
慶應丸の内シティキャンパスの定例講演会を
インターネットで中継配信

広島
夕せき学がく講座

「時代の“潮流と深層”を読み解く」をコンセプトに、各分野の第一線で活躍する研究者・経営者・文化人等を講師に招いて開催する 
『夕学五十講』（主催：㈱慶應学術事業会）を、インターネット配信を利用して広島の会場にて受講できます。
最先端の動画データ圧縮技術と安定した配信技術により、高精度の画質と迫力ある音声で受講していただけます。

2019年度前期

2019年度
前期の講演テーマ

●新たな基軸を探す経営　●日本と世界の論点　●人間を考える
●持続可能な社会を目指して　●始まっている近未来　●この人に聞く

時 間 会 場毎回１８：３０〜２０：３０ 広島商工会議所 会議室

2019年度前期　配信講座一覧

駐車場はございませんので、お車等でのご来場はご遠慮願います。

※６月21日（金）、６月26日（水）の講座は広島大学から講師をお招きする講演のため中継配信ではありません。

【講師・講演内容の詳細がご覧になれます】  http://www.keiomcc.com/

≪新たな基軸を探す経営≫

清水 勝彦
慶應義塾大学大学院
経営管理研究科 教授

「戦略的意思決定力を鍛える
  ～見えるものと見えないもの～」

４月

11
（木）

≪日本と世界の論点≫

竹中 平蔵
慶應義塾大学名誉教授、

東洋大学教授

「日本経済の
 機会とリスク」

４月

12
（金）

≪人間を考える≫

田中 利典
金峯山寺長臈、

種智院大学客員教授

「修験道の世界
～身体を使って心を修める～」

５月

9
（木）

≪この人に聞く≫

太田 光代
㈱タイタン 代表取締役、
タイタンの学校 理事長

「タイタンの学校
 のすすめ」

5月

24
（金）

≪持続可能な社会を目指して≫

村上 絢
一般財団法人 村上財団 

代表理事

「資金循環で
社会の問題を

解決する」

７月

9
（火）

≪この人に聞く≫

安部 龍太郎
作家

「信長はなぜ
 葬られたのか」

７月

17
（水）

≪広島大学特別講座≫

荒見 泰史
広島大学大学院

総合科学研究科 教授

「平山郁夫の見た敦煌」
６月

26
（水）

≪新たな基軸を探す経営≫

田村 次朗
慶應義塾大学法学部教授、ハーバード大学国際交渉学
プログラム・インターナショナル・アカデミック・アドバイザー

「対話型リーダーシップのすすめ
～リーダーシップ基礎教育への挑戦～」

７月

2
（火）

≪新たな基軸を探す経営≫

南 壮一郎
㈱ビズリーチ 代表取締役社長

「日本の働き方と
 生産性について」

６月

11
（火）

≪始まっている近未来≫

安宅 和人
慶應義塾大学 環境情報学部教授、
ヤフー㈱ CSO（チーフストラテジーオフィサー）

「シン・ニホン
   ～ AI×データ時代における

日本の再生と人材育成～」

５月

10
（金）

≪持続可能な社会を目指して≫

白坂 成功
慶應義塾大学大学院

システムデザイン・マネジメント研究科 教授

「超小型衛星でかわる
宇宙ビジネスの潮流」

６月

14
（金）

≪広島大学特別講座≫

亀井 清華
広島大学大学院

工学研究科 准教授

「Web上の評判情報を用いた
観光情報推薦システム」

６月

21
（金）

≪日本と世界の論点≫

デービッド・アトキンソン
小西美術工藝社 代表取締役社長

「日本の魅力
～その活かし方と伝え方～」

６月

27
（木）

2019年３月４日現在の予定です。都合により変更になる場合があります。

≪新たな基軸を探す経営≫

岩嵜 博論
㈱博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 

部長

「未来生活者発想で
サービスを　

デザインする」

６月

4
（火）

≪始まっている近未来≫

馬場 渉 パナソニック㈱ ビジネスイノ
ベーション本部 本部長、パナソ
ニック ノースアメリカ㈱ 副社長

佐々木 紀彦 ㈱ニューズピックス 取
締役 CCO、NewsPicks 
Studios CEO

「大企業
イノベーションの

　　　 　起こし方」

４月

25
（木）

≪持続可能な社会を目指して≫

小泉 文明 ㈱メルカリ 取締
役社長兼 COO

山本 晶 慶 應 義 塾 大 学 大 学 院
経営管理研究科 准教授

「C2C×デジタルが
  生み出す新しい
　　　　　　経済圏」

5月

15
（水）

≪人間を考える≫

吉田 裕 一橋大学大学院社会
学研究科 特任教授

保阪 正康 ノンフィク
ション作家

「兵士達が見た
アジア・太平洋戦争」

７月

31
（水）

※小泉氏の講演45分・対談45分・質疑応答30分の構成です。

※トークショー形式での講演60分・質疑応答30分の構成です。

※吉田氏の講演60分・対談30分・質疑応答30分の構成です。

※馬場氏の講演60分・対談30分・質疑応答30分の構成です。

写真 (c) 北村成



受講券の種類 商工会議所会員料金 一般料金 特　　　色

１回単位
（１枚） 1,030円(税込） 3,090円(税込）

　 希望する講座をお選びください。
　 １枚から購入できます。

全17回通し
（１セット17枚） 11,310円(税込） 33,940円(税込）

　   全17回を通して受講できます。会社でまとめて購入し
複数の方に受講していただくことができます。

　 受講料が大変割安です。

回 開　催　日 講　師　名 申込枚数 回 開　催　日 講　師　名 申込枚数
１ 4月11日（木） 清　水　勝　彦 　　　　枚 11 6月21日（金） 亀　井　清　華 　　　　枚
２ 4月12日（金） 竹　中　平　蔵 　　　　枚 12 ６月26日（水） 荒　見　泰　史 　　　　枚

受 ３ 4月25日（木） 馬場渉・佐々木紀彦 　　　　枚 13 6月27日（木） デービッド・アトキンソン 　　　　枚
講 ４ 5月 9日（木） 田　中　利　典 　　　　枚 14 7月 2日（火） 田　村　次　朗 　　　　枚
希 ５ 5月10日（金） 安　宅　和　人 　　　　枚 15 7月 9日（火） 村　上　　　絢 　　　　枚
望 6 5月15日（水） 小泉文明・山本晶 　　　　枚 16 7月17日（水） 安　部　龍太郎 　　　　枚
日 7 5月24日（金） 太　田　光　代 　　　　枚 17 7月31日（水） 吉田裕・保阪正康 　　　　枚

8 6月 4日（火） 岩　嵜　博　論 　　　　枚 　　　　　　□１回単位（１枚）
申込合計欄
　　　　　　□全17回通し（１セット17枚）

　　　　枚
　　セット

9 6月11日（火） 南　　　壮一郎 　　　　枚
10 6月14日（金） 白　坂　成　功 　　　　枚

会　社　名 電話番号（ ）　　  —

所　在　地 〒

申込担当者 所属 氏名  会員　・　一般

希望する
受講券

振込
金額 　　　　　　　 円

必要事項をご記入のうえＦＡＸ送信してください。
▲ＦＡＸ：０８２－２２２－６６６４

2019年度前期 広島夕
せ き が く

学講座 の受講料・申込方法について

受 講 料 (1名につき）

お申込みから受講までの流れ

① １回 単 位 □　１，０3０円（会員料金） ×　　 枚　□  ３，０9０円（一般料金） ×　　 枚
② 全１７回通し□１１，31０円（会員料金） ×　　 セット  □３３，94０円（一般料金） ×　　 セット

※�ご記入いただいた内容は、当講座に関する事務連絡並びに本所事業の各種情報提供に限り使用させていただきます。

2019年度前期　広島夕学講座　受講申込書

≪お問い合わせ・申込先≫ 広島商工会議所会員部　〒730-8510　広島市中区基町5-44　電話：082-222-6631

広島銀行  本店  普通預金  2750724　広
ヒロシマショウコウカイギショイッパンカイケイグチ

島商工会議所一般会計口
※振込名は申込書へ記載の会社名または氏名でお願いいたします。
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
※受講当日の現金でのお支払はできません。
※受講料は、ご返金できませんので予めご了承ください。

終了した講座または欠席した講座の受講券は、2019年度前期の期間中であれば振替えて使用できます。

①下記申込書に必要事項を記入のうえＦＡＸにてお申込みください。

②申込書を受付後、受講券を申込担当者様へ郵送します。

③お申込みされた講座受講料を受講券到着後２週間以内に、下記口座へお振込みください。

会員区分

④受講当日は、必ず、受講券をご持参ください。


