
  

 

 
 

第６６期「経済情勢懇話会」のご案内 
トップマネジメントのための昼食会形式の月例セミナー 

 経済情勢懇話会はわが国を取り巻く経済・社会の情勢を広い視点から研究し、経営のご判断や

指針構築にお役立て頂く事を目的に開催いたしております。 

 第６６期を迎える懇話会を下記の通りご案内申し上げますので、この機会に貴社からのご参加、

ご派遣を是非とも賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

１月例会 １月２１日(火) 

 「2020年 世界と日本経済の課題と展望」 
独立行政法人 経済産業研究所 理事長 中島 厚志 氏 

２月例会 ２月２０日(木) 

 「朝鮮半島の未来と日本」 
      ～ 米韓同盟消滅？ ～ 
                                     コリアレポート・韓国評論家   辺 真一 氏 

３月例会 ３月１８日(水) 

 「イノベーションの実践と経営者の役割」 
元日本精工（株）取締役代表執行役 副社長 町田 尚 氏 

４月例会 ４月２１日(火)   

 「生産性を向上させる新しい働き方と組織・人事の変革」 

 （株）日本総合研究所 副理事長 山田 久 氏 

５月例会 ５月１２日(火)  

 「バックキャスト思考とその実践」 
      ～ 未来から考える ～  

                               東京都市大学 環境学部 教授 古川 柳蔵氏 

６月例会 ６月１６日(火)  

 「論語と韓非子に学ぶ成功する組織の条件」 
                  作家・中国古典研究家  守屋 淳氏  

   

【開催日程】 ２０２０年１月～６月（毎回１２：２０～１４：００） 

【参加対象】 企業の経営者・経営幹部 

【会  場】 パレスホテル（東京・大手町） 

【運営要領】 昼食懇談 → 講演 → 質疑応答の順で進めます。 

 

公益財団法人 日本生産性本部 



  

第６６期「経済情勢懇話会」プログラム  

１月例会： 

１月２１日(火) 「2020年 世界と日本経済の課題と展望」 
独立行政法人 経済産業研究所 理事長 中島 厚志 氏 

 終わり見えない米中貿易戦争、中東情勢の不安定による石油価格上昇、消費税の引きげによる
消費落ち込み等、世界、わが国経済の先行きは不透明にあります。20年の景気動向について伺い
ます。 

 

２月例会： 
２月２０日(木) 「朝鮮半島の未来と日本」 

コリアレポート・韓国評論家   辺 真一 氏  

北朝鮮の核問題の深刻化、韓国経済の落ち込み、文政権の反日政策、GSOMIA破棄、在韓米軍の
撤退、米韓同盟の先行き不安定、南北統一問題など、朝鮮半島をめぐる情勢は不安定にあります。
朝鮮半島の今後と、米韓同盟の行方、北朝鮮、韓国の対日政策と日本の対応について伺います。 

 

３月例会： 

３月１８日(木) 「イノベーションの実践と経営者の役割」 
元日本精工（株）取締役代表執行役 副社長 町田 尚 氏 

  企業経営にとってイノベーションは重要ですが、問題はどう実践していけばいいのか？企業の
中でイノベーションを実践するとはどういうことなのか？どうすれば円滑に進むのか？企業で研
究者として長年イノベーションを実践され、技術のマネジメントしてきた氏に伺います。

 

４月例会：      

４月２１日(火) 「生産性を向上させる新しい働き方と組織・人事の変革」 

（株）日本総合研究所 副理事長 山田 久 氏 

   政府の働き方改革が進む中、企業の中で働き方改革を進めながらどう生産性向上を図るのかが
大きな経営課題となっています。生産人口の減少が進むなか、新しい働き方と組織・人事をどう
変えればいいのか？他社の事例とともに今後の課題と展望について伺います。 

 

５月例会： 

５月１２日(火) 「バックキャスト思考とその実践」 
東京都市大学 環境学部 教授 古川 柳蔵 氏 

バックキャスト思考は、例えば、「20年後のライフスタイルを考える」問題を考える思考法で、
「制約を明確にして、あるべき環境・未来像をデザインし、そこにいきつくための課題や方策を  
考える思考法」と言われます。そのポイントと企業で活用する方法について考えます。 

 

６月例会：  

６月１６日(火)  「論語と韓非子に学ぶ成功する組織の条件」 
作家・中国古典研究家  守屋 淳氏 

 論語は、人を信用しないと良き組織は作れない、一方韓非子は、人は信用できないから人を裏
切らせない仕組みを作らないと機能する組織など作れないと言います。中国の古典を踏まえて、
現代の組織問題、人をどう見るかについて考えます。 

 

 
 



  

■ご参加者のお役職（構成）：会長・社長（７０％）・役員（2５％）・支社長・事業部長（５％） 

■ご参加企業（実績） 

 
株式会社 ＩＨＩ 株式会社 静岡銀行 富士ゼロックス 株式会社 

朝日エティック 株式会社 常磐共同火力 株式会社 日本リック 株式会社 

岩谷産業 株式会社 （株） 杉孝グループホールディングス 株式会社 ニラク 

上村工業 株式会社 綜研化学 株式会社 株式会社 日立物流 

株式会社 ウッドワン 大三紙業 株式会社 羽野水産 株式会社 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア （株） 鉄道情報システム 株式会社 久光製薬 株式会社 

オーエス 株式会社 株式会社 横浜スカイビル 株式会社 日立国際電気 

北日本電線 株式会社 株式会社 東海理化 藤倉化成 株式会社 

倉茂電工 株式会社 東京地下鉄 株式会社 株式会社 三井物産戦略研究所 

恵和 株式会社 東日印刷 株式会社 三菱鉛筆 株式会社 

（株） サンプラザコーポレーション ドコモ・システムズ 株式会社 株式会社 メディカルプラネット 

三洋貿易 株式会社 トッパン・フォームズ・オペレーション（株） 株式会社 ヤマト 

株式会社 ジェイテクト トヨタモビリティ東京 株式会社 株式会社 ヨコタエンタープライズ 

株式会社 ＪＰビジネスサービス 名古屋木材 株式会社  株式会社 リンクレア 

ジェコス 株式会社 株式会社 日陸 ほか 

四国旅客鉄道 株式会社 株式会社 ニチレイバイオサイエンス 
 

株式会社 野田市電子 日本ゼオン 株式会社 
 

 

〔申込要領〕 

参加費（１名）：当本部賛助会員 １４３，０００円、一般 １６５,０００円 

★ 次ページの申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい。例会ご案内と請求書を送付致します｡ 

★ 消費税10%を参加費に含めております。 

※お二人目以降の割引について 

貴社よりお二人以上、同懇話会にご参加頂ける場合、お二人目以降は特別価格(上記参加費用

の２万円引き)にてご参加頂けます。 

＜ご参加にあたり＞ 

  例会のご案内は毎回事前にご連絡担当者様にお送りいたします。 

  ご本人のご都合がつかない回は、代理出席も可能です。 

  ご欠席の場合、翌月開催の以下の会合にご本人さまに限り1回 振り替え参加いただけます。 

  「企業経営懇話会（昼食会）」「経営ビジョン構想懇話会（朝食会）」「トップエグゼグティブ朝食会（朝食会）」 

■本申込みをいただきましたお客様におかれましては、次期（67期2020年7月開講）以降、各期のプログラム、ご継続のご依頼・

ご案内にて、ご退会のお申し出がない場合、本申込みによりご継続のお手続きをさせていただきます。（自動継続） 

 



  

ＦＡＸ ０３－３５１１－４０５６ 

第６６期 経済情勢懇話会 
〔参 加 申 込 書〕 

・参加者及び連絡担当者が下記の「個人情報の取扱いについて」に同意した上で申し込みます。 

２０１９年  月  日 

■本件担当 

 

 

 

 

※ 個人情報の取扱いについて  
１.参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。なお、当本部

個人情報保護方針の内容については、当本部ホームページ（http://www.jpc-net.or.jp/）をご参照願います。参加されるご本人、ご派遣責任

者の皆様におかれましては、内容をご確認、ご理解の上、お申込いただきますようお願いいたします。 

２.個人情報は、当セミナーの事業実施に関わる参加者名簿等の資料等の作成、ならびに当本部が主催･実施する各事業におけるサービス提供
や事業のご案内のために利用させていただきます。 

３.当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.案内状や参加証、テキストの送付などを外部に委託することがありますが、委託先にはご本人、ご連絡担当者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。 

５.ご本人からの求めにより、開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止
に応じます。この件については、総務部個人情報保護担当窓口（℡:03-3511-4028）までお問い合わせください。 

６.お申込書に個人情報を記入するかどうかはご本人の自由です。ただし、必要な個人情報が不足していた場合は、当本部からのサービスの全部、
または一部が受けられないことがあることをご了承願います。 

７.本案内記載事項の無断転載をお断りいたします。 

 

 

貴社名  賛助会員  ・  一  般 （○をおつけください） 

ご参加者氏名 ご参加者ご所属・お役職 

（ ふ り が な ） 

 

                         様 

 

参加者へ

の連絡先 

所在地 
〒 

 

ご担当者のお名前 ご所属・お役職 

（ ふ り が な ） 

 

様 

 

TEL                 FAX 

E-mail 

参 加 費 □ 賛助 １４３，０００円      □ 一般 １６５，０００円 

（公財）日本生産性本部 グローバルマネジメントセンター 経営開発ユニット 

   担当：尾崎（お申し込み・ご請求に関する問合せ）／佐藤・高柳 （プログラム内容に関する問合せ） 

住所：〒１０２-８６４３ 東京都千代田区平河町２-１３-１２ 
ＴＥＬ：０３-３５１１-４０３１    ＦＡＸ：０３-３５１１-４０５６ 

http://www.jpc-sed.or.jp/

