
当本部では企業のトップ・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
ことを目的としメンバー制による朝食会形式の勉強会「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・哲学などをテーマに、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92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。貴社からのご参加を賜り
たくお願い申し上げます。

（公財）日本生産性本部 コンサルティング部 経営開発センター主催

第92期「トップ・エグゼクティブ朝食会」

2022年4月13日（水）

「成長戦略としてのパーパス経営～『意義化』する経済とその先～」
武蔵野美術大学 クリエイティブイノベーション学科 教授 岩嵜 博論 氏

【開催日程】 ２０２２年４月～２０２２年９月（全６回 毎回 ８：００～９：４５）

【参加対象】 企業の経営者・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 （～8:25）→ 講演（～9:25） → 質疑応答等（～9:45）

2022年5月18日（水）

「五輪後の中国と今後の日中関係」
株式会社日本総合研究所 調査部 上席理事 呉 軍華 氏

2022年6月8日（水）

「逆境への向き合い方
～メガネスーパー再生を実現した組織・人材戦略～」

株式会社ビジョナリーホールディングス 代表取締役社長 星﨑 尚彦 氏

2022年7月20日（水）

「ポストコロナの世界における日本の役割～協力と均衡の地政学～」
独立行政法人 国際協力機構(JICA) 理事長 北岡 伸一 氏

2022年8月10日（水）

「藝術と文化の未来」
東京藝術大学名誉教授 宮田 亮平 氏

第９２期 プログラム

2022年9月7日（水）

「脱炭素社会・経済を目指して ～リコーの挑戦～」
株式会社リコー 代表取締役 社長執行役員 山下 良則 氏

（日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）共同代表）



【4月例会】2022年4月13日（水）

「成長戦略としてのパーパス経営 ～『意義化』する経済とその先～」
武蔵野美術大学 クリエイティブイノベーション学科 教授 岩嵜 博論 氏

社会課題の多様化・グローバル化やステークホルダーの意識の変化などを背景に、企業に

とっての「そもそも何のためにビジネスを行うのか」という根幹を改めて見直す機会が到来し
つつあります。”経営とデザイン”を視座として、研究・教育から実際のビジネスに至るまで
幅広く活躍されている岩嵜様より、国内外の動向や企業事例を交えたお話を伺います。

第９２期 プログラム詳細

【5月例会】2022年5月18日（水）

「五輪後の中国と今後の日中関係」
株式会社日本総合研究所 調査部 上席理事 呉 軍華 氏

２０２２年も北京五輪や中共党大会も実施される中国からは目が離せない状況です。米国と
の対立も経済面を中心にさらに激化すると予想されております。新型コロナウイルスへの対応
でも独自路線を行く中国が２０２２年はどのような方向に進むのか、経済面を中心に専門家
である呉様にお話を伺います。

【6月例会】2022年 6月8日（水）

「逆境への向き合い方 ～メガネスーパー再生を実現した組織・人材戦略～」
株式会社ビジョナリーホールディングス 代表取締役社長 星﨑 尚彦 氏

メガネスーパーでは経営危機に陥っていましたが星崎氏の改革により、経営再建に成功しまし
た。全部門横断の「アクション会議」、有志を募って全国の店舗をめぐり改善活動をするキャ
ラバン隊など様々な取組みを通し安売り競争を脱し、「戦う集団」へと変化を遂げた実践事例
についてお話をいただきます。

【7月例会】2022年7月20日（水）

「ポストコロナの世界における日本の役割 ～協力と均衡の地政学～」
独立行政法人 国際協力機構 理事長 北岡 伸一 氏

新型コロナウイルスの感染拡大により、権威主義的な体制が台頭する一方、民主主義への信頼
が低下するなど、世界的な構造的変化が顕著にあらわれています。JICAでは、開発途上国との
対話を通じ、持続可能性、包摂性、強靭性を伴う経済社会づくり、インフラ整備の協力にも努
められております。世界から求められる日本の役割も含めて、お話をいただきます。

【8月例会】2022年8月10日（水）

「藝術と文化の未来」
東京藝術大学名誉教授 宮田 亮平 氏

昨今，国内外の諸情勢は急速な変化を続け，文化芸術を取り巻く情勢にも大きな影響を与え
ています。また、東京五輪では、世界に日本の文化藝術を示す機会になり、振興の大きなチ
ャンスとなりました。文化庁長官、東京藝術大学学長も務められた宮田氏に今後の展望を伺
います。

【9月例会】2022年9月７日（水）

「脱炭素社会・経済を目指して ～リコーの挑戦～」
株式会社リコー 代表取締役 社長執行役員 山下 良則 氏

株式会社リコーでは気候変動対策や再生可能エネルギーの推進等、脱炭素社会に向けた様々
な取り組みを実施し、特に気候変動対策に於いては国際レベルの水準目標を設定しています。
国際的な環境調査・情報開示を行う非営利団体であるCDPから「気候変動Aリスト」企業に継
続認定もされており、日本に於いては特に先進的な取り組みをされております。社長である
山下氏より取り組みの概要や脱炭素社会に向けたリコーが目指すビジョンを伺います。

※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91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91期） 計33社、35名

アイデム 朝日エティック インフォマティクス ウチダシステムズ オエノンホールディングス

共同カイテック 高研 サイバネットシステム 三祐コンサルタンツ ＪＣＵ ＪＳＯＬ 全国労働者共

済生活協同組合連合会 タツノ 谷沢製作所 大和ライフネクスト 千代田グラビヤ 帝人 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 乃村工藝社 ヒロセ電機 ビジネスエンジニアリング 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

■近年ご登壇者■ ※肩書は登壇時

テルモ 代表取締役社長CEO 佐藤 慎次郎 氏
東レ 代表取締役社長 日覺 昭廣 氏
JFEホールディングス 特別顧問 數土 文夫 氏
富士ﾌｲﾙﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役会長 古森 重隆 氏
日本アイ・ビー・エム 名誉相談役 橋本 孝之 氏
ロイヤルホールディングス 代表取締役会長 菊地 唯夫 氏

東京大学 名誉教授 御厨 貴 氏
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 氏
国際協力銀行 代表取締役総裁 前田 匡史 氏
日本創生会議座長／元総務大臣 増田 寛也 氏

【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]
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、翌月の「経済情勢懇話会」（昼食会）または「経営ﾋﾞｼﾞｮﾝ構想懇話会」
（朝食会）の会合に、ご本人に限り翌月に振替参加（1回）が可能です。

[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93期2022年10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。

国際医療福祉大学 大学院 教授 高橋 泰 氏
京都大学大学院 工学研究科 教授 藤井 聡 氏
津田塾大学 総合政策学部 教授・哲学者 萱野 稔人氏
KDDI総合研究所 代表取締役所長 中島 康之 氏
富士通 チーフデジタルエコノミスト 金 堅敏 氏
中島経営法律事務所 代表弁護士 中島 茂 氏

メディアアーティスト 落合 陽一氏
元・陸上選手 為末 大 氏
日本大学 教授 水野 和夫 氏
曹洞宗 住職 多摩美術大学 教授 枡野 俊明 氏
東京大学 史料編纂所 教授 本郷 和人 氏



公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部 経営開発センター

トップ・エグゼクティブ朝食会 事務局

担当：松沢・茨木（プログラム内容に関する問合せ）

松尾（お申し込み・ご請求に関する問合せ）

TEL：03-3511-4031  FAX：03-3511-4056  E-mail：mgr-forum@jpc-net.jp

〒102-8643 東京都千代田区平河町2-13-12

生産性本部 トップ朝食会 検索

第9２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：03-3511-4031
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
【FAX】

０３－３５１１－４０５６

【お問い合わせ】


