産業界労使トップの皆様に
政治・経済の内外最新情報をご提供します

第４３期 開催のご案内
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開催期間 ２０１７年４月～２０１７年９月(毎月１回)
開催時間 ８時００分～９時３０分(朝食会)
会

場 帝国ホテル東京

企画・運営

公益財団法人

日本生産性本部

～経済界・労働界の針路を示す羅針盤として
～経済界・労働界の針路を示す羅針盤として２２年
トップ・マネジメントに不可欠な
トップ・マネジメントに不可欠な内外
内外最新情報をご提供します～
最新情報をご提供します～
昨年の世界情勢は、イギリスのＥＵ離脱やアメリカ大統領選の結果など、大
方の予想を覆す動きが見られ、本年もフランス大統領選が迫るなど、
方の予想を覆す動きが見られ、本年もフランス大統領選が迫るなど、不透明感
不透明感
が増々強まっています。一方、国内に眼を転じますと、長期政権の下、
が増々強まっています。一方、国内に眼を転じますと、 長期政権の下、完全
完全雇
用に近い状況が続いているものの、
に近い状況が続いているものの、回復しない
回復しない個人消費、人手不足の中での「働
き方改革」、低い出生率など、わが国のあり方を中・長期的に考えた場合に、以
前未着手の重要なテーマが数多く残されていることも確かです。
こうした状況の中、わが国の産業界は、急速に変化し続ける世界の中で成長
を続けるために、迅速かつ的確な経営判断が常に求められています。そのため
には、企業・労働組合のトップリーダーの皆様が、内外の最新情報（政治、経
済、社会等）をいち早く取り入れることがますます重要になっています。
このような認識のもと、
は、企業経営や組織運営
業経営や組織運営
「モーニング・フォーラム」
「モーニング・フォーラム」は、企
の舵取りを担う皆様に、経営戦略の策定や日々の
の舵取りを担う皆様に、経営戦略の策定や日々の判断に不可欠な国内外の最新
判断に不可欠な国内外の最新
情報を
情報をお届けすることを目的に、第４
することを目的に、第４
することを目的に、第４３期を開催することとなりました
期を開催することとなりました
期を開催することとなりましたので、
ので、
ご案内申し上げます
ご案内申し上げます。毎月の例会では、時宜にかなったテーマを選定し、講師
。毎月の例会では、時宜にかなったテーマを選定し、講師
には第一線で活躍中の専門家を招聘いたします
には第一線で活躍中の専門家を招聘いたします。ご参加をご検討頂ければ幸い
。ご参加をご検討頂ければ幸い
です。
なお、
なお、本フォーラムは“質の高い情報交換の場”を目指し、メン
本フォーラムは“質の高い情報交換の場”を目指し、メン
本フォーラムは“質の高い情報交換の場”を目指し、メンバー制によ
バー制によ
り運営させて頂くため
り運営させて頂くため、誠に勝手ながら定員に達し次第、締め切らせて頂いて
誠に勝手ながら定員に達し次第、締め切らせて頂いて
おります。是非とも、お早めのお申し込みをお待ち申し上げております
おります。是非とも、お早めのお申し込みをお待ち申し上げております。
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期月例会日程
２０１７年
２０１７年４月例会（第２５３回）
４月例会（第２５３回）
５月例会（第２５４回）
６月例会（第２５５回）
月例会（第２５５回）
７月例会（第２５６回）
８月例会（第２５７回）
９月例会（第２５８回）

４月２０日（木）
５月１８日（木）
６月１５日（木）
７月２０日（木）
８月２４日（木）
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００分～８時
分～８時１５分
８時１５
１５分～９時
分～９時１５分
９時１５
５分～９時
９時３０分

考】
上記日程は変更させていただく場合も
上記日程は変更させていただく場合もございます。
ございます。
ご本人様のご出席が難しい場合、代理の方のご出席も歓迎いたし
ご本人様のご出席が難しい場合、代理の方のご出席も歓迎いたします。
代理の方のご出席も歓迎いたします。
ゲスト講師より忌憚のないお話を伺うため、オフレコといたします。
ゲスト講師より忌憚のないお話を うため、オフレコといたします。

毎月の例会につきましては、時局に応じたテーマ・講師を
選定し、開催日１ヶ月前をめどにご案内致します。

◆２０１６年
２０１６年１０
１０月～２０１
月～２０１７年３
３月

※所属・役職名は招聘当時のものです

□働き方改革の実現に向けた課題と展望（仮題）
働き方改革の実現に向けた課題と展望（仮題）
□安倍政権の行方と、米国、ロシアとの関係
□トランプの衝撃と国際関係
□2017
2017 年の日本経済の見通し
□金融業界におけるデジタル変革～FinTech
FinTech を巡る動向と展望
□2016
2016 年米国大統領選挙と日米関係

◆２０１
２０１６年

日本総合研究所調査部部長ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ
日本総合研究所調査部部長ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ
時事通信社特別解説委員
慶應義塾大学総合政策学部教授
ＢＮＰﾊﾟﾘﾊﾞ証券ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ
日本総合研究所調査部主任研究員
米国先端政策研究所上級研究員

山田 久 氏
田﨑 史郎氏
中山 俊宏氏
河野龍太郎氏
野村 敦子氏
ｸﾞﾚﾝ･S･ﾌｸｼﾏ氏
･ﾌｸｼﾏ氏

４月～２０１６年
月～２０１６年９
９月

□第３次安倍再改造内閣の課題と展望
□空き家問題の実態と対策
□内外経済展望～不透明感増す世界経済、デフレに戻りつつある日本経済
□イギリス・ＥＵ国民投票の行方
□最大の勝者は？伊勢志摩サミットとオバマ米大統領の広島訪問
□衆参ダブル選挙か！？ 日本政治をよむ

毎日新聞社論説室専門編集委員
オラガ総研代表取締役社長
ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ証券ﾁｰﾌ･ｴｺﾉﾐｽﾄ
明治学院大学准教授
産経新聞編集局次長兼政治部長
政治ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ

与良
牧野
白川
池本
有元
星

正男氏
知弘氏
浩道氏
大輔氏
隆志氏
浩 氏

◆２０１５年
２０１５年１０
１０月～２０１
月～２０１６年３
３月
□米大統領選挙と日米関係
□ＴＰＰと日本
□人口減少時代、なぜ地方創生が重要なのか
□不安定化する世界経済と“成長の壁”にぶつかる日本経済
□日本政治の展望
□これからの世界と日本を展望する

米国先端政策研究所上級研究員
ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所研究主幹
日本総合研究所調査部主席研究員
ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ証券ﾁｰﾌ･ｴｺﾉﾐｽﾄ
毎日新聞論説委員
日本総合研究所理事長

ｸﾞﾚﾝ･S･ﾌｸｼﾏ氏
･ﾌｸｼﾏ氏
山下 一仁氏
藻谷 浩介氏
白川 浩道氏
与良 正男氏
寺島 実郎氏

経営共創基盤代表取締役 CEO
ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所研究主幹

冨山 和彦氏
宮家 邦彦氏
谷内正太郎氏
熊谷 亮丸氏
上野 泰也氏
柯
隆 氏
乾
正人氏
増田 寛也氏
森信 茂樹氏
藤崎 一郎氏
森本 敏 氏
山田桂一郎氏
二宮 清純氏
香山 リカ氏
辺
真一氏
大野 元裕氏
柏木 孝夫氏
川村 亨夫氏
宮島 香澄氏
村上 憲郎氏
木村 福成氏
末吉竹二郎氏

☆これまでの主な講師・テーマ☆
■危機後の世界とリーダーシップ
■日本の外交・安全保障政策と今後の国際情勢
日本の外交・安全保障政策と今後の国際情勢
■当面する外交課題と今後の展望
■2015
2015・16 年度の日本経済・金融市場展望
■日本経済の展望～消費税率引き上げを巡る動き
■迷走する中国経済
■現在の政治情勢と今後の展望
■2040
2040 年、地方消滅。極点社会の到来
■今後の税制の課題
■国際情勢の読み方
■わが国の安全保障の今後
■観光を核とした地域再生～その可能性と課題～
■勝つ組織､負ける組織 ｽﾎﾟｰﾂから見た組織運営論
■企業における社員の心持ち
■現下の朝鮮半島情勢と日本の対応
■現下のアフリカ・中等情勢と企業の危機管理
■新政権のｴﾈﾙｷﾞｰ政策とｼｪｰﾙｶﾞｽの可能性
■米国大統領選挙と今後の国際関係
■少子高齢化時代の社会保障と成長戦略
■グローバル時代を生き抜く人材
■わが国経済外交の課題と展望
■わが国経済外交の課題と展望/日中韓 FTA･TPP
■わが国の環境戦略を問う

元外務事務次官 早稲田大学日米研究機構客員教授

大和総研執行役員・ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ
みずほ証券ﾁｰﾌﾏｰｹｯﾄｴｺﾉﾐｽﾄ
富士通総研経済研究所主席研究員
産経新聞編集局長
日本創成会議座長・東京大学大学院客員教授
日本創成会議座長・東京大学大学院客員教授
中央大学法科大学院教授
前駐米大使、上智大学特別招聘教授
前防衛大臣、拓殖大学教授
ｺﾝﾊﾟｽ地域経営支援ﾈｯﾄﾜｰｸ代表｢観光ｶﾘｽﾏ｣
ｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ
立教大学教授
ｺﾘｱ・ﾚﾎﾟｰﾄ編集長
中東調査会客員研究員・民主党参議院議員
東京工業大学特命教授
早稲田大学大学院ｱｼﾞｱ太平洋研究科教授
日本ﾃﾚﾋﾞ報道局解説委員
前ｸﾞｰｸﾞﾙ名誉会長、村上憲郎事務所代表
慶應義塾大学教授
国連環境計画金融ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ特別顧問
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費

第
第43期のみ：当本部賛助会員
：当本部賛助会員 12
129,600 円／一 般 151,200
51,200 円 ※消費税込
年間 一括：当本部賛助会員
一括：当本部賛助会員 24
246,000 円／一
／一 般 288,000 円 ※消費税込
■お申込みは下記「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、事務局までＦＡＸにてご返信ください。
※日本生産性本部ホームページからもお申し込み頂けます。
日本生産性本部ホームページからもお申し込み頂けます。
「研修・セミナー」⇒「階層別研修」⇒「経営者向け」⇒「
「研修・セミナー」⇒「階層別研修」⇒「経営者向け」⇒「モーニング・フォーラム
モーニング・フォーラム
モーニング・フォーラム」にお進み下さい。
」にお進み下さい。

第４
４３期「モーニング・フォーラム」参加申込書
期「モーニング・フォーラム」参加申込書
フ リ ガ ナ

参加者氏名
企業・団体名
お

役

賛助会員 ・ 一

職

お申し込み期間

第４
４３期のみ
（〒

―

ご 連 絡 先

TEL.

（

ご連絡担当者

ﾌﾘｶﾞﾅ
（ご氏名）

所

在

般

・

年間一括

(○印をおつけください
○印をおつけください
○印をおつけください)

）

地
）

FAX.

（

）

（ご所属）

Eメールアドレス
メールアドレス
★備
備 考 欄

ＦＡＸ ０３－
０３－３４０９
３４０９－２８１０
２８１０ までご送信下さい。折り返しお電話申し上げます。
個人情報の取扱いについて
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

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
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
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
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.jp/）をご参照願います。
http://www.jpc
）をご参照願います。
）をご参照願います。参加されるご本人、ご連絡担当者の
参加されるご本人、ご連絡担当者の
皆様におかれましては、
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。
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。
個人情報は、
は、『モーニング・フォーラム』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、および顧客分析･市場調査のために利用させていただきます。
『モーニング・フォーラム』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、
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
個人情報を第三者に開示、提供することはありません
個人情報を第三者に開示、提供することはありません。
開示、提供することはありません
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
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、
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
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。
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、公共政策部（担当：高山
応じます。この件については、公共政策部（担当：
℡
℡03-5511-2030）または総務部個人情報保護担当窓口（℡
）または総務部個人情報保護担当窓口（℡
）または総務部個人情報保護担当窓口（℡03-3409
3409-1112）までお問合
）までお問合
せください。【責任者：個人情報保護管理者（総務部長）
】
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。
本案内記載事項
案内記載事項の無断転載をお断り
をお断りします。
します。

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」に同意した上で申し込みます。

◎賛助会員入会のおすすめ
日本生産性本部の賛助会員には、セミナーをはじめとする諸事業の参加割引、会員月例研究会へのご招待など各種特典がござ
います。本件の詳細については本セミナー担当または会員サービス
います。本件の詳細については本セミナー担当または会員サービスセンター（
センター（03-3409
3409-1116）までお問い合わせ下さい。
）までお問い合わせ下さい。

詳細のお問い合わせ・ご参加のお申し込み先
公益財団法人 日本生産性本部･
日本生産性本部･公共政策
公共政策部
部 担当:加藤
加藤
〒
〒150-8307 渋谷区渋谷３－１－１
03-3409-1137
1137 FAX：03
03-3409-2810
2810
TEL：03
E-mail：
：A.Kato@jpc
@jpc-net.jp

