
平成 25年 3月 12 日現在 

【第 5 期一流塾 年間プログラム】                                   一流塾事務局 

回数 日付 時間 テーマ スピーカー 肩書 

第 1 回 4 月 17 日(火) 15:00～16:30 塾の運営方針説明 
塾長講義『開塾にあたり 
‐出でよ、志ある経営者達‐』 
塾生自己紹介 

一柳 良雄 塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 
 

16:45～18:15 【開塾式】 塩川 正十郎 
福川 伸次 
渡邊 五郎 
斉藤 惇 

塾特別顧問、東洋大学総長、元財務大臣 
塾特別顧問、ジェットスター・ジャパン㈱会長 
森ビル㈱ 特別顧問、元三井物産㈱ 副社長 
㈱東京証券取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役兼代表執行役社長 

18:30～20:30 【懇親会】『世界から見た日本の
経営の良い点悪い点』 

<特別ゲスト> 
齋藤ｳｨﾘｱﾑ浩幸 

 
㈱インテカー 代表取締役 

第 2 回 5 月 16 日(水) 15:00～16:30 『日本の経営リーダーに求めら
れるもの －日本企業の強さ
再構築をめざして－』 

三枝 匡 ㈱ミスミグループ本社 代表取締役会長・CEO 

16:45～18:15 『21 世紀の経営変革』 岡村 正 ㈱東芝 相談役 

18:30～20:30 【懇親会】 
『メディアの舞台裏』 

<特別ゲスト> 
熊坂 隆光 

 
産経新聞社 代表取締役社長 

第 3 回 6 月 14 日(木) 15:00～16:30 『宝庫の日本企業。自縄自縛の
日本企業。』 

堀 新太郎 ベインキャピタル･ジャパン会長、元ベイン･アンド･
カンパニー 日本代表、現名誉顧問 

16:45～18:15 『ピンチはビッグチャンス』 大山 健太郎 アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『先は見えている』 

<特別ゲスト> 
野田 聖子 

衆議院議員 元郵政大臣、元消費者行政推進担当・宇
宙開発担当大臣 

第 4 回 
（合宿） 

7 月 13 日(金) 
7 月 14 日(土) 

 

13:30～15:00 『ベンチャー政治家 
田中角榮論』 

一柳 良雄 塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 

15:10～16:40 『熱意ある経営－なくなっては
困る、といわれる会社に－』 

木村 皓一 ㈱ミキハウス 代表取締役社長 

18:30～21:30 【懇親会】 
『日本の政治はなぜ劣化したのか』
『こころとからだの健康について』 

<特別ゲスト> 
福川 伸次 
三屋 裕子 

 
塾特別顧問、ジェットスター・ジャパン㈱会長 
㈱サイファ スポーツプロデューサー 

第 5 回 9 月 11 日(火) 15:00～16:30 『元気と知恵の経営』 一柳 良雄 塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 

16:45～18:15 『創業精神を継承し進化を追求
する企業へ－失敗から学んだ
こと』 

牧野 明次 岩谷産業㈱ 代表取締役会長兼 CEO 

18:30～20:30 【懇親会】 
『現下の政治情勢について』 

<特別ゲスト> 
渡部 恒三 

 
衆議院議員 元衆議院副議長、民主党最高顧問 

第 6 回 10月 17日(水) 15:00～16:30 『環境変化をスピーディーに捉
えるビジネスモデルの変革』 

岩田 彰一郎 アスクル㈱ 代表取締役社長兼 CEO 

16:45～18:15 『「３つの夢」の実現～経営改
革の道のりを振り返って～』 

前田 新造 ㈱資生堂 代表取締役会長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『夢があるから強くなる』 

<特別ゲスト> 
川淵 三郎 

 
公益財団法人日本サッカー協会 最高顧問 

第 7 回 11月 14日(水) 15:00～16:30 『変容する世界と日本の進路－
問われるガバナンス力－』 

福川 伸次 塾特別顧問、ジェットスター・ジャパン㈱会長、 
元通商産業事務次官 

16:45～18:15 『Small But Excellent ～小さ
な一流企業をめざして～』 

寺田 千代乃 アートコーポレーション㈱ 代表取締役社長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『無から有を創る苦労と楽しみ』 

<特別ゲスト> 
残間 里江子 

 
プロデューサー、club willbe代表 

忘年会 12月 6 日(木) 18:30～21:30   於 ラグナヴェール TOKYO  

第 8 回 1 月 16 日(水) 15:00～16:30 『経営の永続性』 椎名 武雄 日本アイ・ビー・エム㈱ 名誉相談役 

16:45～18:15 『経営者の在り方－バンカーの
経験を踏まえて－』 

西川 善文 ㈱三井住友銀行 名誉顧問、元日本郵政㈱ 社長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『芸術と経済』 

<特別ゲスト> 
絹谷 幸二 

 
日本芸術院会員 洋画家 

第 9 回 2 月 13 日(水) 15:00～16:30 『企業価値を向上させる経営』 斉藤 惇 ㈱日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役兼代表執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO 

16:45～18:15 『心を動かすマーケティング』 魚谷 雅彦 ㈱ブランドヴィジョン 代表取締役社長、 
日本コカ・コーラ㈱ 前取締役会長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『ｱﾍﾞﾉﾐｸｽの目指すところ』 

<特別ゲスト> 
西村 康稔 

 
衆議院議員、内閣府副大臣 

第 10 回 3 月 12 日(火) 15:00～16:30 『リーダーのあるべき姿(その
志と心)』 

渡邊 五郎 森ビル㈱ 特別顧問、元三井物産㈱ 副社長 
 

16:40～17:10 
17:10～17:20 

『卒塾記念講義』 福川 伸次 
一柳 良雄 

塾特別顧問、ジェットスター・ジャパン㈱会長 
塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 

17:20～17:50 【卒塾式】 塩川 正十郎 
渡邊 五郎 
斉藤 惇 

塾特別顧問、東洋大学総長、元財務大臣 
森ビル㈱ 特別顧問、元三井物産㈱ 副社長 
㈱日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役兼代表執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO 

18:00～20:30 【懇親会】   

(注)プログラムは講師の事情などにより変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 


