


1 組合活動にお役立ていただくため、社会経済、政治の
最新動向から職場や働く人たちに寄り添ったテーマ
まで幅広く扱い、第一線で活躍する専門家を招聘

遠方の方、移動が難しい時でも
ご参加いただけるよう、ハイブリッド開催を実施

組合活動にお役立ていただけるよう
講演内容の講演要旨を配布

2
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対象

会場

参加費

開催期間 ２０２３年4月～２０２３年９月の６回（通例毎月１回）
１２：００～１４：１０（昼食時間を含む）

ホテルグランドヒル市ヶ谷 （会場詳細・最終頁参照） ※場合によって変更の可能性あり

第９１期 開催日程（予定）

４
月
例
会

４／24
（月）

「若手社員とのコミュニケーション～効果的な育成に向けて～」

ラーニングエンタテイメント 代表取締役 阿部 淳一郎 氏

５
月
例
会

５／23
（火）

「失業なき労働移動を目指して～組織内労働移動を促進するリスキリングの仕組み～」

一般社団法人 ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 後藤 宗明 氏

６
月
例
会

６／29
（木）

「ライフデザインの変化～未婚化、晩婚化がもたらす影響～」

ニッセイ基礎研究所 生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子（かなこ） 氏

企業別及び産業別の労働組合幹部の方

（お一人様分：資料代・昼食費・消費税含む）

当本部賛助会員

一般

１３０，９００円

１４６，３００円

VUCA(予測不可能な)時代と呼ばれる昨今、

労働組合に対する期待がより一層高まっています。

労働組合幹部の皆様にとって、社会経済、政治の動向や職場の課題などを

いち早く察知し、組合活動に活かしていくことが重要になっています。



「労働組合の次世代リーダーに向けてのエール」 元財務大臣
城島 光力 氏

「病気治療と会社生活の両立」 東レ経営研究所
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長
宮原 淳二 氏

「参院選の動向と今後の国政」 毎日新聞社 専門編集委員
与良 正男 氏

「ジョブ型をめぐる誤解と真実」 明治大学 経営学部 准教授
山崎 憲 氏

「実質賃金に対する誤解」 第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト
永濱 利廣 氏

「岐路に立つグローバル経済下での
新たな日本の成長戦略」

財団法人日本総合研究所 会長
多摩大学 学長
三井物産戦略研究所 会長
寺島 実郎 氏

「これからの社会保障のグランドデザイン
～社会保障・税一体改革の議論を踏まえ」

慶應義塾大学 経済学部 教授
駒村 康平 氏

「震災の影響と今後の経済展望」 みずほ証券
チーフマーケットエコノミスト
上野 秦也 氏

「高年齢者雇用と法対応-改正高年法のポイントと
実務上の留意点-」

成蹊大学 法学部 教授
原 昌登 氏

「同一労働同一賃金の推進と労使の課題」 東京大学 社会科学研究所 教授
水町 勇一郎 氏

「米中貿易摩擦と世界経済」 みずほ総合研究所 市場調査部 主任エコノミスト
井上 淳 氏

「独裁者の最強スピーチ術
～優れた演説に共通する『人を動かす黄金律』～」

湘南ストーリーブランディング研究所 代表
川上 徹也 氏

「文字を読ませる力 文字で伝える力」 小学館 児童・学習編集局
読売KODOMO新聞 編集長
阿部 活 氏

「孫子とビジネス戦略～成功し続けるリーダー、
企業は何を考えているのか～」

作家
守屋 淳 氏

「『ノー』を『イエス』に変える技術～伝え方が９割～」 ウゴカス 伝え方講師
高橋 伊津美 氏

※登壇当時のお役職を掲載させていただいております



【方法１】
日本⽣産性本部ウェブサイトまたはQRコードからお申込みください。

https://www.jpc-net.jp/

→ホーム画面・上部タブの「研修・セミナー」

→「労組幹部政策懇話会」を検索

【方法２】
下記の「参加申込書」に必要事項をご記⼊の上、FAXをお送りください。

当本部では、皆様の個⼈情報を以下のように取扱います。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 ・『労組幹部政策懇話会』に関する各種連絡・資料（名簿等）作成のため。 ・『労組幹部政策懇話会』の参加者同⼠の交流活動に使用するため。 ・当本部のホームページ、パンフレット等への掲載（以下、広報活
動という）のため。 ・当本部主催のシンポジウム・セミナー・メールマガジン等のご案内をDMの他、取得したEメールにてご案内するため。 ・取得した閲覧履歴、セミナーの参加情報等の情報を分析し、当本部のそ
のほかのサービスに関するマーケティング活動に利用するため。 ２．写真などの利用︓『労組幹部政策懇話会』の例会中に撮影した写真は、本⼈が特定されないかたちで、広報活動に使用する可能性があります。 ３．
第三者提供について︓『労組幹部政策懇話会』の事業実施に関して必要な範囲で参加者名簿等の資料を作成し、当⽇講師、参加者等の関係者に限り配布させていただきます。但し、前述の場合および法令に基づく場合
などを除き、個⼈情報を第三者に開⽰、提供することはありません。４．業務委託について︓取得した個⼈情報は、業務の外部委託先に提供することがありますが、委託先にはご本⼈へのサービス提供に必要な個⼈情
報だけを開⽰し、サービス提供以外に使用させることはありません。当本部の選定基準に基づき、委託先を選定し、契約により個⼈情報の保護を徹底すると共に、委託先に対して適切な管理・監督を⾏います５．安全
管理︓当本部は、個⼈情報の取扱に関する責任者を設置するとともに、個⼈情報を取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個⼈情報の範囲を明確化し、法や取扱規定に違反している事実または兆候を把握した場合の
責任者への報告連絡体制を整備し、運用いたします。６．ご本⼈の権利︓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。 連絡先︓公益財団法⼈⽇
本⽣産性本部（労組幹部政策懇話会事務局）︓03-3511-4006 責任者︓公益財団法⼈⽇本⽣産性本部個⼈情報保護責任者総務部⻑ ７．本案内記載事項の無断転載をお断りします。

１．視聴環境
本サービスをご視聴いただくためには以下の視聴環境が必要です。必ず視聴確認ページで視聴可能であることをご確認の上お申込みください。
●PC の場合 OS およびブラウザ
︓Windows8以降（Internet Explorer、 Firefox、 Chrome、 Safari5+）
︓Mac OS X 以降（Safari5+、 Firefox、 Chrome）
︓Linux（ Firefox、Chrome）

※ブラウザーについては、Google Chrome を推奨します。
●スマートフォンなどモバイルの場合
・専用アプリケーション「Zoom Meetings」のインストールが必要です。アプリを起動し「ミーティングに参加」をタップ後、ご案内メールに記載された9ケタのミーティングID と名前を入力し、「ミーティングに
参加」をタップしてください。
２．免責事項
(1) 今般ご提供するZOOM ウェビナー（以下「本ウェビナー」といいます。）にかかる映像、画像、テキスト、音声又は関連資料等のコンテンツの全部又は一部（以下「本コンテンツ」といいます。）に関する著作
権は、講演者、公益財団法⼈⽇本⽣産性本部（以下「本部」といいます）、その他の著作権者（以下総称して「著作権者」といいます。）に帰属します。
(2) 本コンテンツは、本ウェビナー視聴用途のみにてご利用ください。
(3) 本コンテンツの複製（ダウンロードのほか、静⽌画でのキャプチャ取得等を含みますが、これに限られません。以下同じ。）、上映、公衆送信（送信 可能化を含みますがこれに限られません。以下同じ。）、展
⽰、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等は、目的の如何を問わず、お断りさせていただきます。
(4) 本コンテンツを、著作権者の許諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展⽰、頒布、譲渡、貸与、翻案、翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害する⾏為であり、その利用者は、刑事責任を問われる可能性が
あります。また、これらの⾏為は、講演者等の肖像権等を侵害する⾏為でもあります。
(5) お客様がご使用のPC 環境、インターネット回線、配信プラットフォームの状況等が視聴環境を満たしているかご確認ください。かかる環境次第では、本コンテンツの映像が途切れ又は⽌する等、正常に視聴でき
ないことがあります。なお、本部は、ご視聴にあたっての技術的なお問い合わせにつきましてはご回答いたしかねます。
(6) 本ウェビナーに関するサービス（以下「本サービス」といいます。）の提供についての法律関係及び派⽣する権利義務は、⽇本国の法律に準拠します。
(7) 本サービスの提供についての法律関係及び派⽣する権利義務については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第1審の合意管轄裁判所とします。
３．ご利用条件
(1) 本ウェビナーにて提供される情報については、お客様自身の判断、責任においてご使用ください。本ウェビナーでの提供情報に関連して、お客様等が不利益等を被る事態が⽣じたとしても、本部及び講演者は一切
の責任を負いませんので、ご了承ください。
(2) 本部は、相当と判断する場合には、本サービスの提供を予告なく打ち切ることがあります。

（公財）日本生産性本部 生産性運動基盤センター

担当：中川・黒沼〒102-8643 東京都千代田区平河町2-13-12
お問い合わせ

TEL 03(3511)4006

E-mail slr-info@jpc-net.jp

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 4-1
TEL: 03-3268-0111

ホテル
グランドヒル市ヶ谷

●JR 中央・総武線
「市ヶ谷駅」徒歩3分

●都営新宿線
「市ヶ谷駅」
4番出口より徒歩3分

●東京メトロ有楽町線
南北線「市ヶ谷駅」
7番出口より徒歩3分

労組幹部政策懇話会 FAXによるお申込み 03(3511)4048

参加者氏名
（フリガナ）

企業・団体名
（フリガナ） ○をつけてください

賛助会員・一般

お役職

お申込み期間 第９１期（２０２３年４月～９月）

所在地
（〒 ー ）

ご連絡先 TEL （ ） FAX （ ）

ご連絡担当者
（フリガナ）

（氏名） （ご所属）

E-mail

その他、ご希望・お問い合わせがございましたら、こちらにご記入ください

参加者及び連絡担当者が上記の「個⼈情報の取り扱いについて」に同意した上で申込みます

https://www.jpc-net.jp/

