第７９期 生産性トップマネジメント・クラブ
～昼食会形式の月例セミナー～
当クラブは、労使の幹部が共に時節を読み解き本質眼を磨くために、時代の要請に応じたテー
マを取り上げ、その領域における第一人者、オピニオンリーダーである講師を招聘し、講演をう
かがうとともに意見交換を行う月例会です。より多くの皆様のご参加をお待ちしております。

１月例会 １月１４日（金）15:30～17:00

※新春労使ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑとの共催

『２０２２年 経済の展望
～コロナ後世界の展望と日本の課題～』

山田

株式会社日本総合研究所 副理事長

久

氏

1987 年住友銀行入行、93 年日本総合研究所出向、調査部長、ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄを経て 17 年理事、19 年副理事長

２月例会

２月１８日（金）12:00～14:00

「地域は物語で『１０倍』人が集まる
～コンテンツツーリズム再発見～」
旅の創造研究所 所 長

安田

亘宏

氏

元ＪＴＢグループ旅の販促研究所長、元西武文理大学サービス経営学部教授・2021 年 9 月の延期開催

３月例会 ３月１８日（金）12:00～14:00
『「壁」をぶち破る～世界に挑む「一気通貫」システムの構築』
日本バスケットボール協会

技術委員長

東野

智弥

氏

世界レベルになるとメディアが取上げ、ファンや競技人口が増え、選手育成につながる好循環が生まれました

４月例会 ４月１９日（火）12:00～14:00
『歴史再発見―国道１６号線「日本を創った」道』
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授 柳瀬

博一

氏

日経ビジネス記者、
『小倉昌男 経営学』
『社長失格』など数々のベストセラー編集者を経て現職

５月例会 ５月２４日（火）15:30～17:00

※年次総会特別講演との共催

『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』
㈱イースクエア共同創業者 リーダーシップ・アカデミーTACL 代表
NELIS 共同代表 ピーター D. ピーダーセン 氏
2019 年よりリーダーシップ教育を専門とする大学院大学至善館教授（東京都中央区日本橋）に就任

千葉県生産性本部

第７９期 生産性トップマネジメント・クラブ プログラム
１月例会 １月１４日（金）15:30～17:00
『２０２２年

※

経済の展望 ～コロナ後世界の展望と日本の課題～』
株式会社日本総合研究所 副理事長 山田 久

氏

新型コロナウイルス感染症は、依然として私たちの仕事や生活に影響をもたらし続けています。新年を迎
え、これからの国内外における経済展望や政策課題、あるいはマクロ・ミクロの視点から企業がとるべき戦
略などについてご講演いただき、千葉県下に与える影響や私たちがとるべき施策について考えます。
※ 2022 年 新春労使ﾄｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑとの共催

２月例会 ２月１８日（金）12:00～14:00
「地域は物語で『１０倍』人が集まる』 ～コンテンツツーリズム再発見～」
旅の創造研究所 所長 安田 亘宏 氏
小説や映画、昨今では大ヒット作の「鬼滅の刃」といったアニメに登場する舞台や作者ゆかりの地域を訪
ねる旅が、コンテンツツーリズムやアニメツーリズム・聖地巡礼として注目を集めています。観光という産
業や地域のあり方を変容させ、業界に風を吹かせてくれるこの現象を息長く次世代に伝えるためにどうすれ
ばよいか。計画的な観光客の誘致やコンテンツの魅力の伝え方についてお話をうかがいます。

３月例会 ３月１８日（金）12:00～14:00
『』
日本バスケットボール協会 技術委員長

東野 智弥 氏

単純には打ち破れない「壁」も、ちょっと視点を変えればぶち破れる。ファンが増え、競技人口が増え、
選手の育成につながるという好循環により、今のＢ(バスケットボール)リーグの人気ぶりや世界に通用する
選手を生みだしてきた、私たちビジネスでも大いに参考になる取り組みをご紹介いただきます。

４月例会

４月１９日（火）12:00～14:00

『歴史再発見―国道１６号線「日本を創った」道』
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授

柳瀬 博一 氏

コロナ禍で日本の社会、経済が大きな転換期を迎える中で、働く場や生活する都市に求められる条件、
優先順位が大きく変わろうとしてます。編集者時代に数々のベストセラーを手がけ、アカデミア、メデ
ィアなどでマルチな活躍と情報発信を続ける柳瀬氏より、近著『国道 16 号線「日本」を創った道』で考
察されたユニークな「国道 16 号線論」と日本の歴史、文化との関係性を解説いただきます。

５月例会

５月２４日（火）15:30～17:00

※

『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』
㈱イースクエア共同創業者

リーダーシップ・アカデミーTACL 代表

NELIS 共同代表

ピーターＤ．ピーダーセン

氏

先行き不透明で予測困難なＶＵＧＡ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（ストレス耐性）の高い人間集団つくりの必要性を提唱するピーダーセン氏。日本的組
織の強みと課題を踏まえ、これからの時代や環境に適応した最強の組織づくりの原理原則役実践方法、
個や組織、社会が健全に持続するトレード・オンのマネジメント改革とは。
※ 年次総会特別講演との共催
※講師、テーマ等が変更になる場合があります。

生産性トップマネジメント・クラブとは
当クラブは、時代の要請に応じたテーマを取り上げ、その領域における第一人者、オピニ
オンリーダーである講師を招き昼食を共にしながら講演をうかがう月例会です。
県内企業の経営者・経営幹部、労働組合幹部を対象に、1982 年の千葉県生産性本部の設立
以来、30 年以上にわたり開催しております。千葉における産業、経済の発展、生産性の向上
を目指し、新しい飛躍に結び付けていく上での様々な具体的情報やアイデアを共有、議論で
きる場として活動して参ります。

今までのご参加企業・労働組合・組織（順不同／実績）
千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、双葉電子工業、東京電力パワーグリッド、日本製鉄君津製鉄所、
袖ヶ浦興業、千葉京成ホテル、キッコーマン、富士ゼロックス千葉、東日本電信電話、京葉ガス、
JFE スチール東日本製鉄所、鬼怒川ゴム工業、大多喜ガス、宝醬油、古谷乳業、ちばぎん総合研究所、
利根コカ・コーラボトリング、東洋合成工業、東日本旅客鉄道、ミサワホーム東関東、SMBC 日興證券、
連合千葉、JFE スチール千葉労働組合、NTT 労組千葉県グループ連絡会、日本製鉄君津労働組合、
東京電力労働組合千葉地区本部、UA ゼンセン千葉県支部、ヤマサ醤油労働組合、キッコーマン労働組合、
JAM 東京千葉、千葉県産業振興センター、全労済千葉県本部、中央労働金庫千葉県本部、千葉県 ほか

前期(第 78 期)の開催プログラム
「日本企業におけるＬＧＢＴの現状と課題 ～国際社会から取り残される日本」
一般社団法人ＬＧＢＴ法連合会 事務局長 神谷
「世界最高のリーダー育成機関

悠一 氏

ＧＥクロトンビルで教えられているリーダーシップ」
株式会社ＴＬＣＯ 代表取締役

「地域は物語で『１０倍』人が集まる』～コンテンツツーリズム再発見～」

田 口

力 氏

※第 79 期に延期開催

旅の創造研究所 所長

安 田

亘 氏

「世界が注目する『ペロブスカイト太陽電池』～カーボンゼロ時代の効率的な新エネルギーの
期待と展望～」
桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科 特任教授 宮 坂 力 氏
「コロナ禍を日本のイノベーションの好機に

～日本変革に向けた集中改革～」
政策研究大学院大学

特別教授

大田

弘子 氏

開催概要・参加要領
期

間 2022 年１月～2022 年５月（第 79 期：１期全５回）

内 容 昼食・懇談、講演、質疑応答
対 象 企業の経営トップ・幹部、労組、団体、自治体の幹部、他
参加費 賛助会員 91,300 円
一般 122,200 円
（1 名様 1 期 5 回分 昼食代、資料費、消費税を含む）

会

場 京成ホテルミラマーレ
千葉市中央区本千葉町 15-1

京成線

千葉中央駅隣接

TEL：043-222-2111（代表）

〇お申し込みは、
「参加申込書」に所要事項をご記入の上、FAX または郵送にてお申し込み下さい。
〇ご本人が出席できない場合は、代理出席のご検討をお願いいたします。
〇途中からの入会も可能でございます。事務局までお問い合わせ下さい。
〇日本生産性本部の賛助会員の皆様も「会員価格」でご参加いただけます。
※当本部は会員制度がございます。特典など、詳細はお問合せ下さい

お申込み：千葉県生産性本部 行き

ＦＡＸ：０４３－２４７－４０２５
お申し込みはＦＡＸにてお願いいたします。

第７９期「生産性トップマネジメント・クラブ」参加申込書
該当に☑ を付けてください。
参加費
==========================
□千葉県生産性本部会員
91,300 円
□日本生産性本部会員
91,300 円
□一 般
122,200 円

期 間：2022 年１月～５月（１期全５回）
会 場：京成ホテルミラマーレ
対 象：企業の経営トップ・幹部、労組、団体、
自治体の幹部、他（代理出席も可能です）
≪1 組織から何名様でもご参加可能です≫

１名様あたり 昼食代、資料代、消費税(10%)含む

お申込日

🔶企業･組織名

🔶所在地

年

月

(ご連絡・ご請求書送付先)

〒

🔶登録会員氏名

部署･所属

役職

🔶連絡窓口ご担当者氏名

部署･所属

役職

🔶電

🔶メールアドレス

話

🔶ＦＡＸ

🔶ご連絡欄

■請求書の有無⇒

□必要

／

□不要

会費は下記の銀行口座にお振込みください。

■領収書の有無⇒

□必要

／

□不要

振込手数料はご負担願います。

●千葉興業銀行

本店営業部

普通 307980

●千 葉 銀 行

本店営業部

普通 1496445

●京 葉 銀 行

本店営業部

普通 4436211

●千葉信用金庫

千葉駅北口支店

普通 0110139

●中央労働金庫

千葉支店

普通 5701242

※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。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
内容をご確認、ご理解の上お申込み頂きますようお願い致します。２．個人情報は、本セミナー実施に関わる事務手続き、参加者名簿等の資料等の作成に使用します。但し、当本部が主
催する各事業におけるサービス提供や事業案内のためにも使用する場合があります。３．本セミナーの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、講師等の関係者に限り
配布させていただきます。４．法令に基づく場合などを除き、個人情報は第三者に開示、提供することはありません。５．個人情報の開示、訂正、削除については当本部までお問い合わ
せください。

お問い合わせ 千葉県生産性本部 事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4-3 千葉県経営者会館５階
TEL：043-246-0718 FAX：043-247-4025

日

