
教育・スポーツコメンテーター／元 女子アーティスティックスイミング 日本代表選手

武田 美保 氏

アーティスティックスイミングで銀・銅・合わせて5つのオリンピックメダルを獲得した
武田美保氏。世界最高の舞台で実力を発揮する為に実践してきたリーダーシップ、チーム
ワーク等について、ご自身の経験を踏まえてお話しいただきます。

※プログラム内容および日程は都合により変更となる場合もございます。



【参加者役職構成】 （第92期）

社長・会長：70％ 取締役・執行役員：18％ 顧問・相談役：6％ 本部長・部長等：6％

【ご参加企業】（第92期） 計35社、37名

アイデム、インフォマティクス、ウチダシステムズ、ＮＴＴドコモ、荏原実業、オエノンホールディン
グス、共同カイテック、共立電気計器、高研、三祐コンサルタンツ、ＪＳＯＬ、ＪＣＵ、全国労働者共
済生活協同組合連合会、タツノ、谷沢製作所、千代田グラビヤ、帝人、ディックソリューションエンジ
ニアリング、電源開発、東急セキュリティ、東京海上日動火災保険、東京ガスｉネット、戸田建設、ト
ヨタモビリティパーツ、ニチレイ、日本原子力防護システム、乃村工藝社、ビジネスエンジニアリング、
ヒロセ電機、富国生命保険、フロンティア、ミクニ、ミツウロコグループホールディングス、ヤマト
ホールディングス、ユーテック

【申込要項】
[お申込み]

参加費（税込）：賛助会員 154,000円 一般 176,000円 ※食事代、資料代を含みます。

●複数名同時参加割引●
同一組織より2名以上の方にご参加いただける場合、2人目以降は特別価格（22,000円引き）にて
ご参加いただけます。

申込方法：ウェブサイトまたは申込書に必要事項をご記入の上、事務局までお送りください。

（次ページご参照）

※会期途中のご入会もお受けしております。参加費はご入会月含めご参加月数にて按分した金額となります。

[例会当日のご案内]
ご連絡担当者様に毎月、事前にお送りいたします。

[ご欠席について]
会員ご本人様のご都合がつかない場合は代理出席が可能です。
ご欠席の場合は、翌月または翌々月の「経済情勢懇話会※」(昼食会)の例会に、ご本人に
限り翌月に振替参加（1回）が可能です。※当財団主催の別の経営幹部向け勉強会です

[ご継続について]
お申込みをいただきましたお客様におかれましては、次期（第94期2023年4月開講）
以降、退会のお申し出がない場合、自動継続のお手続きをさせていただきます。

[賛助会員制度について]
ご法人向け賛助会員制度がございます。日本生産性本部の諸活動にご賛同いただき会員に
ご入会いただけますと参加費割引などの特典がございます。詳細は会員サービスセンター

（03-3511-4026）へお問合せ下さい。

例会の様子（円卓形式） 例会の様子（スクール形式）

※現在は新型コロナウィ
ルス感染拡大予防とし
て、スクール型式で実
施しております。感染
状況を踏まえ、円卓で
の実施に切り替えて開
催いたします。



公益財団法人日本生産性本部 総合アカデミー トップセミナーグループ

トップ・エグゼクティブ朝食会事務局 担当：中村和希・尾崎

TEL：03-5511-2028  FAX：03-5511-2022 

E-mail：mgr-forum@jpc-net.jp

〒102-8643 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー５階

生産性本部 トップ朝食会 検索

第93期 トップ・エグゼクティブ朝食会
〔参 加 申 込 書〕

２０２２年 月 日

※ 個人情報の取扱いについて

公益財団法人日本生産性本部では、皆様の個人情報を以下のように取り扱います。お申込者とご参加者が異なる場合は、ご参加者の
同意もいただいた上で、お申し込みください。同意いただけない場合は、適切なサービスを受けられない場合がございます。
同意いただいた後でも個別に不同意の表明をすることが可能です。

①利用目的
・本セミナーに関する資料作成、連絡、事前資料等の配布、開催当日での使用
・イベント・セミナーの開催情報のご案内
②特にお申し出がない限り通常業務の必要な範囲（講師またはセミナー参加者への参加者名簿の配布）において第三者に

提供することがあります。
③本セミナーの事業運営、開催当日の受付、次回の案内状送付のため、業務の一部を委託しております。

委託先に対しては適切な管理・監督を行っております。
④今回取得する個人情報について、開示、訂正、削除、利用停止等を求めることが可能です。以下までご連絡ください。

公益財団法人日本生産性本部 経営開発センター「トップ・エグゼクティブ朝食会」事務局：03-5511-2028
または、個人情報保護担当窓口（℡:03-3511-4028）

公益財団法人 日本生産性本部
個人情報保護管理者 総務部長

貴 社 名

所 在 地

〒

ご 参 加 者 ①

ふりがな

ご所属

役 職

E-mail：様

ご 参 加 者 ②

ふりがな

ご所属

役 職

E-mail：様

ご 連 絡

担 当 者

ふりがな

ご所属

役 職

E-mail：様

ご 連 絡 先
TEL： FAX：

参 加 費
（税 込）

いずれかに 印をおつけください

□ 賛助会員154,000円 □ 一般の方 176,000円

ウェブサイトからの
お申込みがスムーズです

【お問い合わせ】

E-mail：mgr-forum@jpc-net.jp   FAX：03-5511-2022


