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1. NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム団体紹介 

＜正式名称＞ 特定非営利活動法人日本再生プログラム推進フォーラム （通称：NSP） 

＜事務所・事務局連絡先＞ 

 主たる事務所： 神奈川県小田原市栄町二丁目 13番 12号 ASUKAビル 2F 

 事務局連絡先：  03－5420－5033 (TEL&FAX兼用),  staff@nipponsaisei.jp  

＜発足・設立＞ 平成 15年 10月 16日 

＜登記＞ 平成15年10月16日、内閣府認証NPO法人登記（会社法人等番号：0210-05-006588） 

＜役員構成＞ 2012年 7月 31日現在 

 理事長  藤原直哉（経済アナリスト、シンクタンク藤原事務所取締役 会長） 

 理 事  榎本恵一（榎本会計事務所 所長） 

 理 事  鬼澤慎人（株式会社ヤマオコーポレーション 代表取締役） 

 理 事  永井洋子（永井洋子税理士事務所 所長） 

 理 事  三上靖彦（株式会社ミカミ 代表取締役） 

 理 事  山口直彦（フルハシ EPO株式会社 代表取締役社長） 

 監 事  小川修（長瀬産業株式会社 テクノロジーオフィサー） 

事務局長 永井洋子 

相談役  熊谷弘（当フォーラム前理事長） 

相談役  高橋栄作（当フォーラム前事務局長） 

＜会員情報＞ 会員総数：424 名 2012年 7月 31日現在 

＜活動の基本構想＞ 

 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム(通称：NSP)では、わが国の経済が「内需中心の持

続的経済成長によって」活性化するためには、新しい思想と技術のもとに日本の都市計画を抜本的に

作り直し、まったく新しい日本の都市と田舎を作り直すことが必要だと考えています。そしてその過

程で生まれる 21世紀の新しい技術やノウハウ、製品が国際競争力の源となり、持続的な内需中心の経

済成長の根源的エネルギーになると考えています。同時に日本各地固有の産業とライフスタイルを大

いに振興させて、あらゆる地域の活力がみなぎらなければならないと考えます。 

私たちは、日本の経済を活性化させるために、内需中心に十分に雇用があり、地方の繁栄、高齢化

への対処、国際競争力の向上、温暖化問題への対処が同時に達成できるまったく新しい経済の枠組み

を創造し、提言することを通じて、日本全体のあらゆる活力を高めるための活動を実践しています。 
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2. 活動方針 
NSPの目指す日本経済の再生をひとことでいえば、「温故知新で生まれる 21世紀の経済」です。そ

れを実現する戦略をひとことでいえば、「戦略的低エネルギー社会の実現」です。NSP ではかつて、

日本経済再生の具体的戦略として観光立国、新しい農業を提案し、実際にそれが政策となって今や日

本全国に観光と農業の新しい動きが広がっています。今回は、それらを統合した本格的な提案として

日本経済の再生を総合的かつ戦略的に行っていきます。 

 

＜理事長対談音声―ロハス・グレイトコラボレーション・カルチャルクリエイティブス－＞  
対談：熊谷弘前理事長、藤原直哉理事長（2006年 7月 28日収録） 音声：http://p.tl/OVON 

＜藤原理事長NSP紹介映像＞ 

     

 

 

 

 

 

 

   

＜具体的活動方針＞ 

1. 日本再生を担う実力を持った人や組織をヨコ型リーダーシップでつないで融合し、日本再生の

推進エネルギーとします。 

2. 政治と民意の距離を縮め双方向のコミュニケーションをとる場を設け、主に中小零細企業と地

方の声を政治に届けます。 

3. 日本政府の国際公約である温暖化ガス 25%削減の目標を達成し、同時に現下の経済危機を克服

するための具体的施策をまとめ、実現可能な政策提言を行います。 

4. 藤原直哉が提唱する「21 世紀のグレイト・コラボレーション（偉大なる共生）社会」の実現

に向けた啓蒙活動を実施します。 

＜具体的活動内容＞ 

1. インターネットラジオによる対談、講演 

各界の人たちとの対談、あるいは講演を音声・映像収録後、一般に公開します。 

2. 政経懇談会 

国会周辺で政治家のゲストを講師に招いて懇談会を開催します。政治の現状を解説していた 

だくとともに、経済の状況を説明していただきます。（会員およびゲスト限定） 

3. 政策勉強会 

具体的な政治、経済の課題について随時実施します。（会員およびゲスト限定） 

4. 地方懇談会 

全国各地選出の政治家と、その地域の中小零細企業の経営者および地域を担う人たちとの懇 

談会を全国各地で開催します（会員、ゲスト、および一般）。 

5. 講演会、勉強会、見学会 

活動方針に沿った各種講演会、勉強会、見学会を開催します（会員、ゲスト、および一般）。 

6. 情報発信とソーシャルメディア活用 

会員限定メーリングリストにて定期的に会員向け活動案内、報告をします。またソーシャル 

メディアを活用した NSP活動紹介を一般に公開し、理念普及活動を広く行います。 

 

3. 研究会 
NSP内にはより詳しく日本経済再生の具体的な方法を検討するために、各理事・監事が担当し 

ている研究会、分科会を設けています。それぞれの研究会や分科会は、単に個別の問題を検討するた

めだけに設けられたものではなくて、日本経済再生を行う上で戦略的に非常に重要になると思われる

分野を抽出して設けられたものです。 

 それぞれの研究会では、座学でただ学ぶだけでなく研究会参加者の実践事例などの情報共有や、意

見交換ができる場、そして新たな取組みを実践する場も創っていきます。 

2009年 12月 http://p.tl/9wH4 2010年 3月 http://p.tl/Rs0t 2011年 6月 http://vimeo.com/25754965 

http://p.tl/OVON
http://p.tl/9wH4
http://p.tl/Rs0t
http://vimeo.com/25754965
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地域のひな型研究会（旧：都市計画研究会）        ・都市再生研究会 

組織のリーダーシップ研究会 ・中小零細企業研究会 ・スピンアウト研究会  

 

＜地域のひな型研究会＞ （旧：都市計画研究会、2010年 10月名称変更） 

 担当：三上靖彦理事（2011年 11月から）樋口栄治前理事（2011年 10月まで） 

観光と農業を含めて日本経済再生のかなめである新しい都市計画について 

考えます。われわれは起＝縄文時代までの日本、承＝稲作伝来から 

江戸時代までの日本、転＝明治以降の西欧化した日本を統合する「結」 

としての新しい「日本文明」を具体的な新しい都市づくり、現代の都市の 

大改造によって実現することが、持続的な内需中心の経済成長の根源的 

エネルギーだと考えています。http://nipponsaisei.jp/g/city 

http://youtu.be/Nzrl2rsVUBc                   

▼研究会活動記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2010年＞ 

2月 17日（水） 

7月 31日（土） 

10月 16日（土） 

10月 23日（土） 

＜2011年＞ 

2月 12日（土） 

4月  9日（土） 

5月 15日（日） 

10月 15日（土） 

11月 13日（日） 

12月 10日（土） 

＜2012年＞ 

1月 14日（土） 

2月 11日～12日 

3月 10日（土） 

4月 14日（土） 

5月 12日（土） 

6月 10日（日） 

6月 16日（土） 

7月 14日（土） 

8月 11日（土） 

9月 15日（土）予定 

9月 22日（土）予定 

10月 13日（土）予定 

＜テーマ・内容＞ 

 ガウディの考えた都市づくりと建築文化 

：都市バルセロナの活性化、21世紀の新しい都市計画 

：21世紀地域課題解決型の都市計画、地域経済再生および地域 

おこし http://p.tl/xHIH http://p.tl/vESx 

 教育と GNH(Gross National Happiness;国民総幸福度） 

  ：JICAとは、ブータンに学ぶ・精神文化と国づくり 

  ：グレート・コラボレーション=偉大なる共生社会の建設  

：これからの日本の都市づくりと日本人の生き方 http://p.tl/mUZo 

 渋沢栄一の目指した日本構想と産業興し 

―インフラ整備への投資は地域社会に何をもたらしたか― 

  http://p.tl/CC6S http://p.tl/Hua6 

 20年後の日本の社会をデザインする 

http://p.tl/Ab_d  http://p.tl/QQWa 

 中間報告発表＠NSP緊急集会 http://p.tl/-oLa 

 第 8期活動報告発表＠NSP第 9期総会 http://p.tl/oaSP 

 

＜ゲスト＞ 

 矢作弘氏（大阪市立大学大学院教授） 

 田中裕也氏（アントニ・ガウディ研究家、建築家） 

 三上靖彦氏（株式会社ミカミ代表取締役、現地域のひな型研究会担当理事） 

 立原佳和氏（JICA 地球ひろば 総務課長） 

 羽賀友信氏（長岡市国際交流センター長） 

 木村昌人氏（渋沢栄一記念財団 研究部長） 

 益田文和氏（株式会社オープンハウス代表取締役、東京造形大学教授） 

 福田毅氏（長岡造形大学非常勤講師） 

貴重なお時間をありがとうございました！ 

http://nipponsaisei.jp/g/city
http://youtu.be/Nzrl2rsVUBc
http://p.tl/xHIH
http://p.tl/vESx
http://p.tl/mUZo
http://p.tl/CC6S
http://p.tl/Hua6
http://p.tl/Ab_d
http://p.tl/QQWa
http://p.tl/-oLa
http://p.tl/oaSP
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第 1弾発表 PDF資料：2011年 5月 15日発表 http://p.tl/SpBQ 

第 2弾発表 PDF資料：2011年 6月 18日発表 http://p.tl/468z 

第 3弾発表オーディオブック：2011年 10月 10日発表 http://p.tl/_Hi1 

http://vimeo.com/3030163 
 

 第 4弾発表 PDF資料：2011年 10月 15日発表（NSP第 9期総会） 

              

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/31531820      http://p.tl/toIz         http://p.tl/778s 
 

  第 5弾発表 PDF資料：2012年 6月 10日発表（NSP第 9期全国交流会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のひな型研究会では、現在下記の 4つについて積極的に活動しています： 

（1）「21世紀のまちづくり」提案書のバージョンアップ、ビジュアル化 

（2）絵巻の用語解説書作成と普及、ローカル版の作成支援  

（3）地域再生のチームづくり支援 （4）先進事例の視察 

※毎月 1回勉強会を開催中です！ぜひお気軽にご参加ください。http://nipponsaisei.jp/events/ 

＜テーマ・内容つづき＞ 

 地域のひな型研究会の今後の進め方と日程について 

 提案書「21世紀のまちづくり」 

：解説・質疑応答・ビジュアル化説明 http://p.tl/tANH 

：鳥瞰図や絵本からそれぞれの活用方法提案検討 

  ：総まとめ 

 先端・未来志向型の技術／産業視察 http://p.tl/Zhae 

 絵巻キーワード情報共有、用語解説まとめ 

http://p.tl/u-oN http://p.tl/1aef 

 ワークショップ「切り絵によるビジョンづくり」 

：一人ひとりが思い描く 21世紀の日本のビジョン・夢にピ 

ッタリあうイメージ切り絵によるモザイク画制作、 

まとめ、ディスカッション 

http://p.tl/-8bl http://p.tl/PKKG 

 中間報告発表＠NSP第 9期全国交流会 http://p.tl/tYEi 

「21世紀のまちづくり」提案書 

http://p.tl/6Yi0 

 

第 6弾提案書発表 

2012年 10月 13日（土）開催の NSP第 10期

総会研究会発表報告にておこないます！！！ 

・日本再生プログラムその背景 

・日本再生の理念 

・日本再生のイメージ 

・日本再生に向けた地域再生特区 

・日本再生に向けた第二の城下町づくり 

・日本再生へ向けての個別プロジェクト 

詳細＆申込：http://nipponsaisei.jp/events/91 

http://p.tl/SpBQ
http://p.tl/468z
http://p.tl/_Hi1
http://vimeo.com/3030163
http://vimeo.com/31531820
http://p.tl/toIz
http://p.tl/778s
http://nipponsaisei.jp/events/
http://p.tl/tANH
http://p.tl/Zhae
http://p.tl/u-oN
http://p.tl/1aef
http://p.tl/-8bl
http://p.tl/PKKG
http://p.tl/tYEi
http://p.tl/6Yi0
http://nipponsaisei.jp/events/91
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2011 年 10 月より都市計画研究会では、東京大学名誉教授の山本良一氏・サステナブル国際会議実

行委員長の益田文和氏のご好意と許諾をいただきまして、第 2 回サステナブルデザイン国際会議

Destination 2007-2025でまとめられた絵巻『エコイノベーションで実現するサステナブルなライフス

タイル』をより多くの皆さまに知っていただくために、販売することになりました。 

※21世紀社会のいろいろな要素が描かれているこの絵巻には、これからどんな時代の特徴が出てくる

か、年齢不問出入り自由の教育プログラム・グリーンツーリズム・廃棄物の適正処理・自然資源の

有効活用など今話題になっていることが、小さな項目ごとに全部入っています。 

http://p.tl/seVZ  http://p.tl/RjYK  ご注文・ご購入くださった皆さま、ありがとうございました！ 

 

＜都市再生研究会＞ 

 担当：山口直彦理事 http://nipponsaisei.jp/g/recycle/ 

日本の国際公約である温暖化ガス 25％削減に向けて環境負荷の 

小さい循環型社会の建設を、環境・リサイクルや林業という切り口 

から考えます。 

また環境・リサイクルや林業によって生まれるバイオマス燃料は 

日本発の 21世紀の新しいエネルギー資源として、日本の海外貢献に 

も役に立つと考えています。 

この研究会は名古屋を拠点に活動しています。 

 明快な未来志向で進める都市再生。根本は『街造り』の前に、人と地球に『優しい人造り』。資源・

エネルギーを、効果的に（カスケード利用、Reduce、Reuse、Recycle）活用して再生された都市は、

エネルギー、食料、セキュリティーの最低限の安全保障が確立される都市。ここでは、インフラを俯

瞰的に眺め整備し、持続可能性、生物多様性、低エネルギーの仕組みの上に成り立ちます。その上で、

今と未来が安心安全快適、つまり幸せが実感でき、人と地球に優しい街として蘇ります。 

 

▼研究会活動 

2011年 5月 15日（日）＠NSP緊急集会 （全体イベント） 

研究会発表音声：http://p.tl/q-yw 詳細：http://p.tl/NR0x 

 

2011年 10月 15日（土）＠NSP第 9期総会 （全体イベント） 

研究会発表              詳細：http://p.tl/RKd8 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://p.tl/PVD7 

 

2011年 12月 17日（土）＠川崎 （合同環境施設視察会）        

施設見学会：かわさきエコ暮らし未来館、川崎バイオマス発電 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/53 

1,000冊販売達成！ 

http://vimeo.com/318937

71 

http://youtu.be/3oUjsX

BhJmM 

絵巻『エコイノベーションで実現するサセテナブルなライフスタイル』販売 

 http://p.tl/qQPh 

http://p.tl/seVZ
http://p.tl/RjYK
http://nipponsaisei.jp/g/recycle/
http://p.tl/q-yw
http://p.tl/NR0x
http://p.tl/RKd8
http://p.tl/PVD7
http://nipponsaisei.jp/events/53
http://vimeo.com/31893771
http://vimeo.com/31893771
http://youtu.be/3oUjsXBhJmM
http://youtu.be/3oUjsXBhJmM
http://p.tl/qQPh
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2012年 6月 10日（日）＠NSP第 9期全国交流会（全体イベント） 

研究会発表 

 

 

 

 

 

                                         

 

http://vimeo.com/45735649 

 

＜組織のリーダーシップ研究会＞ 

担当：鬼澤慎人理事 http://nipponsaisei.jp/g/leadership/ 

日本経済再生のためには、新しい時代を創ることができる 

新しいリーダーを養成しなければなりません。民と官の両方で、 

経営の品質を向上させ、すばらしき経営を実践するという観点 

から全国で進められている新しいリーダーの養成を基礎にそれを 

発展させていこうと考えています。 

                              http://youtu.be/jkWSniQC1bE 

過去に世界が日本から学ぼうとしたことは、「永く続くこと（持続可能性）」と「質の高いアウトプ

ット（製品やサービス）」がなぜ実現できるのかでした。時代は常に変化していきますが、その中であ

っても顧客や社会にとって価値を提供し続けていくことこそが重要なのであって、利益はその結果と

してついてくるものなのです。 

私たち研究会は、多くの企業・組織が常に価値を生み出し続け、関わるすべての人を幸せにする「す

ばらしい経営」の実現ができる（経営の品質を高める）支援をしていきます。 働く人たちのロイヤリ

ティが高く、創意工夫に溢れてチームワークの良い組織を創るために求められる「リーダーシップ」

について、研究と学びの場を提供していくことを目的とします。 混沌とした時代を切り開き、明るく

豊かな未来を創っていくには、人の才能や潜在能力を引き出し、組織に相乗効果を生み出すことので

きる、効果的なリーダー・経営者をひとりでも多く育成していくことがますます必要になってきてい

るのです。 

 

▼研究会活動記録 

 

 

 

2010年 4月 12日（月）13日（火）＠伊那食品工業株式会社 （長野県伊那市） 

ゲスト：塚越寛氏（伊那食品工業株式会社 会長）、清水慎一氏（菓匠 Shimizu）  

詳 細：http://p.tl/TP9F http://p.tl/z0MV http://p.tl/1dST 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

環境経営分科会→都市再生研究会へ 

2012 年 6 月より中小零細企業研究会の環境

経営分科会を都市再生研究会の部門にて、今後

活動していくことになりました。 

都市再生研究会でのイベント開催が決定次

第、NSPイベント情報に随時更新いたします： 

http://nipponsaisei.jp/events/ 

全国各地で「素晴らしき経営」をしている企業や組織を学ぶ視察勉強会 

http://vimeo.com/45735649
http://nipponsaisei.jp/g/leadership/
http://youtu.be/jkWSniQC1bE
http://p.tl/TP9F
http://p.tl/z0MV
http://p.tl/1dST
http://nipponsaisei.jp/events/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/15/dsc00867.jpg
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/15/dsc00987.jpg
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2010年 8月 2日（月）3日（火）＠京都 

テーマ：素晴らしい経営を学ぶ－伝統と革新― 

ゲスト：鬼丸昌也氏（NPO 法人テラ・ルネッサンス 理事） 

   ：深尾昌峰氏（財団法人京都地域創造基金 理事長） 

   ：玉置辰次氏（株式会社半兵衛麩 会長） 

   ：川越森雄氏（松下資料館 館長） 

詳 細：http://p.tl/Xnxj http://p.tl/0Ilu 

  

2011年 4月 11日（月）12日（火） 

＠伊那食品工業株式会社（長野県伊那市） 

ゲスト：塚本寛氏（伊那食品工業株式会社 代表取締役会長） 

   ：塚越英弘氏（伊那食品工業株式会社 専務取締役） 

：伊那食品工業の皆さま 

詳 細：http://p.tl/ISEE http://p.tl/I8_z 

  

2011年 8月 2日（火）3日（水） 

＠大和ミュージアム、第 1術科学校（広島県呉市、江田島市） 

ゲスト：戸高一成氏（大和ミュージアム館長） 

テーマ：リーダーシップと技術を生かして、 

戦後の日本の製造業はどのように復興したのか 

詳 細：http://p.tl/8PzW http://p.tl/1DWp 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/28183209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「素晴らしき経営」について、またそれを実現するリーダーシップについての定例勉強会 

 ・未来を創る企業経営、行政経営、学校経営、さらに地域経営に関して学びます。 

  http://p.tl/02Zk  http://p.tl/Eoi1 

 ・素晴らしき組織のリーダーシップ、組織風土・成熟度を学びます。 

   http://p.tl/6Xly  http://p.tl/J1kr 

＜2010年＞ 

2月 17日（水） 

3月 26日（金） 

9月 25日（土） 

10月 23日（土） 

＜2011年＞ 

5月 15日（日） 

10月 15日（土） 

＜2012年＞ 

6月 10日（日） 

7月 7日（土） 

10月 13日（土）予定 

＜ゲスト＞ 

 西川敬一氏（株式会社ブロックス 代表取締役社長） 

 永井洋子理事（NSPスピンアウト研究会担当） 

 榎本恵一理事（NSP中小零細企業研究会担当） 

 小川卓氏 

（医療法人財団献心会川越胃腸病院総務部長・医療サービス対応事務局長） 

貴重なお時間をありがとうございました！ 

http://p.tl/Xnxj
http://p.tl/0Ilu
http://p.tl/ISEE
http://p.tl/I8_z
http://p.tl/8PzW
http://p.tl/1DWp
http://vimeo.com/28183209
http://p.tl/02Zk
http://p.tl/Eoi1
http://p.tl/6Xly
http://p.tl/J1kr


Copyright © 2012 NPO法人日本再生プログラム推進フォーラム(NSP) All Rights Reserved.   9 

 

2011年 5月 15日（日）＠NSP緊急集会 （全体イベント） 

研究会発表音声：http://p.tl/QS0Y 詳細：http://p.tl/ISEE 

 

2011年 10月 15日（土）＠NSP第 9期総会   2012年 6月 10日（日）＠NSP第 9期全国交流会 

（全体イベント）研究会発表          （全体イベント）研究会発表   

 詳細：http://p.tl/5KDA             詳細：http://p.tl/3u_a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/31582009              http://p.tl/yTza 

 

＜中小零細企業研究会＞ 

 担当：榎本恵一理事 http://nipponsaisei.jp/g/sme/ 

日本経済の土台を支えている中小零細企業をいかに活性化させ、 

新しい成功のチャンスを広げていくかは日本経済再生の天王山 

でもあります。この研究会では中小零細企業の経営に詳しい人 

たちの英知を結集して与信や経営支援の在り方を考えていきます。 

                 http://youtu.be/qFRtZb5QINA 

最近のセーフティーネット融資を申し込んでも、審査が通るところはすぐ融資が下り、通らないと

ころは結果の通知すらこないという声があります。 審査が通った経営者の中には、金融機関から「御

社は元気があるから」といった漠然とした 理由しか提示されておらず、金融機関の融資審査能力に疑

問を抱かざるを得ません。 

本来、融資を申し込む際、決算書を審査しますが、赤字企業には、融資をしない、スコアリングの

みの審査で、経営者の定性情報を見ようともしない風潮に変わってしまいました、中小零細企業は、

日本の誇りです、素晴らしい考えの経営者も沢山おられます。 なぜ、定性情報を見ないのか、いや見

れないのか、この辺りは与信からみても一定のコンパスを描けるはずです。 中小零細企業の経営者は

孤独であり、継続的な関係の保てる主治医のような存在が不可欠であると思い経営コーチ構想を行っ

ています。経営コーチをひとことで言い表すと、「リーダーシップやマネジメントといった経営の知識

と、それを的確に伝えるコーチングのスキルを持った会計人が、税務だけでなく経営面でも経営者の

サポートをすること」となります。 

 経営コーチが経営者のサポート役として機能するようになれば、中小企業にも活力も生まれるでし

ょう。ひいては、日本経済の再生につながるかもしれません。そんな発想から生まれたのが「経営コ

ーチ」の概念です。 また、起業をしたいと思っている若者が増えていますが、現下の経済状況では、

何も出来ません。失敗を恐れずに、やりたいことにチャレンジできる社会を築きあげていかないとい

けないと思います。  

▼研究会活動 

 2010年 6月 10日（木）＠すみだ産業会館（東京都墨田区江東橋） 

ゲスト：林充之氏（YMG グループ代表税理士） 

    ：浅井豊司氏（株式会社フルハシ環境総合研究所 代表取締役社長） 

：藤原直哉理事長 

テーマ：経営コーチと会員相談、環境経営について 

詳 細：http://p.tl/MYXk 

 

 

 

 

 

http://p.tl/QS0Y
http://p.tl/ISEE
http://p.tl/5KDA
http://p.tl/3u_a
http://vimeo.com/31582009
http://p.tl/yTza
http://nipponsaisei.jp/g/sme/
http://youtu.be/qFRtZb5QINA
http://p.tl/MYXk
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▼研究会三本柱：分科会 

  ワークライフバランス分科会、ソーシャルメディア分科会、メンタルレスキュープロジェクト 

  ※環境経営分科会の活動は、2012年 6月より都市再生研究会に移行いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境経営分科会 

＜2010年＞ 

7月 24日（土） 

9月 4日（土） 

＜2011年＞ 

2月 26日（土） 

5月 15日（土） 

7月  2日（土） 

9月 17日（土） 

10月 15日（土） 

＜2012年＞ 

5月 27日（日） 

＜ゲスト＞ 

 浅井豊司氏 

（株式会社フルハシ環境総合研究所東京事務所長・現代表取締役所長）  

 永井洋子理事（NSPスピンアウト研究会担当） 

 榎本恵一理事（NSP中小零細企業研究会担当） 

貴重なお時間をありがとうございました！ 

＜テーマ・内容＞ 

 環境経営に関する知識の習得、環境経営の意義を考え、 

実践出来る体感型セミナー 

http://p.tl/xdQt http://p.tl/uEdm http://p.tl/NpoD 

 工場見学会＠バイオマス発電㈱、ジャパンバイオエナジー㈱ 

http://p.tl/G_c1 http://p.tl/wUrB 

 視察見学会＠東京ガス環境エネルギー館、江戸東京博物館 

：深刻なエネルギー制約を楽しく学び、考えよう！ 

 http://p.tl/TgYy 

 中小企業の環境経営をベンチマークしよう！ 

http://p.tl/wCwa http://p.tl/Woh2 

 視察見学会＠パナソニックセンター東京 

：21世紀型のエネルギーと生活について考える 

 http://p.tl/fQe0 http://p.tl/Yqvs 

http://p.tl/MGIp 

 

http://p.tl/xdQt
http://p.tl/uEdm
http://p.tl/NpoD
http://p.tl/G_c1
http://p.tl/wUrB
http://p.tl/TgYy
http://p.tl/wCwa
http://p.tl/Woh2
http://p.tl/fQe0
http://p.tl/Yqvs
http://p.tl/MGIp
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NSPfacebookページにて、懐かしの映像等も随時更新しています。 

http://www.facebook.com/nipponsaisei 

ワークライフバランス分科会 

＜2010年＞ 

9月 25日（土） 

10月 23日（土） 

11月 24日（土） 

＜2011年＞ 

4月  9日（土） 

5月 14日（土） 

5月 15日（日） 

7月 9日（土） 

9月 24日～25日 

10月 15日（土） 

＜2012年＞ 

2月 26日（日） 

7月 14日（土） 

9月 22日（土）予定 

10月 13日（土）予定 

12月 15日（土）予定 

＜テーマ・内容＞ 

 かんたん Facebook活用ミニセミナー 

：SNSとは？Facebookとは？ 

 http://p.tl/f0kt http://p.tl/-kvz 

：Facebookの魅力や可能性、目的に応じた効果的な使い 

方など http://p.tl/zwp2 

ソーシャルメディア分科会 

＜2011年＞ 

8月 21日（土） 

10月 15日（土） 

11月 13日（日） 

＜2012年＞ 

1月 14日（土） 

4月 28日（土） 

9月 22日（土）予定 

10月 13日（土）予定 

11月 17日（土）予定 

＜テーマ・内容＞ 

 中小零細企業研究会の位置づけ、活動方針 

http://p.tl/6Xly 

 会社経営とは。真相を探る！ 

：会社経営とは何なのか、なぜつまづいたのか事例から 

学ぶ http://p.tl/Ab_d http://p.tl/z3xt 

 中小企業の環境経営をベンチマークしよう！ 

http://p.tl/wCwa http://p.tl/Woh2 

 NSPの考えるワークライフバランス 

：対立・対抗する概念ではなく、融合する 

ワークライフバランスとは 

http://p.tl/r7o1 http://p.tl/f0kt http://p.tl/-kvz 

  ：日本再生のためになぜワークライフバランスが必要か？ 

：ワークライフバランスの基本知識 

：NSP版ワークライフバランス 

      http://p.tl/M5AA http://p.tl/t9Sh 

 ワークライフバランス視察会＠(有)スダディオパラディソ 

：3世代御用達、地域浸透企業 http://p.tl/_ehK 

＜ゲスト＞ 

 岩波公也氏（ECソリューションズソーシャルストラテジスト） 

貴重なお時間をありがとうございました！ 

http://www.facebook.com/nipponsaisei
http://p.tl/f0kt
http://p.tl/-kvz
http://p.tl/zwp2
http://p.tl/6Xly
http://p.tl/Ab_d
http://p.tl/z3xt
http://p.tl/wCwa
http://p.tl/Woh2
http://p.tl/r7o1
http://p.tl/f0kt
http://p.tl/-kvz
http://p.tl/M5AA
http://p.tl/t9Sh
http://p.tl/_ehK
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2011年 12月 31日（土）＠Facebook 1,000いいね！プロジェクト 

「日本は、世界はいったいどうなる？2012年」Facebookページ開設 

http://www.facebook.com/surviveyear2012 

 ソーシャルメディア分科会の講師を務めてくださっている岩波公也氏からご協力いただきまして、

多くの方々と一緒に創る「2012年に関する提言」ページとして、「日本は、世界はいったいどうなる？

2012年」を作成し、このような状況においても、明るく希望を持って生き抜いていくための提言を広

げる活動を行いました。http://p.tl/eNP7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 12 月 31 日（土）ページオープンと同時に、藤原理事長の「2011 年を振り返って感じるこ

と」を閲覧可能にしました。 

Facebook アカウントをお持ちの方々から、「いいね！」ボタンを押していただくと、画面が切り替

わり、「2012 年の大胆予測」として、下記の 2 項目に関する藤原理事長の提言をご覧いただけるよう

にしました： 

1.「2012年はこうなる」 2.「2012年を明るく、元気に生きるためには何をすればよいか？」 

 

藤原理事長の提言をお読みいただくだけではなく、多くの皆さまからこの「日本は、世界はいった

いどうなる？2012年」ページを共有（1000シェア！）していただき、皆さまからの 2012年に関する

提言（1000コメント！）もお寄せいただきるプロジェクトとしました。http://p.tl/OwNZ 

ご協力くださった皆さま、ご賛同くださった皆さま、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年 1月 6日（金）15：48目標 1,000いいね！達成！ 

メンタルレスキュープロジェクト：メンタルレスキューできる人財を一人でも多く全国に増やす。 

＜2012年＞ 

3月 25日（日） 

4月 29日（日） 

6月  3日（日） 

7月 1日（日） 

9月 22日（土）予定 

9月 23日（日）予定 

10月 13日（土）予定 
 

＜ゲスト＞ 

 佐藤茂則先生 

（ミック研究所、NPO法人メンタルサポートアカデミー理事長） 

 岩松正史氏（心理カウンセラー、傾聴研修講師） 

貴重なお時間をありがとうございました！ 

＜テーマ・内容＞ 

メンタルヘルスの現状とその方法について学び、心の時代に、心

に関する情報とその理解の進め方を学び合っています。 

 日本再生とメンタルレスキューの位置と意義 

 メンタルへルスと性格（ストレスとは何か、人間関係と性格） 

 メンタルヘルスとコミュニケーション 

 悲嘆ケア、ＡＳＤ、及びＰＴＳＤについて 

http://p.tl/4afc http://p.tl/fZez http://p.tl/JElK 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/surviveyear2012
http://p.tl/eNP7
http://p.tl/OwNZ
http://p.tl/4afc
http://p.tl/fZez
http://p.tl/JElK
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2011年 5月 15日（日）＠NSP緊急集会 （全体イベント） 

研究会発表音声：http://p.tl/ksk1 

  

2011年 10月 15日（土）＠NSP第 9期総会   2012年 6月 10日（日）＠NSP第 9期全国交流会 

（全体イベント）研究会発表          （全体イベント）研究会発表 

詳細：http://p.tl/W-af             詳細：http://p.tl/Txd6 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/31247059        http://vimeo.com/nipponsaisei/enomoto20120610 

 

＜スピンアウト研究会＞ 

 担当：永井洋子理事・事務局長 http://nipponsaisei.jp/g/spinout/ 

 スピンアウトとはぬるま湯の組織から抜け出て、自らの足で立ち、 

自らの手で事業を創り出すことです。 

当研究会は既存の組織をスピンアウトして、起業により未来の日 

本を再生する人たちを創出することを目的にしています。 

 ゆでガエルになる前に目を覚まして起業しよう！を合言葉に、 

起業により日本再生を担う人達をつくり出すことを理念として掲げ 

ます。経済のグローバル化により、安い労働力を求めて日本の企業 

はどんどん海外へ移行し、日本国内の産業の空洞化とデフレが日本 

の社会を蝕んでいます。既存の企業はノー面・ビー玉人間（感情を 

押し隠すことにより能面のような顔と虚ろなビー玉のような目をし 

た人達）をつくり出し、家庭は崩壊し、田園は荒れ、人の心が壊れ 

ていく現状にストップをかけなければなりません。古い日本の大掃除を始めるとともに、新しい皮で

つくった入れ物に新しいワインを入れる、即ち新たな組織で新たな事業を創造する人たちを育成して

いくことを目的とします。  

“経営とは、顧客の創造である”とはドラッカーの言葉です。スピンアウト研究会では、経営とは“ア

ートと科学の合流によりつくりあげる、新たな顧客の創造である”と宣言します。  

▼研究会活動 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/rqazVcoBwL4 

＜2010年＞ 

9月 18日（土） 

10月 19日（土） 

10月 23日（土） 

11月 13日（土） 

12月 4日（土） 

＜2011年＞ 

1月 15日（土） 

2月 19日（土） 

4月 16日（土） 

5月 15日（土） 

5月 21日（土） 

6月 11日（土） 
 

＜ゲスト＞ 

 藤原直哉理事長 

 榎本恵一理事（NSP中小零細企業研究会担当） 

 鬼澤慎人理事（組織のリーダーシップ研究会担当） 

 岩松正史氏（心理カウンセラー、傾聴研修講師） 

 土橋重隆氏（外科医、日本消火器内視鏡学会認定医、医学博士） 

 スピンアウト研究会メンバーの中で、講師をしてくださっ

た皆さま 

貴重なお時間をありがとうございました！ 

http://p.tl/ksk1
http://p.tl/W-af
http://p.tl/Txd6
http://vimeo.com/31247059
http://vimeo.com/nipponsaisei/enomoto20120610
http://nipponsaisei.jp/g/spinout/
http://youtu.be/rqazVcoBwL4
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2011年 5月 14日（土）＠NSP緊急集会 （全体イベント） 

研究会発表音声：http://p.tl/1tFE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜テーマ・内容＞ 

 スピンアウト研究会の位置づけ、活動方針 

：サイエンス・アート  

http://p.tl/y9S4 http://p.tl/rJiO 

 理念づくり 

：タスクの発表（書籍「7つの習慣」より） 

※以降毎回 

：KJ法によりやりたいことを整理 

 http://vimeo.com/19964439 http://p.tl/D1n7 

：KJ法・理念のまとめ 

 戦略づくり 

：スピンアウト経験談 http://p.tl/H--R 

：SWOT分析模擬体験・分析解説 http://p.tl/D1n7 

 マーケティング（戦略づくり）と傾聴 

：マーケティングとは、感情移入の傾聴  

http://p.tl/r0Ug 

：スピンアウト経験談 http://p.tl/jdaR 

 理念・戦略のまとめ (SWOT分析含めた発表) 

http://vimeo.com/24758210  http://p.tl/NMmK 

 病気の認識論－病気の意味と価値－ 

：寄ふれあい農園の紹介、 

次年度半農半Ｘ活動計画の報告と承認、講演 

   http://vimeo.com/26460423  http://p.tl/yj_8 

半農半 Xを目指す農部会：キムタクプロジェクト ＜2011年＞ 

7月 11日（土） 

8月 27日（土） 

9月 23日（金） 

10月 29日（土） 

11月 26日（土） 

12月 17日（土） 

＜2012年＞ 

1月 8日（日） 

＜ゲスト＞ 

 大谷賢司氏（NPO 法人 21世紀の農学校農園長） 

貴重なお時間をありがとうございました！ 

＜テーマ・内容＞http://nipponsaisei.jp/events/32 

 土作り 

 種まき 

 栽培管理、草なぎ隊 

 ピザ＆ヤンニョンづくり、サッポロビール工場見学 

 一部収穫 

 キムチ＆沢庵つくり 

 キムタク祭り 

：試食、キムチ料理つくり、新年会 

http://p.tl/1tFE
http://p.tl/y9S4
http://p.tl/rJiO
http://vimeo.com/19964439
http://p.tl/D1n7
http://p.tl/H--R
http://p.tl/D1n7
http://p.tl/r0Ug
http://p.tl/jdaR
http://vimeo.com/24758210
http://p.tl/NMmK
http://vimeo.com/26460423
http://p.tl/yj_8
http://nipponsaisei.jp/events/32
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2011年 10月 15日（土）＠NSP第 9期総会    2012年 6月 10日（土）＠NSP第 9期総会 

（全体イベント）                （全体イベント）  

研修会発表 詳細：http://p.tl/Z2sw        研究会発表 詳細：http://p.tl/Luro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/31190234               http://vimeo.com/nipponsaisei/nagai20120610 

 

 

 

＜日本投資銀行研究会＞ 
こうした各戦略的分野を統合して日本経済の再生を行うためにはその司令塔としてのシンクタ

ンクと、実際に経済を動かすための巨大な金融機能が必要になります。戦後の日本で産業勃興を

実際に担った日本興業銀行のような投資銀行を創設すべく研究していきます。なお、この研究会

のみ、現在準備中です。 

 

 

 

 

 

6次産業チャレンジ農園 

＜テーマ・内容＞http://nipponsaisei.jp/events/99 

 目的 

日本再生を願う人々がお互いに協力して、雇用に

囚われない労働形態を構築し、新しい日本再生の

ひな形を作ること。 

 狙い 

企業から農園という大地へ舞台を替え、天然資源、

地球資源に目を向け、農作業や農産物の加工や販

売を協働することにより、一人ひとりが独立し、

互いに結び合うネットワークを構築しながら、知

識、技術、経験に加え、チームワークから利益を

得ること。 

 行為 

毎月第 3 土曜日を基本として、小田原の農園で１

次産業である栽培を基礎に活動し、2 次産業であ

る生産物の加工から 3 次産業である販売まで出来

るようにする。 

 効果 

数年かけて 1次産業から 6次産業までの一連を事

業レベルまで上げることによって、雇用に囚われ

ない半農半 X的な自立した人間の育成される。 

＜2012年＞ 

2月 18日（土）・3月 17日（土） 

4月 21日（土）・5月 19日（土） 

6月 16日（土）・7月 21日（土） 

8月 18日（土）・9月 15日（土）予定 

9月 22日（土）予定 

10月 13日（土）予定 

10月 27日（土）予定 

11月 23日（金）予定 

12月 15日（土）予定 

＜2013年＞ 

1月 19日（土）予定 

http://p.tl/Z2sw
http://p.tl/Luro
http://vimeo.com/31190234
http://vimeo.com/nipponsaisei/nagai20120610
http://nipponsaisei.jp/events/99
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4. 全体イベント 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動記録スライドショー http://vimeo.com/30790490 

 

＜講演収録会＞ 2010年 1月 23日（土）＠ファースト貸会議室水道橋・飯田橋  

 内容：これからの全体方針、各研究会方針や活動について理事・監事より発表（公開収録） 

 担当：藤原直哉理事長、榎本恵一理事、永井洋子監事、樋口栄治理事 

 

＜NSP事業活動説明会＞ 

 2010年 2月 9日（火）＠長岡商工会議所 

 内容：NSP事業活動の説明や、新潟の中小企業活性化に 

向けて、経営コーチとは、また顧問先経営者への 

具体的支援策などについての発表 

 担当：榎本恵一理事、樋口栄治理事、 

町田義彦氏（ゲスト：株式会社プロス取締役） 

 

＜NSP総決起集会＞  

2010年 5月 16日（日）＠SPAZIO12 （東京都渋谷区恵比寿） 

ゲスト：安田登氏（能楽師） 

  内容：基調講演「今こそ日本再生！」（藤原直哉理事長）、特別講演（安田登氏）、 

座談会（理事・監事紹介、研究会紹介）、会員発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 詳細：http://p.tl/ptRV http://p.tl/QY8c http://youtu.be/rSoCjyJ2Hq0 

http://vimeo.com/30790490
http://p.tl/ptRV
http://p.tl/QY8c
http://youtu.be/rSoCjyJ2Hq0
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＜NSP第 8期総会＞ 

 2010年 10月 23日（土）＠科学未来館（東京都江東区青梅） 

  テーマ：戦略的低エネルギー社会の実現を目指して－総合特区をつくろう！最初の一歩！－ 

  ゲスト：飛岡健氏（現代人間科学研究所所長） 

  内容：第 8期総会、基調講演「日本再生を支える新しい科学」（藤原直哉理事長）、 

     特別講演「日本再生に向けての新しい科学技術の必要性」（飛岡健氏） 

     参加型イベント－総合特区をつくろう！最初の一歩！－ 

           ※総合特区の構成要因となる各研究会について、実際に NSP 総合特区実現に向けて    

            あるべき姿、具体的に盛り込みたいアイディアを、たまり場形式で出し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            http://vimeo.com/23402488 

   

詳細：http://nipponsaisei.jp/events/5 http://p.tl/hK7U  

音声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/nsp20101023.mp3（理事長講演音声） 

  

＜NSP緊急集会＞ 

 2011年 5月 15日（日）＠田中八重洲ビル（東京都中央区八重洲） 

 テーマ：震災原発復興から日本再生への道のり 

ゲスト：平井邦彦氏（財団法人山の暮らし再生機構 理事長） 

  内容：基調講演「いよいよ始まる 21世紀の日本再生」（藤原理事長）、全研究会発表、 

     全体ディスカッション、特別講演（平井邦彦氏） 

「東日本大震災からの再興は、日本人の生き方と都市計画を全面的に見直すチャンス」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://vimeo.com/23946449 

 

詳細：http://nipponsaisei.jp/events/26 http://p.tl/gfCp http://p.tl/pMzK 

音声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSP20110515.mp3（理事長講演音声） 

 

http://vimeo.com/23402488
http://nipponsaisei.jp/events/5
http://p.tl/hK7U
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/nsp20101023.mp3
http://vimeo.com/23946449
http://nipponsaisei.jp/events/26
http://p.tl/gfCp
http://p.tl/pMzK
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSP20110515.mp3
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＜NSP第 8期全国交流会 in京都＞ 

 2011年 6月 18日（土）～19日（日） 

 ゲスト：堀場雅夫氏（株式会社堀場製作所最高顧問）、中川理氏（京都工芸繊維大学大学院教授） 

  内容：特別講演「おもしろ おかしく」、基調講演「共感・勇気・自然」、 

    特別講演「京都における都市・建築・住宅の近代化 

－幕末から大正ごろまで－」、京都市内見学会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/26568385 

詳細：http://p.tl/GgTW http://p.tl/wCcA http://p.tl/KCkD http://p.tl/a2sY 

   

＜NSP第 9期総会＞ 

 2011年 10月 15日（土）＠女性就業支援センター（東京都港区芝） 

 テーマ：日本再生－生命・生活・そして経済－ 

 ゲスト：鬼丸昌也氏（NPO 法人テラ・ルネッサンス理事・創設者） 

  内容：第 9期総会、基調講演、特別講演、各研究会・たまり場活動報告発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

http://vimeo.com/30832052 音声：http://p.tl/onnH 

詳細：http://nipponsaisei.jp/events/40 http://p.tl/oSrn http://p.tl/zKjK http://p.tl/fqzA 

  ：http://p.tl/F_xI 

  

http://vimeo.com/26568385
http://p.tl/GgTW
http://p.tl/wCcA
http://p.tl/KCkD
http://p.tl/a2sY
http://vimeo.com/30832052
http://p.tl/onnH
http://nipponsaisei.jp/events/40
http://p.tl/oSrn
http://p.tl/zKjK
http://p.tl/fqzA
http://p.tl/F_xI
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2011/06/27/kyoto1.jpeg
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全国各地の会員の方々が中心となって企画されている各地域の「たまり場」も広がりをみせています。 

また、NSP全体イベントの司会進行等も会員の方々から積極的にご協力・ご参加いただいております。

ご協力くださった皆さま、いつもありがとうございます！ 

  

   

 

 

 

 

http://vimeo.com/31889549   http://vimeo.com/31889723    http://p.tl/YRVq 

 

＜NSP第 9期全国交流会 in両国・押上＞ 

2012年 6月 10日（日）～11日（日） 

 ゲスト：野村栄一氏（長屋茶房天真庵庵長） 

  内容：江戸東京博物館見学、臨時総会、各研究会発表、藤原直哉理事長基調講演、 

東京スカイツリー展望台見学、押上地区散策、野村栄一氏特別講演 

     

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/44032800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細：http://nipponsaisei.jp/events/55  http://p.tl/yDzf http://p.tl/3u_a 

 

5. その他活動記録 

▼2010年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜6月 16日（土）＞ 

押上下町散策ツアー 

（東京都墨田区） 

詳細：http://p.tl/xeED 

＜8月 21日（日）＞ 

天然発酵建て藍染工房見学ツアー

「キヤッセ羽生」（埼玉県羽生市） 

詳細：http://p.tl/OP9G 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜9月 26日（日）＞ 

里山の魅力再発見 in茂木

バスツアー（栃木県茂木町） 

詳細：http://p.tl/Bvfs 

http://p.tl/h-jv 

http://p.tl/iDck 

 

 

http://p.tl/htjo 

http://vimeo.com/31889549
http://vimeo.com/31889723
http://p.tl/YRVq
http://vimeo.com/44032800
http://nipponsaisei.jp/events/55
http://p.tl/yDzf
http://p.tl/3u_a
http://p.tl/xeED
http://p.tl/OP9G
http://p.tl/Bvfs
http://p.tl/h-jv
http://p.tl/iDck
http://p.tl/htjo
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▼2011年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜南相馬報告会＞ 2011年 9月 19日（祝・月）＠東京国際フォーラム 

 テーマ：南相馬から見る明日の日本 

 ゲスト：佐藤茂則氏（有限会社ミック研究所代表取締役社長） 

     岩松正史氏（傾聴講師・心理カウンセラー） 

   内容：南相馬訪問報告、南相馬のメンタルケアの現状と対策、 

南相馬から見る明日の日本 

詳細：http://p.tl/F3TA http://p.tl/Ljvg http://p.tl/5D_v 

   

                   http://vimeo.com/30072494 

＜東日本大震災被災地視察研修会 in宮城＞2011年 9月 24日（土）～25日（日） 

 視察場所：宮城県仙台市、七ヶ浜町、塩竈市、石巻市、南三陸町 

  ゲスト：石沢裕一氏（会員）、塚本貴士氏（会員）、地元の皆さま 

 開催目的：津波災害の実態と救助、復旧までの現実を参加者に 

知っていただく。 

      ：地元の方、そして外からの援助に来られた方の実感、および 

今後への教訓を参加者にしっていただく。 

            ：今後の地元の復興への想い、戦略、取り組みなどの現状につい 

て参加者に知っていただく。 

       ：特に地元の若手経営者がこれから地元をどのように復興して 

いくか伺う。 

      詳細：http://p.tl/OoKm http://p.tl/AFFb http://p.tl/O1g6 http://p.tl/H7IZ 

▼2012年 

 

 

 

 

 

 

 

＜10月 17日（土）＞ 

足利学校＆ココファーム・ワイナリー見学

ツアー（栃木県足利市） 

詳細：http://p.tl/q-09 http://p.tl/hvsK 

 

 

 

＜12月 16日（土）＞ 

リーダーシップビジネスゲーム村祭り 

（大阪府豊中市） 

詳細：http://p.tl/D9As http://p.tl/QJj4 

 

 

 

＜2月 27日（土）＞ 

聞香講座 －香に出会い香を炷く香に聞く－ 

詳細：http://p.tl/kHH4 http://p.tl/gmez 

 

 

 

 

＜5月 14日（土）＞ 

新しい日本へみんながリーダーになるとき 
リーダーシップビジネスゲーム村祭り、DOIT!ワールドカフェ 

詳細：http://p.tl/OvpQ http://p.tl/vV4h http://p.tl/_BJt 

 

 

 

 

http://vimeo.com/30119316 

 

＜4月 20日（金）、26日（木）＞ 

哲学勉強会  

詳細：http://p.tl/2AkG 

 

 

 

＜NSPダイアログ・ナレッジシェア＞ 

  4月 11日（水）、5月 16日（水）、 

  6月 8日（金）、7月４日（水） 

8月 1日（水）、8月 23日（木） 

詳細： http://p.tl/UzrP http://p.tl/7iyr 

    http://p.tl/wfAL http://p.tl/FrqS 

      http://p.tl/V7cS http://p.tl/hGiX 

 

http://p.tl/F3TA
http://p.tl/Ljvg
http://p.tl/5D_v
http://vimeo.com/30072494
http://p.tl/OoKm
http://p.tl/AFFb
http://p.tl/O1g6
http://p.tl/H7IZ
http://p.tl/q-09
http://p.tl/hvsK
http://p.tl/D9As
http://p.tl/QJj4
http://p.tl/kHH4
http://p.tl/gmez
http://p.tl/OvpQ
http://p.tl/vV4h
http://p.tl/_BJt
http://vimeo.com/30119316
http://p.tl/2AkG
http://p.tl/UzrP
http://p.tl/7iyr
http://p.tl/wfAL
http://p.tl/FrqS
http://p.tl/V7cS
http://p.tl/hGiX
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6. 政策勉強会 
 2009 年 12 月より毎月 1 回、衆議院議員会館にて民主党議員の方々と当フォーラム理事・監事、そ

して毎回ゲストとして各分野の専門家の方々をお招きして、現在の日本の問題点や日本再生に向けた

具体的な展望などを発表していただき討議する政策勉強会を行いました。 

＜第１回 2009年 12月 1日開催＞ 

 テーマ：：NSPの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストの皆さま、貴重なお時間を 

ありがとうございました！ 

藤原直哉理事長 

専門分野： 

計量経済学、金融数理分析、時局分析、 

組織のリーダーシップ、 

21世紀社会の構造分析 

議論したいテーマ： 

日本再生のための産業政策の立案 

・大都市と地方の都市計画（含観光・農業） 

・ヨコ型リーダーシップの教育 

・中小零細企業対策 

・環境とリサイクルと林業 

・日本再生のための国策投資銀行の設立 

 

計 

 

榎本恵一理事（中小零細企業研究会担当） 

専門分野： 

税務会計、人事管理、経営コーチ 

議論したいテーマ： 

・今までの会計人から一歩前進した、地域社会に

対する新しい時代の税務会計（中小零細企業の

横型活性化） 

 ・決算とは人生の全ての区切りで見ることができ

る、この観点の充実を図り社会人大学（決算大

学）の地域での開催（経営コーチ構想） 

・日本再生に向けた租税教育を含めたタックスペ
ーヤー教育の充実（納税義務者から納税主権者

へ） 

鬼澤慎人理事（組織のリーダーシップ研究会） 

専門分野： 

経営品質、組織のリーダーシップ、 

組織風土改革 

議論したいテーマ： 

・各地方における「すばらしき経営（経営品質） 

の実現」に向けた取り組み支援 

・若手経営者の育成 

・地方自治体の経営（組織風土）改革 

・教育委員会改革および公立学校の経営改革 

計 

 

樋口栄治理事（都市計画研究会） 

専門分野： 

地域中小企業の支援および振興、地域産業振興、

まちづくり 

議論したいテーマ： 

日本再生のための産業政策の立案 

・大都市と地方の都市計画（含観光・農業） 

・中小零細企業対策 

・21世紀型モノづくり産業の再生 

（日本の本物の技術/技能/伝統工芸を生す） 

計 

 

山口直彦理事（都市再生研究会） 

専門分野： 

環境・リサイクル、木質バイオマス、 

自然エネルギー、国際情勢（アジア）、 

都市計画 

議論したいテーマ： 

日本再生のための産業政策 

・都市計画の立案 

・エネルギー、食料、 

セキュリティの安全保障 

・持続可能、生物多様、低エネルギーの

都市計画 

・今と未来を安心安全快適、幸せが実感

できる人と地球に優しい街づくり 

・林業から始まる国土保全と資源エネル

ギー政策 

   ・農山間村地域と都市との連携 

永井洋子監事（スピンアウト研究会） 

※現理事、事務局長 

専門分野： 

税務会計、経営コンサルティング 

議論したいテーマ： 

・社会的存在としての企業組織経営のあるべき姿の研究 

・企業が、個としての顧客が満足する商品・サービス提

供できる体制の構築 

・企業が従業員を幸せにする組織として存続できる体制

の構築 

・雇用対策としての農業・林業を再構築するために経営

という考え方を導入する体制の構築 

ゲスト（順不同） 
・前田雅之氏（フルハシ EPO 株式会社執行役員研究開発室室長） 

・土橋重隆氏（外科医、医学博士） 

・川添豊氏（DIAMアセットマネジメント株式会社） 

・中島太郎氏（新潟県立歴史博物館 館長） 

・白石ユリ子氏（ウーマンズフォーラム魚 代表） 

・西川敬一氏（株式会社ブロックス 代表取締役） 

・伊地知克哉氏（中小零細企業診断士） 

・井口一与氏（株式会社井口鋼油 代表取締役） 

・黒木衛氏（株式会社トランスアーツ 代表取締役） 

・今井晃弘氏（株式会致知出版社 専務取締役） 

・大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校 理事長） 

・岩松正史氏（心理カウンセラー、傾聴講師） 
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＜第 2回 2010年 1月 21日開催＞          ＜第 5回 2010年 4月 22日開催＞ 

 テーマ：新成長戦略実現に向けて           テーマ：日本再生に必要な人材育成 

                            

 

 

 

 

                         ＜第 6回 2010年 5月 27日開催＞ 

                          テーマ：日本再生に向けた総合特区  

                           

＜第 3回 2010年 2月 25日開催＞           

テーマ：都市再生                 

                                                     

 

                         ＜第 7回 2010年 9月 16日開催＞ 

                         テーマ：日本再生に向けてのリーダーシップ 

                                       

 

                           

                         ＜第 8回 2010年 11月 18日開催＞ 

                          テーマ：観光は先進産業－観光立国－  

 

 

 

                         ＜第 9回 2010年 12月 16日開催＞ 

                          テーマ：地方からの外交が日本再生の基盤 

                           

                            

                           

                         ＜第 10回 2011年 1月 27日開催＞ 

                          テーマ：環境経営による日本再生 

 

 

＜第 4回 2010年 3月 25日開催＞             

 テーマ：日本再生に必要な人材育成        ＜第 11回 2011年 2月 24日開催＞ 

                          テーマ：行政による経営品質 

 

                              

 

ゲストの皆さま、貴重なお時間をありがとうございました！ 

 

7. NSP ポッドキャスト 
▼NSPポッドキャスト番組 

2011年 2月より『NSPPodcast番組』では、2本柱で定期的に配信しております。 

1. 事務局から理事・監事・会員さんインタビュー 

理事・監事の皆さんと一緒に NSPの最新情報や各研究会の活動について、そして時には、会員

の皆さんと一緒に NSPの魅力をお届けします。 

2. NSP会員さんからゲストインタビュー 

NSP会員さんにインタビュアーとなっていただき、毎回「幸せのかたち」と題してゲストの方

にお話をうかがいます。ゲストの方から、次のゲストをご紹介していただく「縁と絆でつなぐ

インタビューリレー」です。 

 

 

 

 

 

ゲスト：  

・石綿敏久氏 

（有機農法専業農家、小田原有機農法研究会会長） 

・久末亮一氏 

（大阪大学、東京外語大学非常勤講師） 

・柳田一千一氏 

（エンゼルキャピタル株式会社取締役） 

ゲスト：  

・牧恒雄氏 

（東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科教授） 

・榊原勝巳氏 

（現役大工棟梁、株式会社明城代表取締役） 

・酒井與喜夫氏 

（かまきり博士、株式会社酒井無線代表取締役） 

・鈴木重壱氏（株式会社鈴木造園 代表取締役） 

・伊藤吉幸氏 

（東京農業大学学術研究院 山村再生支援セン

タープロジェクトマネージャー） 

・古川忠始氏 

（株式会社古川電機製作所代表取締役） 

・船橋康貴氏 

（株式会社フルハシ環境総合研究所代表取締役） 

・浅井豊司氏 

（株式会社フルハシ環境総合研究所東京事務所 

所長） 

・松岡守氏（株式会社フルハシ環境総合研究所顧問） 

ゲスト：  

・和田重宏氏（NPO法人子どもと生活文化協会会長） 

・平井由起子氏（株式会社セルフウィング代表取締役社長） 

ゲスト：  

・森將氏（森銀器製作所代表取締役社長）  

・林充之氏（YMG林会計代表税理士） 

・小手森幸雄氏（株式会社プロス専務取締役） 

ゲスト： http://p.tl/VT9j 

・小林一氏（地域づくりプランナー）  

・佐伯直氏（株式会社エックス都市研究所代表取締役） 

・池澤寛氏（都市開発プランナー） 

ゲスト： http://p.tl/btHL 

・西川敬一氏（株式会社ブロックス代表取締役社長） 

 

ゲスト：額賀信氏 

（株式会社ちばぎん総合研究所取締役会長） 

ゲスト：平山征夫氏 

（新潟国際情報大学学長、前新潟県知事） 

ゲスト：浅井豊司氏 

（株式会社フルハシ環境総合研究所東京事務所長） 

ゲスト：中村健氏 

（早稲田大学マニフェスト研究所次席研究員） 

第 1回：Podcast番組始めました！ 

（2011年 2月 16日） 

ゲスト：永井洋子監事（現理事・事務局長） 

ブログ：http://p.tl/5kG6 音声：http://p.tl/ng4N 

 

第 2回：環境経営分科会とは（2011年 2月 16日） 

ゲスト：榎本恵一理事 

ブログ：http://p.tl/m5lD 音声：http://p.tl/7my8 

 

http://p.tl/VT9j
http://p.tl/btHL
http://p.tl/5kG6
http://p.tl/ng4N
http://p.tl/m5lD
http://p.tl/7my8
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ご協力いただいた皆さま、貴重なお時間をありがとうございました！ 

第 3回：伊那に行こう！（2011年 2月 28日） 

ゲスト：鬼澤慎人理事 

ブログ：http://p.tl/xtSZ 音声：http://p.tl/kU6r 

 

 第 4回：会員さんこんにちは 

ゲスト：松尾一也氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/r26K 音声：http://p.tl/v-XN 

 

 

 

第 5回：希望と勇気 

ゲスト：樋口栄治理事 

ブログ：http://p.tl/mxW9 音声：http://p.tl/WwQY 

 

 

 

 

第 6回：会員さんこんにちは 

ゲスト：酒井啓司氏（会員）、橋村隆文氏（会員）、 

細川和彦氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/lTKI 音声：http://p.tl/4X_2 

 

 

 

 

 

第 7回：会員さんこんにちは 

ゲスト：藤田治氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/F95Z 音声：http://p.tl/GJBp 

 

第 8回：事務局からこんにちは 

ゲスト：前田雅之氏（会員）＆山中茂樹氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/IhLP 音声：http://p.tl/zt6L 

 

 第 9回：新しい日本へみんながリーダーになるとき 

ゲスト：長谷川孝氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/VvZ1 音声：http://p.tl/ECfn 

 

 

 
第 10回：スピンアウト研究会 1期生は動きます！ 

ゲスト：永井洋子監事（現理事・事務局長） 

ブログ：http://p.tl/NMmK 音声：http://p.tl/C9OY 

 

 

 

 

第 11回：ワークライフバランス 

ゲスト：榎本恵一理事 

ブログ：http://p.tl/D5Cw 音声：http://p.tl/C36F 

 

 

 

 

 

第 12回： 

民の力、民のリーダーシップを集めていく 

ゲスト：藤原直哉理事長 

ブログ：http://p.tl/wyXT 音声：http://p.tl/C36F 

映像：http://vimeo.com/25754965 

 

 

 
第 13回：主役は、皆さんです！ 

ゲスト：榎本恵一理事 

ブログ：http://p.tl/FHzJ  

音声：http://p.tl/MAhw 

映像：http://vimeo.com/25854524 

 

 

 

 

 

 

 

第 14回：自分の腹から元気になる！ 

ゲスト：永井洋子監事（現理事・事務局長） 

ブログ：http://p.tl/A34t 音声：http://p.tl/sBWR 

映像：http://vimeo.com/26152495 

 

 

 

 

 

第 15回： 

全国各地の皆さんを横につなげます！ 

ゲスト：山中茂樹氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/1qpF 

 音声：http://p.tl/rV22 

映像：http://vimeo.com/26666799 

 

 

 

 

 

 

 

第 16回：若者よ！ 

ゲスト：藤原直哉理事長 

ブログ：http://p.tl/dpDl  

音声：http://p.tl/JwbB 

映像：http://vimeo.com/27324259 

 

 

 

 

 

 

第 17回：南相馬から見る明日の日本 

ゲスト：岩松正史氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/K3Vq 

 音声：http://p.tl/Dp6V 

 

 

 

 

 

 

 

第 18回： 

農と NSP,ソーシャルメディアと NSP 

ゲスト：岩波公也氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/6l1E   

音声：http://p.tl/Fsag 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19回：NSPのヨコのつながり 

ゲスト：阿部重利氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/OjeC 音声：http://p.tl/U99F 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20回：幸せのかたち（1） 

ゲスト：藤原直哉理事長 

ブログ：http://p.tl/0bgV 音声：http://p.tl/rjG5 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21回：幸せのかたち（2） 

ゲスト：小川修氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/6PJV 音声：http://p.tl/xWgX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 22回：京都の街づくり 

ゲスト：伏木道雄氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/T_EH 音声：http://p.tl/U4fE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23回： 

メンタルレスキュー隊全国展開に向けて 

ゲスト：佐藤茂則氏（会員） 

ブログ：http://p.tl/Vbuf 音声：http://p.tl/SzeX 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24回：京都の街づくり 

ゲスト：西川敬一氏 

（株式会社ブロックス代表取締役社長） 

ブログ：http://p.tl/tyBx  

音声：http://p.tl/U4fE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://p.tl/xtSZ
http://p.tl/kU6r
http://p.tl/r26K
http://p.tl/v-XN
http://p.tl/mxW9
http://p.tl/WwQY
http://p.tl/lTKI
http://p.tl/4X_2
http://p.tl/F95Z
http://p.tl/GJBp
http://p.tl/IhLP
http://p.tl/zt6L
http://p.tl/VvZ1
http://p.tl/ECfn
http://p.tl/NMmK
http://p.tl/C9OY
http://p.tl/D5Cw
http://p.tl/C36F
http://p.tl/wyXT
http://p.tl/C36F
http://vimeo.com/25754965
http://p.tl/FHzJ
http://p.tl/MAhw
http://vimeo.com/25854524
http://p.tl/A34t
http://p.tl/sBWR
http://vimeo.com/26152495
http://p.tl/1qpF
http://p.tl/rV22
http://vimeo.com/26666799
http://p.tl/dpDl
http://p.tl/JwbB
http://vimeo.com/27324259
http://p.tl/K3Vq
http://p.tl/Dp6V
http://p.tl/6l1E
http://p.tl/Fsag
http://p.tl/OjeC
http://p.tl/U99F
http://p.tl/0bgV
http://p.tl/rjG5
http://p.tl/6PJV
http://p.tl/xWgX
http://p.tl/T_EH
http://p.tl/U4fE
http://p.tl/Vbuf
http://p.tl/SzeX
http://p.tl/tyBx
http://p.tl/U4fE
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8. ソーシャルメディア部 
 世界各地、全国各地の会員さんとヨコにつながりながら活動をしていくために、NSPではさまざま

ソーシャルメディアをツールを活用し、定期的に情報公開・活動記録・交流の場を発信しております。 

＜NSPホームページ＞       ＜Facebookページ＞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   http://nipponsaisei.jp/                               

                                                                                           

＜NSPブログ＞                ＜NSP事務局アカウント＠Facebook＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/ 

 

＜Twitter＞                      ＜ロハスな日本が好きな人のための復興構想会議＞ 

 

 
 

             
  
 
 
 
 

                                                    http://p.tl/16V5 
 

＜Youtube＞                  ＜Flickr＞                    ＜Vimeo＞ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/nipponsaisei 
 

 

＜お問合せ・連絡先> 

NPO法人日本再生プログラム推進フォーラム (NSP) 

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町 2-13-12 ASUKA ビル 2F 

TEL&FAX：03-5420-5033  E-mail：staff@nipponsaisei.jp 

Twitter アカウント名  

@nipponsaisei http://twitter.com/nipponsaisei/ 

http://www.facebook.com/nipponsaisei 

http://www.facebook.com/nspstaffoffice 

http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/ 

http://vimeo.com/nipponsaisei 

http://nipponsaisei.jp/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/
http://p.tl/16V5
http://www.youtube.com/user/nipponsaisei
mailto:staff@nipponsaisei.jp
http://twitter.com/nipponsaisei/
http://www.facebook.com/nipponsaisei
http://www.facebook.com/nspstaffoffice
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/
http://vimeo.com/nipponsaisei

