ファースト・ウェンズデーの実績
Firｓｔ Wednesday Network
創造と調和
日本と世界を結び付ける

～２０２２年～
１月２９日

謝 長廷 氏 （台北駐日経済文化代表処 駐日代表（台湾大使館 大使に相当））
テーマ： 「台日 100 年の絆と未来に向けて」

２月１６日

稲川 尚之 氏（株式会社 NTT ドコモ イノベーション統括部長
株式会社 NTT ドコモ・ベンチャーズ 取締役 （元 代表取締役社長））
テーマ： 「オープンイノベーション・新事業創出とベンチャー投資」

３月９日

山本 滋 氏（川崎重工業株式会社准執行役員 水素戦略本部 プロモーション総括部長 兼
事業企画部長 兼 ソリューション部長）
テーマ： 「水素が切り開く日本の成長戦略」

４月２０日

田村 信也 氏 （TOTO 株式会社 取締役 常務執行役員
中国・アジア住設事業、米州・欧州住設事業担当）
テーマ：「TOTO の海外市場でのチャレンジについて」

５月

小林 豊 氏 （株式会社クレハ 代表取締役社長 ）
テーマ：「経営改革の軌跡」

６月

伊東 豊雄 氏 （建築家 伊東豊雄建築設計事務所代表）
テーマ：「世界を代表する建築家からの、地域創生と新しい生き方（大三島の事例） (仮)」

７月

掬川 正純 氏（ライオン株式会社 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者）
テーマ：「ライオンの経営・海外での挑戦（仮）」

～２０２１年～
１月２８日

春名 幹男 氏（国際ジャーナリスト 元共同通信社ワシントン支局長）
テーマ： 「今後の日本の進路について（ロッキード疑獄、過去の日米関係、今後の日米関係
を踏まえて)」

２月 17 日

山田 清志 氏（東海大学学長）
テーマ： 「大学教育のチャレンジ（東海大学の事例）」

３月５日

齋木 昭隆 氏（三菱商事株式会社 取締役 元外務事務次官）
テーマ： 「日本の外交 (今後の日米関係、日アジア関係を踏まえて)」

４月１４日

尾股 宏 氏（SOMPO ホールディングス株式会社 執行役常務 グループ CDMO 兼グループ
CIO）
テーマ： 「SOMPO ホールディングス、事業者の視点からみた DX の挑戦」

５月１２日

五十嵐 光喜 氏（Dropbox Japan 代表取締役社長 アジア太平洋地域統括）
テーマ： 「バーチャルファーストと人材獲得・育成」

６月３日

佐藤 慎次郎 氏（テルモ株式会社 代表取締役社長 CEO）
テーマ： 「テルモの企業戦略・企業哲学」

７月１６日

田中 達郎 氏（シティグループ・ジャパン・ホールディングス合同会社 前取締役会長
現シニア・アドバイザー）
テーマ： 「外資系金融機関から見た日本企業の経営上の課題」

８月２５日

岡本 実 氏
（タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社 名誉顧問 前代表取締役会長）
テーマ： 「Leadership is Strategy, Execution, and Talent 」

９月１７日

阿部 剛士 氏 （横河電機株式会社 常務執行役員 マーケティング本部長 兼 CMO）
テーマ： 「100 年企業の挑戦！ マーケティングによる企業改革
〜マーケティングと DX の本質と組織文化の在り方〜」

１０月１３日

榎本 亮 氏（日本電気株式会社 執行役員 兼 CMO (チーフマーケティングオフィサー)）
テーマ： 「創業 115 年目のマーケティング改革」

１２月 1 日

イスラエル・ストゥルロヴ 氏（駐日イスラエル大使館 公使(臨時代理大使)）
テーマ： 「Scaling Up Partnership: イスラエルと日本、国交樹立 70 周年に向けて」

１２月８日

古田 純 氏（明治ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員
CSO（チーフサスティナビリティーオフィサー））
テーマ： 「明治ホールディングスの ROESG 経営」

～２０２０年～
１月２２日

河村 芳彦 氏（株式会社日立製作所 執行役員専務）
テーマ： 「日立の中期経営計画～スマートな社会の実現～」

２月１２日

西田 竜也 氏（東海大学 政治経済学部政治学科 教授）
テーマ： 「日米同盟再考～日本の進路～」

３月１６日

グレン・S・フクシマ 氏 （米国先端政策研究所上級研究員）
テーマ： 「日米関係の展望～米アジア関係の現在を踏まえて～」

９月２日 （※４月実施予定分の延期開催）
神戸 司郎 氏 （ソニー株式会社 取締役 執行役 専務）

テーマ： 「ソニーの経営と ESG の取り組みについて 」

１０月１４日

亀井 久興 氏 （元国土庁長官）
テーマ： 「許すまじ！！日本売却 」

１1 月 4 日

加藤 崇昭 氏 （元モルガン・スタンレーMUFG 証券マネージング・ディレクター）
テーマ： 「明日の国際金融システム/市場と変わるお金の価値 」

１２月２日

豊島 俊弘 氏 （株式会社マーキュリアインベストメント 代表取締役）
テーマ： 「投資から考えるクロスボーダーへの挑戦」

～２０１９年～
1 月９日

平本 和生 氏（BS-TBS 常勤顧問）
テーマ；「メディアの経営」

2 月１3 日

野口 恭平 氏（株式会社 LIXIL 執行役員 事業構想大学院 教授）
テーマ；「グローバルマネジメントの諸相 グローバル管理体制の考察」

3月5日

岸 伸久 （ファースト・ウェンズデー主宰）
胡 忠一 氏（台湾行政院農業委員会 食糧署署長）
倪 克浩 氏（台湾経済部国際貿易局 秘書長）
葉 明水 氏（中華民国対外貿易発展協会秘書長）
邱 創進 氏（台湾 中央畜産会執行長）
張 麗善 氏（雲林縣政府 県長）
テーマ；「台湾農林水産省主催 台湾農産館～台日での地方創生に向けて～」

４月１0 日

高橋 祐介 氏（NHK 解説委員）
テーマ；「米中首脳会談の展開を踏まえ― 共和党、民主党の攻防の分析 ―」

5月8日

尾股 宏 氏（日本 IBM 株式会社 チーフ・デジタル・オフィサーデジタル・セールス事業担当
執行役員）
テーマ；「IBM デジタルトランスフォーメーション Disrupt or Be Disrupted」

6 月１２日

田村 計 氏（内閣府 地方創生推進事務局長 内閣審議官）
テーマ；「日本の地方創生(民間企業の貢献)」

7 月１８日

張 仁久 氏（台北駐日経済文化代表処(駐日台湾大使館に相当) 副代表）
テーマ；「台湾をとりまく国際情勢」

8 月７日

齋藤 健 氏（衆議院議員 前農林水産大臣）
テーマ；「日本人と改革」

9 月２７日

栃尾 雅也 氏（味の素株式会社 代表取締役 専務執行役員）
テーマ；「味の素の ASV による成長戦略」

10 月９日

小林 喜光 氏（三菱ケミカルホールディングス取締役会長 元経済同友会代表幹事）
テーマ；「地球と共存する経営」

1１月１３日

大松 敦 氏（株式会社日建設計 取締役 常務執行役員 都市部門統括）
テーマ；「東京型都市理念の海外展開」

12 月 6 日

池山 成俊 氏（農林水産省 大臣官房輸出促進審議官 兼 食料産業局）
テーマ；「農林水産物・食品の輸出促進」

～２０１８年～
１月１７日

宋 耀明 氏
（中華人民共和国駐日本国大使館 公使（経済商務））
テーマ；「中国経済と中日経済貿易交流」

２月２７日

鶴田 一彦 氏（セントラルスポーツ株式会社 執行役員）
テーマ；「セントラルスポーツの戦略ならびにマーケティング」

３月７日

石橋 昌文 氏（ネスレ日本株式会社 専務執行役員）
テーマ；「ネスレ日本のマーケティング経営～ネスレ日本の成長戦略～」

４月１７日

久慈 浩介 氏（株式会社南部美人 五代目蔵元 代表取締役社長）
テーマ；「南部美人の挑戦 ～世界一への軌跡～」

5 月１７日

奥 律哉 氏（株式会社電通 電通総研 フェロー）
テーマ；「一周まわってテレビ」スクリーン選択の現状と課題」

６月２７日

西 経子 氏（農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課長）
テーマ；「日本の農林水産物・食品・食文化を海外へ～2019 年 輸出額 1 兆円への取組～」

７月４日

道下 徳成 氏（政策研究大学院大学（GRIPS）教授）
テーマ；「北朝鮮の今後と、米国・韓国・日本のアジアでの影響」

８月２２日

下平 篤雄 氏（日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役副社長 兼 COO）
テーマ；「日本マクドナルド業績回復とその原動力」

９月５日

古川 勝久 氏（ジャーナリスト）
テーマ；「北朝鮮非核化を巡る国際情勢と日本企業が留意すべき課題」

１０月３１日

鷹野 正明 氏（株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員）
テーマ；「This is Japan」

１１月８日

堺井 啓公 氏 (中小企業機構理事 前内閣府地方創生推進事務局総括参事官)
手塚 清 氏 (株式会社 庫や会長)
テーマ；「地方創生とインバウンド需要」

１２月５日

徳川 家広 氏（徳川宗家次期当主/徳川記念財団理事）
テーマ；「関ヶ原から読み解く近代日本の４世紀」

～２０１７年～
１月１６日

菅野 幹雄 氏（日本経済新聞 編集委員兼論説委員）
テーマ；「２０１７年、激動の世界と日本の針路」

２月１４日

秋山 弘子 氏（東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授）
テーマ；「超高齢化社会は好機か？」

３月１０日

春名 幹男 氏（共同通信社 元論説委員長、早稲田大学客員教授 国際ジャーナリスト）
テーマ；「トランプ政権下の日米関係と日本の外交」

４月１１日

柳川 範之 氏（東京大学大学院経済学研究科教授）
テーマ；「ＡＩ・ＩoＴは経済構造をどう変えるか」

５月２４日

田邊 泰之 氏（Airbnb Japan（エアビーアンドビー） 代表取締役）
テーマ；「Airbnb（エアビーアンドビー）のイノベーションと経営」

６月７日

近藤 史朗 氏（株式会社リコー 取締役会長）
テーマ；「イノベーションと経営」

７月５日

千歳 喜弘 氏（日立マクセル株式会社 代表取締役社長）
テーマ；「日立マクセルの経営」

8 月 30 日

冨澤 文秀 氏 （ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎﾞﾛﾃｨｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO）
テーマ；「ソフトバンクが考えるスマートロボットの未来」

10 月 4 日

尾股 宏 様（株式会社電通デジタル元執行役員、株式会社電通 グローバル・ビジネス・セ
ンター専任次長）
テーマ；「デジタル時代の企業のマーケティング」

10 月 19 日

住谷 栄之資 氏（KCJ GROUP 株式会社（キッザニア運営会社） 代表取締役社長兼 CEO ）
テーマ；「エデュテインメント（教育×エンターテイメント）：『キッザニア』」

12 月 11 日

丹羽 宇一郎 氏（元中国大使 グローバルビジネス学会 会長/日本中国友好協会 会長）
テーマ；「今後の日中関係」

～２０１６年～
１月１３日

横江 公美 氏（PACIFIC21 代表、米ヘリテージ財団 元上席研究員）
テーマ；「ポストオバマ政権、今後の日米関係」

2月3日

東郷 和彦 氏 （元外交官、京都産業大学法学部教授、ライデン大学人文科学博士）
テーマ；「日本の国家ビジョンと今後の外交」

3月9日

Mr. Carsten Cramer (Director of Borussia Dortmund)
テーマ；「スポーツと経営：ドイツ ドイツサッカーチーム ドルトムントの成功への鍵とは？」

４月１８日

武藤 正敏 氏（前駐韓大使）
テーマ；「東アジアの今後～韓国、北朝鮮、中国と日本の外交～」

５月１８日

奥 律哉 氏（株式会社電通 電通総研 研究主席）
テーマ；「情報メディア業界の変革と広告の変化」

６月１日

五十嵐 弘司 氏（味の素株式会社 取締役 専務執行役員 ）
テーマ；「非連続成長を実現するためのイノベーション」

７月１２日

原田 宗彦 氏（早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授 ）
テーマ；「地域再生と復興～スポーツを通じて～」

８月３日

井上 寿一 氏（学習院大学 学長）
桑原 良 氏 (ドイツ証券株式会社 代表取締役社長 兼 CEO )
テーマ；「我々はどのような人材を求めているか」

９月６日

張 磊 氏 （インテル株式会社 執行役員 インダストリー事業本部長）
テーマ；「インテルの経営戦略」

１０月３日

出口 治明 氏（ライフネット生命保険株式会社 代表取締役会長）
テーマ：「ライフネット生命の挑戦」

１１月１５日

杉原 博茂 氏（日本オラクル株式会社 取締役 代表執行役社長 兼 CEO）
テーマ：「デジタルエイドとクラウドがもたらすビジネスの明日」

１２月１２日

庄司 哲也 様（NTT コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「NTT コミュニケーションズのグローバル戦略について」

～２０１５年～
１月１３日

青木 周平氏 （元日本銀行 決済機構局長 現株式会社日立製作所 社長付）
テーマ；「２０１５年の日本経済・金融の行方とグローバル金融市場の見通し」

２月５日

春名 幹男氏 （共同通信社 元論説委員長、早稲田大学客員教授 国際ジャーナリスト）
テーマ；「２０１５年を取り巻く国際情勢」

３月４日

小池 洋次氏 （日経新聞 元ワシントン支局長 関西学院大学教授）
テーマ；「シンガポール建国の父、リー・クワンユー 未来への提言」

４月８日

高田 坦史 氏 （独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長）
テーマ；「地方創生について」

５月１３日

田中 能之 氏（デュポン株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「デュポンの Transformation と日本の貢献」

６月 ３日

Dr. Michael Doludda（日本アエロジル株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「欧米企業と日本企業のパートナーシップ」

７月 １５日

斉藤 惇 氏（株式会社日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループ CEO）
田中 達郎 氏（シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役会長）
橘・フクシマ・咲江 氏（G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長）
西山 誠慈 氏 （ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 編集長）
望月 崇 氏（ウォール・ストリート・ジャーナル東京支局 テクノロジー担当記者）
野田 一夫 氏 （財団法人 日本総合研究所会長）
坂中 英徳 氏（一般社団法人 移民政策研究所 所長）
テーマ：「２０２５年 日本と金融」
※当回は有限責任監査法人トーマツ主催、弊会企画立案サポート。
８月５日

ポール 与那嶺 氏（日本 IBM 株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「IBM におけるグローバル経営」

９月１８日

日色 保 氏（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「ジョンソン・エンド・ジョンソンについて」

１０月６日

二村 伸 氏（日本放送協会（NHK）解説委員室 解説主幹）
テーマ：「日本とドイツの関係について」

１１月２６日

辻野 晃一郎 氏（元 グーグル株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「クラウドと経営」

１２月１６日

川上 かおり 氏（ハット研究所 所長）
岡田 紀信 氏（ムソー株式会社）
テーマ：「中東情勢とハラル市場について」

～２０１４年～
１月８日

古河 潤之助氏 （古河電気工業株式会社 相談役）
テーマ；「創業家の精神～古河グループの事例」

２月５日

若井 勝郎氏 （日立情報通信エンジニアリング株式会社 元代表取締役社長、現顧問）
テーマ；「日立のメインフレーム事業のグローバル展開の４０年」

３月５日

Mr. Sanjay Panda （Deputy Chief of Mission Embassy of India）
テーマ；「インド・日本のビジネス展開」

４月１６日

ロバート・フェルドマン 氏 （モルガン・スタンレーMUFG 証券（株） マネージング・ディレクター
チーフエコノミスト 兼 債券調査本部長）
テーマ；「世界・日本の経済の見通しとアベノミクス」

５月７日 （お昼）
千玄室 大宗匠 （茶道裏千家前家元 15 代汎叟宗室）

テーマ；「日本人の生き方～混迷の時代、何を軸に生きるべきか～」

５月１４日

ユージン・カスペルスキー 氏 （Kaspersky Lab 取締役会長兼最高経営責任者 共同創業
者）
リアズ・エスマイルザデ 氏 （カーネギーメロン大学 准教授 （情報テクノロジー・経営））
テーマ；「最新のサイバーセキュリティーと経営戦略」
６月４日

レイ・ブレムナー 氏 （ユニリーバ・ジャパン株式会社 代表取締役・CEO）
テーマ；「サステイナビリティと経営」

７月２日

春名 幹男 氏 （共同通信社 元論説委員長、早稲田大学客員教授 国際ジャーナリスト）
テーマ；「今後の日米・日中関係」

８月２８日

山田 善久氏 （楽天株式会社 代表取締役副社長執行役員 最高財務責任者）
テーマ；「経営・財務の変革～近未来予測：世界・ビジネスはこう変わる～」

９月３日

田中 達郎 氏 （シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役会長）
テーマ；「シティグループについて」

１０月６日

朱 建榮 氏 （東洋学園大教授）
テーマ；「中国の次世代戦略と日本企業の中国戦略」

１１月５日

坂中 英徳 氏 （一般社団法人 移民政策研究所所長 元東京入国管理局長）
テーマ；「日本の移民政策～岐路に立つ日本～」

１２月３日

隅 修三 氏 （東京海上ホールディングス 代表取締役会長）
テーマ；「東京海上ホールディングスのグローバル展開」

～２０１３年～
１月１１日

グレン・S・フクシマ氏 （Senior Fellow at the Center for American Progress）
テーマ；「今後の日米関係と、米国と中国とアジアの関係」

２月６日

國重 惇史氏 （楽天株式会社 代表取締役副社長）
テーマ；「楽天のグローバル経営と人材育成」

３月４日

藤崎 一郎氏 （前駐米特命全権大使）
テーマ；「今後の日米関係」

４月３日

チャニン・ドナバニック氏 （デュシットインターナショナル 最高経営責任者 CEO）
テーマ；「Asian Hospitality Management」

５月１５日

板東 義弘氏 （大塚製薬株式会社 執行役員）
テーマ；「大塚製薬のアジア展開～インドネシアの事例、新規事業の事例～」

６月５日

亀井 久興氏 （元衆議院議員、元国土庁長官、元国民新党幹事長（初代）一般社団
法人通信研究会会長）
テーマ；「日本の政治の真相と今後」

７月３日

太田 文雄氏 （元海将／防衛大学教授/防衛省情報本部長）
テーマ；「国際情勢と中国のインテリジェンス」

８月１４日

古田 敬氏 （エクイニクス・ジャパン株式会社 代表取締役）
テーマ；「米国通信企業の日本展開と経営について」

９月４日

藤森 義明 氏 （LIXIL グループ取締役代表執行役社長 兼 CEO）
テーマ；「LIXIL グループの企業経営と海外展開
～GE(GE Asia CEO, GE Senior Vice President)での体験を活かして～」

１０月３日

カイ・ウーヴェ・ザイデンフース氏 （三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役副社長）
テーマ；「日本企業と海外企業のパートナーシップ成功の秘訣 ～ダイムラー、ミツビシグル
ープの事例から～」

１１月６日

定保 英弥氏 （株式会社帝国ホテル 代表取締役社長）
テーマ；「帝国ホテルのおもてなしと経営」

１２月４日

古川 一夫氏 （独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事長、株式会社
日立製作所 元代表取締役社長）
テーマ；「今後のエネルギー政策について」

～２０１２年～
１月１１日

戸坂 修 氏 （味の素株式会社 顧問）
テーマ；「味の素のグローバル経営と人材育成」

２月１日

盛田 兼由 氏 （敷島製パン株式会社 代表取締役専務）
テーマ；「敷島製パンのグローバル経営と人材育成」

３月７日

八木 洋介 氏 （日本 GE 株式会社 取締役）
テーマ；「GE のグローバル経営と人材育成」

４月４日

河村 雅彦 氏 （東レ株式会社 トレカ事業部門長）
テーマ；「東レのグローバル経営と人材育成」

５月９日

藤原 真一 氏 （新日本製鐵株式会社 執行役員）
テーマ；「新日本製鐵のグローバル経営と人材育成」

６月１３日

アルバロ・アントニオ・セデーニョ・モリナリ 閣下 （コスタリカ共和国 特命全権大使）
テーマ；「Japanese globalization」

７月４日

塚田 剛士 氏 （英国インテリアブランド Designers Guild Japan 代表）
テーマ；「ブランドライセンスビジネスの昨今」

８月１日

朱 建榮氏 （東洋学園大学教授）
テーマ；「中国の次世代戦略と日本企業の中国戦略」

９月５日

安田 信氏 （Li & Fung Limited アドバイザー アズビル株式会社 取締役）
テーマ；「香港最大商社 Li & Fung のケーススタディーと国際間ビジネス」

１０月３日

和田 一夫 氏 （株式会社和田総研 代表取締役会長）
テーマ；「ヤオハンの創業と倒産から学ぶ。現在の中国市場を見据えて～華僑ビジネスの真
実～」

１１月７日

村瀬 治男 氏 （キヤノンマーケティングジャパン株式会社 代表取締役会長 会長執行役
員）
テーマ；「キヤノンマーケティングジャパンの挑戦 ～Beyond CANON, Beyond JAPAN～」

１２月５日

永野 健二 氏 （株式会社 BS ジャパン 代表取締役社長）
テーマ；「日本経済の過去から未来へ～敗戦真相記を読む」

～２０１１年～
１月１２日

菅野 幹雄 氏 （日本経済新聞社 経済金融部 編集委員兼論説委員）
テーマ；「世界・日本経済の２０１１年の展望」

２月２日

野上 麻理 氏 （P&G Japan K.K. ヴァイスプレジデント）
テーマ；「グローバルビジネスのためのグローバル人材の育成」

３月２日

柳沢 享 氏 （豊田通商株式会社元副社長、日米協評議員プログラム委員長）
テーマ；「トヨタのリコール問題について何を学ぶか、グローバルで活躍する人材育成につい
て」

４月６日

木下 尚慈 氏 （ユニリーバ・ジャパン前社長）
テーマ；「競争の激しい業界の中で、なぜユニリーバは世界で活躍でき、また人材を育成でき
るのか」

５月１８日

狛 文夫氏 （東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務
所(外国法共同事業) パートナー 辯護士）
丹羽 正氏 （FTI インターナショナルリスク マネジングディレクター 日本支社代表）
テーマ；「日本再生へ向けて」
６月１日

ケン ミルハウス氏 （レゴジャパン株式会社 代表取締役副社長）
テーマ；「LEGO のグローバル経営とローカル戦略」

７月６日

岡本 実 氏 （タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社 代表取締役会長（職務執行者））
テーマ；「タイコ エレクトロニクスのグローバル経営とローカル戦略」

８月３日

関口 和一氏 （日本経済新聞社 産業部編集委員兼論説委員）
テーマ；「ガラパゴスからの脱出」

９月７日

奥 律哉氏 （電通総研、研究主幹）
テーマ；「デジタル化に伴うメディア環境の変化の最新動向」

１０月１２日

テリー・バス 氏 （カーネギーメロン大学オーストラリア校エグゼクティブ・ディレクター兼名
誉教授 公共政策）
テーマ；「Future Leaders in the Global Market」

１１月２日

佐藤 登 氏 （サムスンＳＤＩ 常務）
テーマ；「サムソンのグローバル経営と人材育成」

１２月７日

永澤 陽一 氏 （ファッションデザイナー、金沢美大教授）
テーマ；「激変のファッション業界＆中国ビジネスの実態～経営者に求められる『デザイン』」

～２０１０年～
1 月 1３日

関口 泰衛 氏 （ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「国際メディアと企業のコーポレートコミュニケーション」

２月３日

酒巻 久 氏 （キヤノン電子株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「グローバル企業の子会社改革と立て直し」

３月３日

蕭 敬如 氏 （株式会社大洋システムテクノロジー 代表取締役（兼）執行役員社長
日本中華總商会 副会長）
テーマ：「中国市場の実態、中国企業とどのように付き合うか、
中国人社員をどのように活用すればよいか」
４月７日

ネルソン・グレイブス氏 （トムソン・ロイター・ジャパン ロイター編集局 日本編集局長）
テーマ：「日本の未来（Japan's future）」

５月１２日

弦間 明 氏 （株式会社資生堂 相談役）
テーマ：「資生堂のグローバル化の DNA」

６月２日

カイ・ウーヴェ・ザイデンフース 氏
（三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役副社長 海外販売本部長）
テーマ：「日本企業がグローバル市場で直面する課題：トラック・バス世界市場の事例」

７月７日

岸井 成格 氏 （毎日新聞主筆）
テーマ：「日本の政治が変わるとき？日本経済、民間企業への影響は？」

８月４日

高岡浩三 氏 （ネスレ日本 代表取締役副社長）
テーマ：「ネスレのグローバル経営」

９月１日

野口恭平 氏 （日産自動車株式会社 グローバルブランドコミュニケーション・CSR 部長）
テーマ：「グローバルブランドコミュニケーションの変化と課題＆人材育成」

１０月６日

Marcel Berta 氏 （ダノングループ シニアアドバイザー、前ダノン極東部門代表）
テーマ：「グローバル企業のアジア展開～グローバル企業 ダノンの事例～」

１１月１０日

加藤壹康 氏 （キリンホールディングス株式会社 取締役会長）
テーマ：「キリンのグローバル経営」

１２月１日

ゲオルグ.K.ロエル 氏 （NRW Japan 株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「グローバル市場での企業の経済活動に、政府がどの程度関与すべきか？～次世
代モビリティー（電機自動車、燃料電池等）への経済振興機関の役割（ドイツＮＲＷ州の事
例を通じ）～」

～２００９年～
1 月 1４日

丹羽 宇一郎 氏 （伊藤忠商事株式会社 取締役会長）
テーマ：「日本がグローバルで活躍するためのリーダーシップ～日本企業がグローバル市
場で競争力を高めるために～」

２月４日

緒方 四十郎 氏 （元日本開発銀行副総裁 元日本銀行理事）
テーマ：「金融危機と２００９年の世界と日本」

３月４日

長谷川 閑史 氏 （武田薬品工業株式会社 代表取締役社長）
テーマ：「武田薬品のグローバル化について」

４月１日

野田一夫 氏 （（財）日本総合研究所 多摩大学名誉学長）
テーマ：「現在の危機とリーダーシップ」

５月１３日

ネルソン・グレイブス氏 （ロイター・ジャパン 日本編集局長）
テーマ：「メデイアの今後のロイターの戦略」

６月３日

伊藤雅俊 氏 （株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 名誉会長）
テーマ：「創業経営の実践～商いの基本とは何か、経営の原点とは～」

７月８日

中田 宏 氏 （横浜市 市長）
テーマ：「地方の経営、横浜の経営」

８月５日（水）

中島 義和 氏 （日本科学未来館. 副館長 元 BMW Japan 代表取締役社長）
テーマ：「ＧM の凋落と日米自動車産業の将来」

９月２日

チャールズ・レイク 氏 （アメリカンファミリー生命保険会社 会長、在日米国商工会議所
名誉会頭）
テーマ：「今後の日米関係とビジネスへの影響」

１０月７日

村瀬 治男 氏 （キヤノンマーケティングジャパン株式会社 代表取締役会長）
恩蔵 直人 氏 （早稲田大学 商学学術院長 兼 商学部長）
柿木 英人 氏 （日本経済新聞社 編集局 英文編集部長）
柳沢 享 氏 （日米協会評議員プログラム委員長）
野口 恭平 氏 （日産自動車株式会社 グローバルブランドコミュニケーション・ＣＳＲ部長）
百瀬 伸夫 （ファースト・ウェンズデー共同主宰者、株式会社 電通 元副社長）
岸 伸久 （ファースト・ウェンズデー主宰）
テーマ：「グローバル経営とグローバル人材」
１１月４日

山口範雄 氏 （味の素 代表取締役 取締役会長）
テーマ：「味の素のグローバル経営」

１２月２日

椎名武雄 氏 （日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役）
テーマ：「グローバル時代の人材育成」

～２００８年～
1 月 18 日
－ファースト・ウェンズデー・スペシャル（新年懇親会）2月6日

渡邊 竜介氏 （株式会社 電通 アベニューA レイザーフィッシュ 代表取締役社長）
テーマ：「親会社と系列会社の経営 ～電通のケース～」

3月5日

シブン・バクシ氏 （ドゥア・コンサルティング シニアプリンシパル）
テーマ：「インド投資、～戦略的提携成功の鍵は～」

4月2日

フランツ・ヴァルデンベルガー教授 （ミュンヘン大学日本センター 経営学部教授）
テーマ：「日本企業が EU といかに上手く付き合うか？～日本企業の EU ロビー活動の視点
から～」

5 月 14 日

北原 佳郎氏 （ラクラス株式会社 代表取締役社長）
テーマ： 「企業の人事マネージメント、～人事部門の本業集中とこれを支える情報技術～」

6月4日

ミヒャエル・シュトゥックラート博士 （ドイツ NRW 州イノベーション・科学・研究・技術省次官）
テーマ：「イノベーションが創り上げる未来」

7月2日

セオドア・A・パラダイス氏
（デービス・ポーク・アンド・ウォードウエル外国法事務弁護士事務所 パートナー）
テーマ：「米国海外腐敗防止法（FCPA）と日本企業への影響」

8月6日

最首公司氏 （日本アラブ協会理事 元東京新聞編集委員）
テーマ：「中東と日本～原油高とオイルマネーをめぐって～」

9月3日

朱 建栄 氏 （東洋学園大学教授 日本華人教授会議代表）
テーマ：「ポスト北京オリンピックの中国」

10 月 1 日

アルノ・トモフスキ氏 （ティッセンクルップグループ日本代表）
テーマ：「日本とドイツ～グローバル化する世界における競争と協調～」

1１月５日

徳川 恒孝 氏 （徳川宗家第１８代当主 元日本郵船株式会社副社長）
テーマ：「世界から見た日本の文化と歴史～国際派ビジネスマンの視点から～」

1２月３日

ヨルマ・ユリーン氏 （駐日フィンランド大使）
テーマ：「ビジネスパートナーとしてのフィンランド」

～２００７年～
1 月 12 日

－ファースト・ウェンズデー・スペシャル（懇親会）吉田 寿孝 氏 （日本経済新聞社 顧問、元株式会社日経ラジオ社
代表取締役社長、元日本経済新聞ヨーロッパ社 社長）
テーマ：｢2007 年の世界」
2月7日

中谷 義雄 氏 （日本自動車リサイクル促進センター専務理事、トヨタカナダ 前社長・会
長）
テーマ：「自動車リサイクルは、社会をどう変えたか？」

3月7日

岡 康道 氏 （株式会社タグボート 代表取締役）
テーマ：「良いコミュニケーションと悪いコミュニケーション」

4 月 11 日

－ファースト・ウェンズデー・スペシャル（懇親会）ピーター・ロランジュ博士 （IMD 学長）
テーマ：「グローバルリーダーが直面している課題」
（ご挨拶：成田 豊 氏 株式会社電通 最高顧問 電通グループ会長）
5 月 16 日

橘・フクシマ・咲江氏 （日本コーン・フェリー・インターナショナル 株式会社 代表取締役）
テーマ：「グローバルリーダーの条件」

6月6日

中島 義和 氏 （日本科学未来館 副館長）
テーマ：「ビジネスマンからミュージアム経営へ」

7月4日

ロジャー・ブルッキン氏
（岸・アンド・アソシエーツ㈱ エグゼクティブ・ストラテジック・アドバイザー）
テーマ：「マーケティングの戦略的重要性について」

8月1日

吉野 直行 氏
（慶應義塾大学 経済学部教授 兼 金融庁金融研究研修センター センター長）
テーマ:アジア為替レート・アジア債券市場・アジアの金融

10 月 3 日

吉川 厚 氏 （東京工業大学 大学院 連携教授 兼 株式会社教育測定研究所 主席研
究員）
渡辺 健介 氏 （デルタスタジオ ＣＥＯ）
テーマ：「企業教育の問題と解決」
11 月 7 日

ネルソン・グレイブス氏 （ロイター通信 日本支局長）
テーマ：「ロイター、ＢＢＣ、フィナンシャルタイムズ、エコノミストがメディアのトップに位置付
けられる理由」

12 月 5 日

エスマイルザデ リアズ氏 （Carnegie Mellon University 准教授）
テーマ：「MOT(Management of technology、技術経営)と そのケーススタディ」

～２００６年～
1 月 11 日

真崎 晃郎 氏 （ソニー株式会社 顧問、前グループ取締役会副議長、前執行役副社長）
テーマ：「日本人がグローバルで活躍するために必要なものは何か」

2月8日

朱 建栄 氏 （東洋学園大学 人文学部教授、日本華人教授会議 代表、日本現代中国学会
理事）
テーマ：「中国国内問題が日中関係・日本企業に及ぼす影響」

3月1日

内田 欽也氏 （キヤノン株式会社 常勤顧問、前キヤノン株式会社専務取締役、前キヤノン
U.S.A. 社長）
テーマ：「海外の経営（35 年間のキヤノン海外経営を踏まえ）」

4月5日

黒川 光博 氏 （株式会社 虎屋 代表取締役社長）
テーマ：「伝統とは革新の連続である」

5 月 19 日

ピーター・ロランジュ博士 （IMD 学長）
テーマ：「成長と起業家精神」

6月7日

狛 文夫 氏 （あさひ・狛法律事務所 パートナー）
テーマ：「課徴金減免制度と取引社会への影響について」

7月5日

大久保 和孝 氏 （新日本インテグリティアシュアランス株式会社 常務取締役）
テーマ：「コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティー（CSR）」

8月2日

野口 恭平氏 （日産自動車株式会社 グローバルマーケティング部 部長）
テーマ：「グローバルマーケティングにおけるローカルとグローバルの有効なシナジー」

9月6日

－ファースト・ウェンズデー・スペシャル（懇親会）伊藤 順朗 氏 （株式会社セブン・イレブンージャパン 取締役 執行役員）

10 月 4 日

魚谷 雅彦 氏 （日本コカ・コーラ株式会社 代表取締役会長）
テーマ：「日本発のグローバルブランドの事例」

11 月 1 日

新村 恩 氏 （ビーコン・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役会長 兼 株式会社電通
顧問）
テーマ：「ビジネスパートナーとしての日本/日本人」

12 月 6 日

カイ・ウーヴェ・ザイデンフース氏 （ダイムラー・クライスラー日本株式会社 代表取締役副社
長）
テーマ：「グローバルな視点からの自動車マーケティング」

～２００５年～
2月2日

今井 彰 氏 （トヨタ・ヨーロッパ 前社長・会長 （株）デルフィス 現代表取締役社長）
テーマ：「欧米と比較した日本企業の強みと弱み」

3月2日

和田 浩子 氏
（Ｐ＆Ｇ本社 元ヴァイスプレジデント、日本トイザらス 前代表取締役ＣＯＯ
Ｏｆｆｉｃｅ ＷａＤａ 現代表取締役）
百瀬 伸夫氏 （ファースト・ウェンズデー共同主宰者、株式会社 電通 元副社長）
テーマ：「マーケティングとダイバーシティ」
4月6日

真崎 晃郎 氏 （ソニー株式会社 グループ取締役会副議長、執行役副社長）
テーマ：「ＣＳＲとダイバーシティ」

5 月 12 日

ピーター・ロランジュ博士 （IMD 学長）
テーマ：「よりよいマーケティングの活用 - 経営幹部の視点で考える」

6 月 15 日

狛 文夫 氏 （あさひ・狛法律事務所 パートナー）
テーマ：「Ｍ＆Ａについてー法律家の視点で見る機会と課題」

7月6日

河村 有弘 氏 （日経 BP 社 代表取締役会長）
テーマ：「日本のビジネス出版界の課題」

8 月 19 日

田島 義博 氏 （学校法人学習院 院長、財団法人流通経済研究所 名誉会長）
テーマ：「経営とマーケティング」

9 月 28 日

栗坂 崇 氏
（エゴン ゼンダーインターナショナル株式会社 前社長兼シニアコンサルタント）
テーマ：「国際企業が求める日本人（Executive の資格条件と現状の問題）」

10 月 19 日

松井 達二 氏 （株式会社 電通テック 代表取締役社長）
テーマ：「多様化するクライアントニーズに答えるセールス・プロモーション」

11 月 9 日

百瀬 伸夫 氏 （株式会社ロッテ 専務取締役）
テーマ：「ロッテの事業展開と新規事業について」

12 月 12 日

奥山 真司 氏 （Ｐ＆Ｇノースイースト・アジア ヴァイスプレジデント）
テーマ：「Ｐ＆Ｇの人事戦略（from local talents to global talents）」

～２００４年～
1月9日

－ファースト・ウェンズデー・スペシャル（懇親会）ジェームス・R ステンジェル氏
（プロクター・アンド・ギャンブル社 グローバル・マーケティング・オフィサー）
テーマ：「Ｐ＆Ｇの強さと挑戦」
2月4日

中谷 義雄 氏
（トヨタカナダ 前社長・会長 現日本自動車リサイクル促進センター専務理事)
テーマ：「企業の社会的責任-トヨタカナダの行動と実践」

3月3日

大渡 肇 氏 （株式会社保健同人社 代表取締役社長）
テーマ：「日本の医療改革」

4月7日

伊藤 順朗 氏 （株式会社セブン-イレブン・ジャパン 取締役執行役員）
テーマ：「セブン-イレブンの強さと挑戦」

5 月 11 日

ヴァーナー・ガイスラー氏 （Ｐ＆Ｇファー・イースト・インク 取締役社長）
(2004 年 7 月より、Ｐ＆Ｇインターナショナル・オペレーションズ A. G、中欧・東欧・中東・アフリ
カを担当するグループ・プレジデントに就任)
テーマ：「Ｐ＆Ｇの日本におけるマーケティング戦略」
6月2日

中島 義和氏 （ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社）
代表取締役ＣＯＯ(最高執行責任者)
テーマ：「日本ゼネラル・モーターズが今日直面する課題と挑戦」

7 月 14 日

田中 里沙氏 （宣伝会議 取締役副社長、兼月刊「宣伝会議」編集長）
テーマ：「現在の日本におけるマーケティングトレンド」

8 月 27 日
－ファースト・ウェンズデー・スペシャル（懇親会）-

9月1日

南 忠氏 （日立ハイブリッドネットワーク株式会社代表取締役社長）
テーマ：「関連会社からの改革」

10 月 17 日

ピーター・ロランジュ博士 （IMD ビジネススクール 学長）
テーマ：「今後の CEO のあり方」

11 月 2 日

今井 彰 氏 （トヨタ・ヨーロッパ 前社長・会長 （株）デルフィス 現代表取締役社長）
テーマ：「トヨタ・ヨーロッパにおける発展」

12 月 1 日

ジニー・パーカー氏 （ウォール・ストリート・ジャーナル 記者）
テーマ：「日本のビジネス・ソサエティーにおける女性の地位」

～２００３年～
5 月 25 日

真崎 晃郎氏
（ソニー株式会社 グループ取締役会副議長、執行役専務
兼 グループ・ジェネラル・カウンセル）
（2004 年 6 月より、ソニー株式会社グループ取締役会副議長、現執行役副社長）
テーマ：「ソニーのリスク管理と実践」
7月2日

百瀬 伸夫氏
（ファースト・ウェンズデー共同主宰者、株式会社 電通 元副社長、ビーコン・コミュニケーシ
ョンズ株式会社 会長）
テーマ：「ネスカフェ・ゴールド・ブレンドのケース」
8月6日

岸 伸久氏 （ファースト・ウェンズデー主宰、岸・アンド・アソシエーツ（株） 代表取締役社
長）
テーマ：「Ｐ＆Ｇのマーケティング組織の好パフォーマンス」

9月3日

ロバート・レイド氏 （ビーコン・コミュニケーションズ株式会社 ディレクター）
テーマ：「マクドナルドのグローバルブランド戦略」

10 月 1 日

ドミニク・タッピン博士 （ＩＭＤ ビジネススクール 教授）
テーマ：「高齢化する消費者へのマーケティング」

10 月 19 日

－ファースト・ウェンズデー・スペシャル（懇親会）ピーター・ロランジュ博士 （ＩＭＤ ビジネススクール 学長）
テーマ：「ＩＭＤビジネススクールのマーケティング」

11 月 5 日

吉田 寿孝氏 （株式会社日経ラジオ社 代表取締役社長）
テーマ：「現在の日本におけるメディアの問題点」

12 月 3 日
梅田 重秋氏 （日本経済新聞社 取締役東京本社広告局長）

テーマ：「企業の社会的責任（ＣＳＲ）とメディアの視点から見たインベスターリレーションズ（ＩＲ）」
以上

