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全国交流会in京都

2011

  6月18日（土）
　　   講演会13：00～17：00

　　    懇親会18：00～20：00

　　 19日（日）
　　   見学会  9：30～15：30

＜主催＞　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
＜共催＞　財団法人　京都市景観・まちづくりセンター



プログラム
12：30　会場

13：00　開会

13：05　講演「おもしろ　おかしく」
　　　　堀場雅夫氏（株式会社堀場製作所最高顧問）

14：35　休憩（10分）

14：45　講演「共感・勇気・自然」
　　　　藤原直哉氏（NPO法人日本再生プログラム推進フォーラム理事長）

16：45　NSP総合特区について
　　　　「21世紀のまちづくり～日本再生に向けた総合特区～」

16：55　イベント紹介・連絡事項

17：00　閉会

講演会
日　時：6月18日（土）13：00～17：00

会　場：メルパルク京都　会議室D　
　　　　〒600−8216　京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13

参加費：会員5,000円（2日間）3,000円（1日）・一般10,000円

NSP´全国交流会in京都　2011年6月18日（土）～19日（日）
＜主催＞　NPO法人　日本再生プログラム推進フォーラム
＜共催＞　財団法人　京都市景観・まちづくりセンター



学        歴
           １９４６年   京都帝国大学 理学部 物理学専攻卒業

       １９６１年   医学博士号取得

職        歴
           １９４５年   堀場無線研究所創業
           １９５３年   株式会社堀場製作所設立  代表取締役社長に就任
           １９７８年   株式会社堀場製作所  代表取締役会長に就任

       １９９５年   株式会社堀場製作所  取締役会長に就任
　   ２００５年   株式会社堀場製作所  最高顧問に就任　現在に至る

賞        罰
          １９８２年１１月  藍綬褒章受章
          １９９６年   ７ 月  経済広報センター表彰（企業広報賞特別賞）
          １９９８年    ３月  毎日経済人賞表彰
　　  ２００６年    ３月  ピッツコン・ヘリテージ・アワード受賞

著        書
           「イヤならやめろ！」（日本経済新聞社）                
           「仕事ができる人 できない人」（三笠書房）
           「問題は経営者だ！」（日経ＢＰ社）
            「人の話なんか聞くな！」（ダイヤモンド社）   
            「その他大勢から抜け出す仕事術」（三笠書房）
　　　「やるだけやってみろ！」（日本経済新聞出版社） 
　　　「もっとわがままになれ！」（ダイヤモンド社）他 

大正１３年、京都市生まれ。昭和２０年、京都大学理学部在学中に堀場無線研究所を
創業。学生ベンチャーの草分けと呼ばれる。国産初のガラス電極式ｐHメーターの開発に
成功し、昭和２８年、堀場製作所を設立する。社員に博士号の取得を推奨し、自身も昭
和３６年に医学博士号を取得。「おもしろ おかしく」を社是として、全社一丸となっ
て、ベンチャービジネスのモデルともいえる企業を作りあげた。以後、同社は分析機器の
トップメーカーとして、つねに技術開発で業界をリードしている。
現在、全国イノベーション推進機関ネットワーク　会長、京都市ベンチャー企業目利き
委員会 委員長などを務め、起業家の育成にも力を注いでいる。

堀場雅夫氏
株式会社　堀場製作所　最高顧問
財団法人 京都高度技術研究所 最高顧問

全国イノベーション推進機関ネットワーク　会長

文部科学省 地域イノベーションクラスタープログラム 

京都環境ナノクラスター本部 本部長

京都市ベンチャー企業目利き委員会　委員長



１９６０年　東京都生まれ。 

１９８３年　東京大学経済学部卒業。
　　住友電気工業株式会社入社。
　　電線ケーブルの海外輸出業務および企画部門に従事。 

１９８５年    経済企画庁経済研究所出向。
　　　　　　世界経済モデルを使ったイタリア、日本および米国の短期経済予測、講造　
　　　　　　分析 、計量経済分析の信頼性向上のための研究に従事。 

１９８７年   ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社。
　　　　　   投資戦略調査部で債券・株式の数理分析に従事。特にオプション、スワッ
　　　　　   プなどの金融デリバティブ商品、市場のベンチマークとしてのインデック
　　　　　   ス、および米国のモーゲージ担保証券に関する広範囲な研究・業務に従事。
著        書
          「怒りを創造力に！日本再生－共感・勇気・自然－」（あ・うん刊）
          「史上最悪の大破錠！！2010年～2015年緊急！近未来10の新予測（監訳）」
          「神の世直し！世界大恐慌3年目！！怒りを創造力に―日本再生―」
          「大予測！神の世直し立て直し～世界大恐慌に隠された真実～」
          「無血市民革命が起こった」
          「突き抜ける生き方」他 

　独立系シンクタンクとして「経済」「政治」「国際情勢」「組織のリーダーシップ」に
関する独自の分析を行っているほか、小田原市および長野県南信濃遠山郷に拠点を構
え、ロハス体験学校の主催、コンサルティング、社内教育、講演、執筆活動を行ってい
る。また、藤原直哉が執筆する「ワールドレポート」を毎週発行。その他、社会人学校
「藤原学校」を東京で月2回開催し、全国各地で「藤原塾」も開催している。
　さらにNHKラジオ第一放送の「ビジネス展望」、山口放送ラジオの「情報ダブルク
リック」にレギュラー出演、NHK文化センター青山教室では「世界の中の日本経済」と
いうタイトルで時局分析を行っている。

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

NPO法人日本再生プログラム推進フォーラム　理事長

渋谷ソーホーバレーコモンズ(ＳＶＣ)推進協議会　会長 

有限責任事業組合藤原KAIZEN研究会　顧問 

ワシントン大学経営大学院名誉卒業生 

ワシントン大学経営大学院キー・パートナー



懇親会
日　時：6月18日（土）18：00～20：00

会　場：祇園・円山かがり火
　　　　〒6005−0073　京都市東山区祇園円山公園北側350

参加費：5,000円（当日会場徴収）

NSP´全国交流会in京都　2011年6月18日（土）～19日（日）
＜主催＞　NPO法人　日本再生プログラム推進フォーラム
＜共催＞　財団法人　京都市景観・まちづくりセンター

＜タクシー＞
京都駅から約15分
＜電車＞
京阪本線祇園四条駅 徒歩10分 
阪急線河原町駅 徒歩10分 
＜バス＞
市バス祇園停留所 徒歩2分 

アクセス



プログラム
  9：15　会場

  9：30　開会
                京都市景観・まちづくりセンター内見学・活動説明

10：00　講演「京都における都市・建築・住宅の近代化」
　　　　中川理氏（京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科教授）

12：00　移動

12：30　昼食会＠レストラン菊水

13：30　見学会（徒歩2時間コース）
　　　　　予定コース：鴨川の堤防散策路を北へ➜祇園界隈➜西に方向を変えて
　　　　　　　　　　　➜三条通(まちづくりで賑わい復活)➜堀川通を北へ
　　　　　　　　　　　➜堀川川底散策路(公園)➜二条城➜表裏千家(小川通)や茶道会館
　　　　　　　　　　　　(もしくは西陣の町並）➜大徳寺➜船岡山(平安京の発祥の地)西へ
　　　　　　　　　　　➜金閣寺➜龍安寺(石庭)or仁和寺、妙心寺

15：30　閉会

見学会
日　時：6月19日（日）9：30～15：30

会　場：京都市景観・まちづくりセンター　
                ひと・まち交流館京都 地下1階ワークショップ1

 　　　　〒600−8127　京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊83番地の1

参加費：会員5,000円（2日間）3,000円（1日）・一般10,000円
　　　　※昼食会では、お一人様2,500円を別途頂戴いたします。

NSP´全国交流会in京都　2011年6月18日（土）～19日（日）
＜主催＞　NPO法人　日本再生プログラム推進フォーラム
＜共催＞　財団法人　京都市景観・まちづくりセンター



見学会
日　時：6月19日（日）9：30～15：30

会　場：京都市景観・まちづくりセンター　
                ひと・まち交流館 京都地下1階ワークショップ1

 　　　　〒600−8127　京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊83番地の1

参加費：会員5,000円（2日間）3,000円（1日）・一般10,000円
　　　　※昼食会では、お一人様2,500円を別途頂戴いたします。

NSP´全国交流会in京都　2011年6月18日（土）～19日（日）
＜主催＞　NPO法人　日本再生プログラム推進フォーラム
＜共催＞　財団法人　京都市景観・まちづくりセンター

＜電車＞
京阪本線清水五条駅 徒歩8分 
地下鉄烏丸線五条駅 徒歩10分 
＜バス＞
市バス4,17,205号系統河原町
正面停留所下車徒歩1分 

アクセス



NSP第８期活動記録
2010年10月

・スピンアウト研究会
　第２回勉強会
・都市計画研究会
　第３回勉強会
・和輪環「足利ツアー」
・NSP設立８周年記念講　
　演会総会

2010年11月
・環境経営分科会第３回
　勉強会
・スピンアウト研究会
　第３回勉強会
・西水美恵子氏＆鬼澤理
　事講演会　
・中小零細企業研究会
　第３回勉強会

2011年１月
・スピンアウト研究会
　第５回勉強会

2010年12月
・スピンアウト研究会
　第４回勉強会
・和輪環「雪祭り」

2011年２月
・都市計画研究会新春特　
　別勉強会
・環境経営分科会施設見
　学会
・スピンアウト研究会
　特別勉強会第１弾
・和輪環「聞香講座」

2011年６月
・スピンアウト研究会
　特別勉強会第２弾
・NSP全国交流会IN京都

2011年５月
・和輪環「春祭り」
・中小零細企業研究会
　第５回勉強会
・NSP緊急集会
・スピンアウト研究会
　第９回勉強会

2011年４月
・中小零細企業研究会
　第４回勉強会
・都市計画研究会＆和輪
　環合同イベント
・組織のリーダーシップ　
　研究会伊那視察研修
・スピンアウト研究会第
　８回勉強会
・中小零細企業研究会
　勉強会IN福岡



NSP第８期活動予定
2011年６月

・ハーバード社会起業大
　会＆ Teach for America
　＆伊那食品工業視察報
　告会

2011年7月
・環境経営分科会施設見
　学会
・中小零細企業研究会
　第５回勉強会
・環境経営分科会IN大阪
・スピンアウト研究会
　半農半X＆遠山郷研修

2010年８月
・組織のリーダーシップ
　研究会呉視察研修
・中小零細企業研究会
　第６回勉強会
・スピンアウト研究会
　半農半X活動
・都市計画研究会
　第６回勉強会

2011年９月
・組織のリーダーシップ
　研究会
・中小零細企業研究会
　第７回勉強会
・スピンアウト研究会
　半農半X活動
・中小零細企業研究会
　勉強会IN福岡

2011年10月
・NSP第９期総会
・スピンアウト研究会
　半農半X活動
・環境経営分科会IN大阪



NSPソーシャルメディア部

◆NSPサイト　http://nipponsaisei.jp/

イベント申込は、NSPサイトからお願い致します！

◆和輪環サイト
http://wawawa.nipponsaisei.jp/ 

◆NSPブログ
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/ 

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

◆Vimeo
http://vimeo.com/nipponsaisei

◆Twitter
http://twitter.com/nipponsaisei/
アカウント名　@nipponsaisei

◆ロハスな日本が好きな人のための
　復興構想会議
http://www.facebook.com/lohas.japan

◆Facebook
http://www.facebook.com/nipponsaisei

◆Flickr
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/ 
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NSP´全国交流会in京都　2011年6月18日（土）～19日（日）
＜主催＞　NPO法人　日本再生プログラム推進フォーラム
＜共催＞　財団法人　京都市景観・まちづくりセンター

メモ



このたびの東日本大震災で
被災し亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、
被害に遭われている皆さま、親族・関係者の皆さまに

心よりお見舞い申し上げます。
そして、被災地の1日も早い復旧を心からお祈りしております。

全国各地にいらっしゃるNSP会員の皆さまには、
いつも多大なるご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

引き続き、皆さまとよこのつながりを大切に、
NSPとして、全力を挙げて日本の復興構想に取り組み、
戦略的低エネルギー社会の実現を目指します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

NPO法人日本再生プログラム推進フォーラム事務局

〒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

mailto:staff@nipponsaisei.jp
mailto:staff@nipponsaisei.jp

