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1. NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム(NSP) 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 

 従たる事務所： 東京都渋谷区恵比寿西二丁目 8番 5号 

 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 2月 1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 会長） 

 理 事 榎本恵一（榎本税務会計事務所 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） 

 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＞ 2012年 2月 1日現在 

会員総数：397 名（法人会員： 53 名 個人会員：344 名） 

  

＜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
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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。 

 

＜特定非営利活動の種類＞ 

1. 社会教育の推進を図る活動 

2. まちづくりの推進を図る活動 

3. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

4. 環境の保全を図る活動 

5. 災害救援活動 

6. 地域安全活動 

7. 国際協力の活動 

8. 情報化社会の発展を図る活動 

9. 科学技術の振興を図る活動 

10. 経済活動の活性化を図る活動 

11. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

＜特定非営利活動に係る事業＞ 

1. わが国の地域経済活性化のための現状調査、並びに海外事情に関わる対比研究・分析・

提言に係る事業 

2. わが国の地域住民の安全確保に係る現状調査、海外事情に係る対比研究を行い今後の危

機管理体制及び防災体制のあるべき姿を提言に係る事業 

3. わが国の地域国際化のための現状調査、並びに海外事情に係る対比研究、分析、提言に

係る事業 

4. 上記 1から 3 の事業実現のための講演会の開催や企画実施、並びに関連する他団体との

交流や連携、及び協力事業 

 

 政策勉強会（※詳細は、別ページ活動記録：5. 政策勉強会を参照ください）を通して、各界で

ご活躍の方々をお迎えして、国民の声を民主党議員の方々へ提言する勉強会を開催しております。

また、各研究会（※詳細は、別ページ活動記録：4. 研究会を参照ください）での勉強会などを通

して、NSPの理念普及活動を定期的に行っております。 

 

＜その他の事業＞ 

1. 出版事業 

2. 企画・イベント事業 

3. 研修事業 
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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＞ 

対談：熊谷弘前理事長、藤原直哉理事長（2006年 7月 28日収録） 

「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」 

音声： http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Kumagai.Fujiwara20060728.mp3 

 

＜藤原理事長NSP紹介映像＞ 

     

 

 

 

 

 

 

   

2009年 12月 http://p.tl/9wH4         2010年 3月 http://p.tl/Rs0t 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

2011年 6月 http://vimeo.com/25754965 

＜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。 

http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Kumagai.Fujiwara20060728.mp3
http://p.tl/9wH4
http://p.tl/Rs0t
http://vimeo.com/25754965
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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. 会員向け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、ただ学ぶだけでなく研究会参加者の実践事例などの意見交換できる場

も創っていきます。 

 

 ・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 

 ・日本版投資銀行 
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＜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：樋口栄治前理事（2011年 10月まで）、三上靖彦理事（2011年 11月から） 

 http://nipponsaisei.jp/g/city 

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://youtu.be/Nzrl2rsVUBc 

                         

▼研究会活動記録 

2010年 2月 17日 （水） 

ゲスト：矢作弘氏（大阪市立大学大学院教授）http://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/staff/yahagi.html 

 

2010年 7月 31日（土）＠東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内） 

ゲスト：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） 

テーマ：ガウディの考えた都市づくりと建築文化 

内 容：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  

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/08/post-c5f1.html 

  ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625008289527/ 

 

2010年 10月 16日（土）＠JICA地球ひろば（東京都渋谷区広尾） 

ゲスト：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） 

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

内 容：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 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/4 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627767601979/ 

http://nipponsaisei.jp/g/city
http://youtu.be/Nzrl2rsVUBc
http://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/staff/yahagi.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/08/post-c5f1.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625008289527/
http://nipponsaisei.jp/events/4
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627767601979/
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2010年 10月 23日（土）＠NSP第 8期総会 （全体イベント） 

研究会たまり場 

  

 

 

 

 

 

 

2011年 2月 12日（土）＠渋沢史料館（東京都北区西ヶ原） 

ゲスト：木村昌人氏（渋沢栄一記念財団 研究部長） 

テーマ：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― 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/14 

：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/post-9deb.html 

：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626272441987/ 

 

2011年 4月 9日（土）＠東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内） 

ゲスト：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） 

テーマ：20年後の日本の社会をデザインする 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/4nsp-bb80.html 

：http://nipponsaisei.jp/events/22 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626629481533/ 

 

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://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Higuchi20110515.mp3 

21世紀のまちづくり=日本再生の総合特区（都市計画研究会まとめ）資料： 

http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/20110515NSPSogotokku.pdf 

 

2011年 6月 18日（土）＠京都 

全国交流会配布資料「21世紀のまちづくり～日本再生に向けた総合特区～」 

http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/20110627NSPSogotokku.pdf 

※藤原理事長の提案をもとに、総会、都市計画研究会、緊急集会でのご意見やご助言をいただい

た内容をベースに作成。 

 

 

 

 

http://nipponsaisei.jp/events/14
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/post-9deb.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626272441987/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/4nsp-bb80.html
http://nipponsaisei.jp/events/22
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626629481533/
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Higuchi20110515.mp3
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/20110515NSPSogotokku.pdf
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/20110627NSPSogotokku.pdf
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2010年 10月 10日（月） 

オーディオブック：21世紀のまちづくり～日本再生に向けた総合特区～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/30301636 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/21-1b28.html 

 

2011年 10月 15日（土）＠NSP第 9期総会 （全体イベント） 

研究会発表 

 http://vimeo.com/31531820 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/11/nsp9--7-4405.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料：（左）http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/ChiikiDocuments20111015.pdf 

   ：（右）http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/ChiikiSummary20111015.pdf 

http://vimeo.com/30301636
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/21-1b28.html
http://vimeo.com/31531820
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/11/nsp9--7-4405.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/ChiikiDocuments20111015.pdf
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/ChiikiSummary20111015.pdf
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2011年 10月～ 

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  

 

 

 

  

 

 

都市計画研究会では、東京大学名誉教授の山本良一氏・サステナブルデザイン国際会議実行委

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。 

※これから来る 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。そして、1,000冊を超えるご注文をいただいております。（2012年 1月末時点） 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/12/post-3142.html 

   ：http://nipponsaisei.jp/events/52 

 http://vimeo.com/31893771 

 

2011年 11月 13日（日）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

     内 容：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～日本再生に向けた総合特区～」について 

（解説・質疑応答含む） 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/51 

 

http://www.sustainabledesign.jp/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/12/post-3142.html
http://nipponsaisei.jp/events/52
http://vimeo.com/31893771
http://nipponsaisei.jp/events/51
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2011年 12月 10日（土）＠JICA地球ひろば （東京都渋谷区広尾） 

ゲスト：福田毅氏（長岡造形大学非常勤講師） 

内 容：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～日本再生に向けた総合特区～」ビジュアル化説明 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/54 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157629050385215/ 

 

2012年 1月 14日（土）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

内 容：地域のひな型研究会の今後の進め方と日程について 

   ：鳥瞰図や絵本を見ての次のステップ、それぞれの活用方法などの提案等の 

ディスカッション 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/59 

 

＜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。 

 http://youtu.be/3oUjsXBhJmM 

 

 

http://nipponsaisei.jp/events/54
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157629050385215/
http://nipponsaisei.jp/events/59
http://nipponsaisei.jp/g/recycle/
http://youtu.be/3oUjsXBhJmM
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▼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://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Maeda20110515.mp3 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nspvol3-ff52.html 

 

2011年 10月 23日（土）＠NSP第 9期総会 （全体イベント） 

研究会発表 

 http://vimeo.com/31250853 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp9--6-8b2e.html 

 

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 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157629050768017/ 

    

 

＜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

http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Maeda20110515.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nspvol3-ff52.html
http://vimeo.com/31250853
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp9--6-8b2e.html
http://nipponsaisei.jp/events/53
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157629050768017/
http://nipponsaisei.jp/g/leadership/
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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 

・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 

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） 

 

http://youtu.be/jkWSniQC1bE
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/15/dsc00867.jpg
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/15/dsc00987.jpg


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.   14 

 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-b246.html 

  ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-b626.html 

  ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624247710042/ 

 

2010年 8月 2日（月）3日（火）＠京都 

テーマ：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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/08/post-20de.html 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624929965276/ 

 

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://nipponsaisei.jp/events/19 

   ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nspvol4-b769.html 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626535150305/ 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/28183209 

 

 

 

http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157627396264591/show/ 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/34 

   ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/08/post.html 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-b246.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-b626.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624247710042/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/08/post-20de.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624929965276/
http://nipponsaisei.jp/events/19
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nspvol4-b769.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626535150305/
http://vimeo.com/28183209
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627396264591/show/
http://nipponsaisei.jp/events/34
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/08/post.html
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・「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。） 

2010年 2月 17日（水）＠アットビジネスセンター東京八重洲口 （東京都中央区八重洲） 

ゲスト：永井洋子監事、株式会社ブロックス 西川敬一社長  

詳 細：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624228900312/ 

 

2010年 3月 26日（金）＠南森町イシカワビル 

ゲスト：永井洋子監事 

詳 細：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624245726482/ 

 

2010年 9月 25日（土）＠南森町イシカワビル （大阪府大阪市北区） 

ゲスト：榎本恵一理事（中小零細企業研究会担当） 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/10/in-70c6.html 

 

2010年 10月 23日（土）＠NSP第 8期総会 （全体イベント） 

研究会たまり場 

 

    

 

 

 

 

 

 

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://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Onizawa20110515.mp3 

 

2011年 10月 15日（土）＠NSP第 9期総会 （全体イベント） 

研究会発表 

 http://vimeo.com/31582009 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/11/nsp98-cd01.html 

http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624228900312/
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624245726482/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/10/in-70c6.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Onizawa20110515.mp3
http://vimeo.com/31582009
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/11/nsp98-cd01.html
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＜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。  

▼研究会三本柱：分科会 

  ワークライフバランス分科会、環境経営分科会、ソーシャルメディア分科会 

 

▼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：藤原直哉理事長、浅井豊司氏（株式会社フルハシ環境総合研究所）、 

http://nipponsaisei.jp/g/sme/
http://youtu.be/qFRtZb5QINA
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林充之氏（YMGグループ代表税理士） 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/06/1-49a5.html 

 

2010年 7月 24日（土）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

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）  

テーマ：環境経営分科会 

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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/07/post-50bf.html 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625006921707/ 

 

2010年 9月 4日（土）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

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）  

テーマ：環境経営分科会 

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 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/2-cf88.html 

  

2010年 9月 25日（土）＠南森町イシカワビル （大阪府大阪市北区） 

ゲスト：鬼澤慎人氏（組織のリーダーシップ研究会担当理事） 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/10/in-70c6.html 

 

2010年 10月 23日（土）＠NSP第 8期総会 （全体イベント） 

研究会たまり場 

 

 

 

 

 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/06/1-49a5.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/07/post-50bf.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625006921707/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/2-cf88.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/10/in-70c6.html
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2010年 11月 24日（水）＠墨田区総合体育館 （東京都墨田区錦糸） 

テーマ：会社経営とは。真相を探る！ 

  内 容：書籍「経営コーチが語る良い会社・悪い会社 36の決断：その時、会社が動いた」の中で 

      紹介されている 36の事例を使い、「会社経営とは何なのか、なぜつまづいたのか」等を 

      考え学ぶ。 

 

2011年 2月 26日（土）＠川崎 

テーマ：環境経営分科会 

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）  

施 設：バイオマス発電株式会社、ジャパンバイオエナジー株式会社 

    

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/18 

：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626397248006/ 

 

2011年 4月 9日（土）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

テーマ：会社経営とは。真相を探る！ 

  内 容：書籍「経営コーチが語る良い会社・悪い会社 36の決断：その時、会社が動いた」の中で 

      紹介されている 36の事例を使い、「会社経営とは何なのか、なぜつまづいたのか」等を 

      考え学ぶ。 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/4nsp-bb80.html 

：http://nipponsaisei.jp/events/20 

 

2011年 5月 14日（土）＠ビジョンセンター日本橋（東京都中央区日本橋） 

テーマ：会社経営とは。真相を探る！ 

  内 容：書籍「経営コーチが語る良い会社・悪い会社 36の決断：その時、会社が動いた」の中で 

      紹介されている 36の事例を使い、「会社経営とは何なのか、なぜつまづいたのか」等を 

      考え学ぶ。 

  詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/25 

 

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://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Enomoto20110515.mp3 

http://nipponsaisei.jp/events/18
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626397248006/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/4nsp-bb80.html
http://nipponsaisei.jp/events/20
http://nipponsaisei.jp/events/25
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Enomoto20110515.mp3
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2011年 7月 2日（土）＠東京ガス環境エネルギー館、江戸東京博物館 

テーマ：環境経営分科会「深刻なエネルギー制約を楽しく学び、考えよう！」 

ゲスト：浅井豊司氏（株式会社フルハシ環境総合研究所 代表取締役所長） 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/29 

 

2011年 8月 21日（土）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

テーマ：ワークライフバランス分科会 

「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」 

：ソーシャルメディア分科会「facebook活用ミニセミナー」 

ゲスト：岩波公也氏（会員） 

 

 

 

 

 

 

 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/35 

   ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/08/post.html 

   ：http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157627396433261/show/ 

 

2011年 9月 17日（土）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

テーマ：環境経営分科会「中小企業の環境経営をベンチマークしよう！」 

ゲスト：浅井豊司氏（株式会社フルハシ環境総合研究所 代表取締役所長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         http://vimeo.com/30070578 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/post-f220.html 

   ：http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157627823108022/show/ 

 

 

http://nipponsaisei.jp/events/29
http://nipponsaisei.jp/events/35
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/08/post.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627396433261/show/
http://vimeo.com/30070578
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/post-f220.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627823108022/show/
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2011年 9月 24日（土）25日（日）＠福岡 （福岡県福岡市） 

テーマ：ワークライフバランス 

見学会：有限会社スダディオパラディソ（3世代御用達、地域浸透企業） 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/39 

 

2011年 10月 15日（土）＠NSP第 9期総会 （全体イベント） 

研究会発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              http://vimeo.com/31247059 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp95-ed94.html 

 

2011年 11月 13日（日）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

テーマ：ソーシャルメディア分科会「facebookセミナー」 

ゲスト：岩波公也氏（会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳 細：http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157628242037073/show/ 

   ：http://nipponsaisei.jp/events/46 

 

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

http://nipponsaisei.jp/events/39
http://vimeo.com/31247059
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp95-ed94.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157628242037073/show/
http://nipponsaisei.jp/events/46
http://www.facebook.com/surviveyear2012


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.   21 

 

くための提言を広げる活動を行いました。 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/12/12312012-7555.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

※2012年 1月 6日（金）15：48 1,000いいね！達成 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2012/01/1000-be24.html 

 

2012年 1月 14日（土）＠榎本会計事務所 （東京都墨田区両国） 

テーマ：ソーシャルメディア分科会「facebookセミナー」 

ゲスト：岩波公也氏（会員） 

 

 

 

 

 

 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/12/12312012-7555.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2012/01/1000-be24.html
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詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/57 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157629050860083/ 

 

＜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。 

  http://youtu.be/rqazVcoBwL4 

 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 

2010年 9月 18日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

ゲスト：藤原直哉理事長、榎本恵一理事 

 

 

 

 

 

 

 

http://nipponsaisei.jp/events/57
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157629050860083/
http://nipponsaisei.jp/g/spinout/
http://youtu.be/rqazVcoBwL4
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詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/post-1284.html 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624985085038/ 

 

2010年 10月 9日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

テーマ：理念づくり 

内 容：タスクの発表（書籍「7つの習慣」より）、KJ法によりやりたいことを整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/3     

：http://vimeo.com/19964439 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625007096387/ 

 

2010年 10月 23日（土）＠NSP第 8期総会 （全体イベント） 

研究会たまり場   

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年 11月 13日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

テーマ：理念づくり 

内 容：タスクのの発表（書籍「7つの習慣」より）、KJ法・理念のまとめ 

 

2010年 12月 4日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

テーマ：戦略づくり 

ゲスト：鬼澤慎人理事（組織のリーダーシップ研究会担当） 

内 容：タスクのの発表（書籍「7つの習慣」より）、鬼澤理事スピンアウト経験談 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/11 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/post-1284.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624985085038/
http://nipponsaisei.jp/events/3
http://vimeo.com/19964439
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625007096387/
http://nipponsaisei.jp/events/11
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2011年 1月 15日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

テーマ：戦略づくり 

ゲスト：小川修氏（会員、現監事）、天野真輔氏（会員） 

内 容：タスクのの発表（書籍「7つの習慣」より）、SWOT分析模擬体験・分析解説 

 

2011年 2月 19日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

テーマ：マーケティング（戦略づくり）と傾聴 

ゲスト：山下庸一氏（会員）、岩松正史氏（傾聴講師） 

内 容：タスクのの発表（書籍「7つの習慣」より）、マーケティングとは、感情移入の傾聴 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/15 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626272477961/ 

 

2011年 4月 16日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

ゲスト：櫻田貴久氏（会員） 

テーマ：タスクのの発表（書籍「7つの習慣」より）、スピンアウト経験談 

 

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://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Nagai20110515.mp3 

 

2011年 5月 21日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

テーマ：理念・戦略のまとめ (SWOT分析含めた発表) 

 http://vimeo.com/24758210 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp101-a94c.html 

   ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626780466171/ 

 

2011年 6月 11日（土）＠東京八重洲ホール （東京都中央区日本橋） 

テーマ：病気の認識論－病気の意味と価値－ 

ゲスト：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） 

内 容：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://nipponsaisei.jp/events/15
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626272477961/
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Nagai20110515.mp3
http://vimeo.com/24758210
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp101-a94c.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626780466171/
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                     http://vimeo.com/26460423 

 

詳 細：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627144603770/ 

   ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/717-6c42.html 

 

・半農半Ｘ 

2011年 7月 11日（土）＠寄ふれあい農園 （神奈川県足柄上郡） 

ゲスト：大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校） 

テーマ：土作り 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/32 

 

2011年 8月 27日（土）＠寄ふれあい農園 （神奈川県足柄上郡） 

ゲスト：大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校） 

テーマ：種まき 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/36 

 

2011年 9月 23日（祝・金）＠寄ふれあい農園 （神奈川県足柄上郡） 

ゲスト：大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校） 

テーマ：栽培管理、草なぎ隊 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/42 

 

2011年 10月 23日（土）＠NSP第 9期総会 （全体イベント） 

研修会発表 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/31190234 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp94-e016.html 

http://vimeo.com/26460423
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627144603770/
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/717-6c42.html
http://nipponsaisei.jp/events/32
http://nipponsaisei.jp/events/36
http://nipponsaisei.jp/events/42
http://vimeo.com/31190234
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp94-e016.html
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2011年 10月 29日（土）＠寄ふれあい農園 （神奈川県足柄上郡） 

ゲスト：大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校） 

テーマ：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 

 

2011年 11月 26日（土）＠寄ふれあい農園 （神奈川県足柄上郡） 

ゲスト：大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校） 

テーマ：栽培管理、一部収穫 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/47 

 

2011年 12月 17日（土）＠寄ふれあい農園、松田町立公民館（神奈川県足柄上郡） 

ゲスト：大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校） 

テーマ：キムチ＆沢庵つくり 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/56 

 

2012年 1月 8日（日）＠新宿角筈地域センター （東京都新宿区） 

ゲスト：大谷賢司氏（NPO法人 21世紀の農学校） 

テーマ：キムタク祭り 

内 容：試食、キムチ料理つくり、新年会 

 

2012年 2月より「6次産業チャレンジ農園」として活動を行います。 

 http://nipponsaisei.jp/events/62 

▼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

http://nipponsaisei.jp/events/47
http://nipponsaisei.jp/events/56
http://nipponsaisei.jp/events/62
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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。 

  

＜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。 

 

 

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 

   

http://vimeo.com/30790490
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＜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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/05/1-22ac.html 

    ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624248169978/ 

    ：http://youtu.be/rSoCjyJ2Hq0 

 

＜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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/05/1-22ac.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624248169978/
http://youtu.be/rSoCjyJ2Hq0
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 詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/5 

：http://vimeo.com/23402488 

    ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625273372516/ 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nspvol1-5d1c.html 

：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nspvol8-57af.html 

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

 

＜NSP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://nipponsaisei.jp/events/5
http://vimeo.com/23402488
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625273372516/
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/nsp20101023.mp3
http://vimeo.com/23946449
http://nipponsaisei.jp/events/26
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nspvol1-5d1c.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nspvol8-57af.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSP20110515.mp3
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http://vimeo.com/26568385 

詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/27 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nspin618193-00a.html 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nspin618191-7e8.html 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nspin618192-64b.html 

   

＜NSP第 9期総会＞ 

 2011年 10月 23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 

 詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/40 

 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp9-4387.html 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp92-9c5a.html 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp93-2bac.html 

http://vimeo.com/26568385
http://nipponsaisei.jp/events/27
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nspin618193-00a.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nspin618191-7e8.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nspin618192-64b.html
http://nipponsaisei.jp/events/40
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp9-4387.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp92-9c5a.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/nsp93-2bac.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2011/06/27/kyoto1.jpeg
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2011/10/19/dsc01552_2.jpg
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http://vimeo.com/30832052 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Fujiwara20111015.mp3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/31889549         http://vimeo.com/31889723 

 ※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。 

詳 細：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/11/nsp99-ee26.html 

 

http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157628241877579/show/ 

※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。 

 

 

http://vimeo.com/30832052
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Fujiwara20111015.mp3
http://vimeo.com/31889549
http://vimeo.com/31889723
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/11/nsp99-ee26.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157628241877579/show/
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5. その他活動記録 

＜サザエさん下町ツアー＞ 

 2010年 6月 16日（土）＠押上 （東京都墨田区） 

 テーマ：下町散策 

 詳 細：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624220993932/ 

 

＜天然発酵建て藍染工房見学ツアー「キヤッセ羽生」＞ 

2010年 8月 21日（土）＠埼玉県羽生市 

ゲスト：野川雅敏氏（野川染織工業株式会社 4代目社長） 

詳 細：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624930218818/ 

   ：http://p.tl/htjo 

    

＜里山の魅力再発見 in茂木バスツアー＞ 

 2010年 9月 26日（日）＠栃木県茂木町 

 ゲスト：古口茂木町長、茂木町商工観光課平山課長、茂木町の皆さま 

   

 詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/2 

：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/post-1f28.html 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/10/post-3adb.html 

：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625057579782/ 

：http://vimeo.com/23467179 

 

＜足利学校＆ココファーム・ワイナリー見学ツアー＞ 

  2010年 10月 17日（土）＠栃木県足利市   

  詳 細：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627892252578/ 

     ：http://nipponsaisei.jp/events/6 

      

＜リーダーシップビジネスゲーム村祭り＞ 

 2010年 12月 16日（土）＠大野健康道場（大阪府豊中市） 

 詳 細：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625871796536/ 

    ：http://nipponsaisei.jp/events/7 

 

http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624220993932/
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157624930218818/
http://p.tl/htjo
http://nipponsaisei.jp/events/2
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/post-1f28.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/10/post-3adb.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625057579782/
http://vimeo.com/23467179
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627892252578/
http://nipponsaisei.jp/events/6
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157625871796536/
http://nipponsaisei.jp/events/7
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＜聞香講座＞ 

 2010年 2月 27日（土）＠ゆうど（東京都新宿下落合） 

 テーマ：香に出会い、香を炷く、香に聞く 

 ゲスト：伊達晟聴先生（香道研究家） 

 詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/12 

    ：http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626629395175/ 

 

＜新しい日本へみんながリーダーになるとき＞ 

 2011年 5月 14日（土）＠ビジョンセンター日本橋（東京都中央区日本橋） 

 ゲスト：鬼澤慎人理事、長谷川孝氏（シンクタンク藤原事務所代表取締役社長）、 

      西川敬一氏（株式会社ブロックス代表取締役社長） 

 内  容：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 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

＜南相馬報告会＞ 

 2011年 9月 19日（祝・月）＠東京国際フォーラム （東京都中央区丸の内） 

 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://nipponsaisei.jp/events/41 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/3-2138.html 

    ：http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157627823411178/show 

 

 

 

 

 

 

 

               http://vimeo.com/30072494 

詳細：http://nipponsaisei.jp/events/24 

http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/wawawa2011051

4.pdf 

   

http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/7215762789167

2000/ 

http://nipponsaisei.jp/events/12
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157626629395175/
http://nipponsaisei.jp/events/41
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/3-2138.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627823411178/show
http://vimeo.com/30072494
http://nipponsaisei.jp/events/24
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/wawawa20110514.pdf
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/wawawa20110514.pdf
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627891672000/
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627891672000/
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＜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： 

                  1.  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。 

                 2.  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  

    に知っていただく。 

    3.  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。 

4. 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について伺う。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 詳 細：http://nipponsaisei.jp/events/44 

    ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/in-9d58.html 

    ：http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157627699528279/show/ 

    ：http://www.flickr.com//photos/nipponsaisei/sets/72157627704945823/show/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/30119316 

 

 

 

http://nipponsaisei.jp/events/44
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/10/in-9d58.html
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627699528279/show/
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/72157627704945823/show/
http://vimeo.com/30119316
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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開催しております。 

 

＜第１回：NSPの概要 2009年 12月 1日開催＞ 

  ▼藤原直哉（NSP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 

  勉強会で議論したいテーマ： 

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 

▼榎本恵一（NSP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 

  勉強会で議論したいテーマ： 

  ・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（NSP理事：組織のリーダーシップ研究会担当） 

  専門分野：経営品質、組織のリーダーシップ、組織風土改革 

  勉強会で議論したいテーマ： 

  ・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 

▼樋口栄治（NSP理事：都市計画研究会担当 2011年 10月まで） 

  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 

  勉強会で議論したいテーマ： 

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 
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  ・21世紀型モノづくり産業の再生（日本の本物の技術/技能/伝統工芸を生かす） 

▼山口直彦（NSP理事：都市再生研究会担当） 

  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 

  勉強会で議論したいテーマ： 

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（NSP監事：スピンアウト研究会担当）※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 

  勉強会で議論したいテーマ： 

  ・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 

  ・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） 

 

＜第 2回：新成長戦略実現に向けて 2010年 1月 21日開催＞ 

 ▼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） 

  



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.   37 

 

＜第 3回：都市再生 2010年 2月 25日開催＞ 

 ▼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 東京事務所長） 

  ・松岡守氏（株式会社フルハシ環境総合研究所 顧問） 

 

＜第 4回：日本再生に必要な人材育成 2010年 3月 25日開催＞ 

▼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） 

 

＜第 5回：日本再生に必要な事業承継 2010年 4月 22日開催＞ 

▼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） 

 

＜第 6回：日本再生に向けた総合特区 2010年 5月 27日開催＞ 

 ▼ゲスト 

  ・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） 

 

＜第 7回：日本再生に向けての組織のリーダーシップ 2010年 9月 16日開催＞ 

 ▼ゲスト 

  ・西川敬一氏（株式会社ブロックス 代表取締役） 

  http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/post-a151.html 

 

＜第 8回：観光は先進産業－観光立国－ 2010年 11月 18日開催＞ 

 ▼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） 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/09/post-a151.html
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＜第 9回：地方からの外交が、日本再生の基盤 2010年 12月 16日開催＞ 

 ▼ゲスト 

  ・平山征夫氏（新潟国際情報大学学長、前新潟県知事） 

 

＜第 10回：環境経営による日本再生 2011年 1月 27日開催＞ 

 ▼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） 

 

＜第 11回：行政による経営品質 2011年 2月 24日開催＞ 

 ▼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） 

 

 

7．藤原直哉理事長の提言（ブログ掲載・メーリングリスト配信分より一部抜粋） 

  藤原直哉理事長より、会員向けおよび一般の皆さま向けに情報発信をしております。 

 

＜戦略的低エネルギー政策による日本経済の再生に向けて＞ 2009年 11月 20日付ブログ 

1. 日本はなぜ壊れていくのか？ 

一番根本的な原因は、安心して働ける場所がないこと。 

2. なぜ安心して働ける場所がないのか？ 

経済が大きく変化しているのに、昭和時代の常識で経済を運営しているから。 

3. 具体的には？ 

クルマやテレビを輸出して、食糧、資源を輸入することを依然として経済の基本と考えてい 

るから。 

4. それがなぜ悪い？ 

発想と製品が陳腐化して経済に深みがなくなり、激しいコスト競争で疲弊した。 

5. 競争に勝つためには仕方ないのではないか？ 

いや、いたずらにコストと性能で競争するから疲弊した。 

6. ではどうすれば日本経済は復活するのか？ 

オンリーワン、すなわち日本だけの独自性を生かすしかない。現在のように角の貿易に依存

した経済体制を、国や地域の独自性を生かした内需中心の経済に立て直せば、仕事もたくさ

ん生まれてくる。 

7. それは経済が退化することではないのか？ 

いや、違う。20 世紀末から多くの人々が求めている 21 世紀的な価値観のもと、温故知新で

経済を立て直すことだ。 

8. 21世紀的な価値観とは？ 

健康と持続可能性を求める価値観のこと。それをライフスタイルに現実化させたいと考える

人がどんどん増えている（ロハス層）。安心して働くことができる社会も健康で持続可能性の
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高い社会である。 

9. どうすればその価値観を実現できるのか？ 

ひとつの秘密がある。 

10. その秘密とは？ 

20 世紀のわれわれの経済、家庭、社会の運営を、もっとずっと少ないエネルギーで行うと、

自然に健康で持続可能性の高い世の中になる。 

11. でもやはり退化なのではないか？ 

いや、違う。ここでわれわれはもうひとつとても大事な価値観を学ぶ必要がある。それは行

き過ぎから賢く戻ってくるということ。 

12. 行き過ぎから賢く戻ってくる？ 

そう、環境、経済、社会、人間の心情の限界を超えた無理な状況は放置すると破局にいたる。

だから、行き過ぎたら破局が起きる前に賢く戻ってくることが大切だ。 

13. 具体的には？ 

現在よりももっと少ないエネルギーで経済でも生活でも運営できるように社会構造やインフ

ラ、ライフスタイルを全部変えてしまう。それが戦略的低エネルギー生活への移行。それに

よって健康で持続可能な社会が実現できる。 

14. エネルギーを減らさなくても温暖化ガスを減らせばよいのではないの？ 

いや、違う。温暖化だけが問題なのではない。あらゆる側面でエネルギーの過剰消費に伴う

問題が起きている。そこに目を向けるとき、消費するエネルギーそのものを戦略的に減らす

ことが有効だとわかるだろう。しかしそんな大転換は今の企業の状況からいえば全く非現実

的だ。 

 

＜再発足準備段階：大きな方向性＞ 2009年 11月 20日付ブログ 

 今回の巨大な産業構造の大転換を温暖化ガス 25%削減と絡めて実施するとした場合の大きな目

標はどこに置くか？ 

（1.）日本列島の景観と街並みとライフスタイルを、たとえば昭和 10年ごろの日本まで戻してし

まいます。その際に、新しい素材、技術、道具、今の時代のコンセプトで新しい衣食住の生活を

作り直します。すなわち景観と街並みは日本の歴史の継承であり、それを現代に合うようにする

には、素材、技術、道具を変えることで対応できると思います。たとえば今よりも狭くて舗装し

ていない道を自由に走れる乗り物を開発するとか。エネルギーや食料は基本的には地産地消です

し、仕事も基本的にその地域にあります。もっとみんな歩いていますし、農林業も盛んです。一

家に一反ぐらい農地あるいは林地を貸し与えればよいと思います。もちろん今の高速道路や新幹

線は景観に合うように直したうえで利用していきます。ここで産業転換のポイントは、こうやっ

て生まれる新しい衣食住を量子科学や微生物などを生かした最先端のテクノロジーで作り直せば

莫大な仕事が一気に生まれますし、そこから生まれた成果は世界中に大きな競争力を持っている

はずです。 
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（2.）こうした大きなビジョンは政治主導で日本興業銀行のような大きな金融システムを作らな

いと達成できませんし、政治も役所も全面的に協力させなければなりません。そのためにはもち

ろんわたしが中心になって政治家にも働きかけますが、最も効果的な方法は、全国からもっと仕

事が必要だ、もっと産業構造の転換が必要だ、あるいはこういう目標を達成したいという声を一

斉にあげることです。そのためには、地方ごとの政経懇談会というように、政治家と経済人、特

に中小零細企業の経営者や意欲を持った個人が定期的に懇談できる場所を各地方に作ることが効

果的です。政治については無党派で、自民でも民主でも無所属でもみんなが集まれるようにする

ほうが後々政争の具にならないのでありがたいと思います。特に地方と中央はねじれが大きいで

すから、政治家は中央の人も地方の人もみんな集える体制が望ましいと思います。 

（3.）さらに主役は意欲のある中小零細企業と各分野の個人だと思います。しかし彼らは今、分

断されています。それで昭和 25年に東京の産業クラブに全国の産業界の代表を集めてデミング博

士が講義をしたように、これから各地方からみんな出てきてもらって、それこそ東京の武道館の

ような大きな会場に全国のこういう人たちが一か所に集い、みんなでまずベティン先生から教え

てもらったリーダーシップを学び、それから関連する各分野の勉強をし、同時に全国から集まり

ますから横のつながりをつけてもらうにしたらよいと思います。そうやって分断されている人た

ちをヨコのリーダーシップでつなげていければと思います。そしてここで勉強した人たちが各地

域や産業の次のリーダーになるはずです。 

(4.) そしてとりあえず何か足元で仕事がなくて大変な人たちが全国にいます。どうするか？地方

は農業と林業、都会は工業とサービス業しかありません。(1)の計画に従ったパイロットプロジェ

クトが始まれば設備投資が始まりますから仕事が増えてきます。でもそれまでの間はどうするか。

とりあえず今あるものを売ってお金にするしかありません。そうすると地方だと林地廃材、都会

ではゴミだと思います。林地廃材とゴミをいかにお金に換えるか。輸出も含めて。これは知恵の

出しどころです。 

 

＜日本再生の基本戦略＞ 2009年 12月 6日付ブログ 

 基本的にここまで追い込まれてから内需中心の持続的成長を行おうとすれば、人々の新しい理

想を具現化した都市と田舎の再生を産業再生と同時並行で行うしかありません。今の経済界が最

も困っていること、それは仕事がないことです。その仕事は都市と田舎の再生によって作り出し

ます。そしてそのコストは、都市と田舎の再生にあたって独自の技術やノウハウ、製品の開発を

行って、それをその新しい都市と田舎にあこがれる人たちに売って稼ぎます。 

たとえば欧米を見てください。ロンドンやニューヨーク、パリという大都市がまさに展示場に

なっていて、しかもそこは常に新しい時代の最先端の理想を取り入れながらどんどん改造され続

け、それを見て自分も同じものがほしいと思った世界中の人にいろいろなモノやサービスを売っ

て稼いでいます。彼らは著作権や特許にとても執着しますが、それは製品の製造が外国に行って

しまったために自分たちの都市を発展させる原資が枯渇するリスクに直面し、いろいろと理屈を

つけながらいわば文明の本社費用として世界中から徴収しているわけです。 

もし都市再生を独自の産業再生なしにやればすべては借り物、直輸入であり、都市再生に必要な
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コストを稼ぐことができず、都市は衰退していきます。 

この 20年ほどの地方都市がまさにそうでした。手っ取り早く東京のまねをして都市を作り直し

たものの、その地域固有の産業や商品は衰退させてしまいましたから、あとは他の地域とのコス

ト競争にさらされるばかりとなり、人が減り、町が衰退し、返せないコストの借金だけが残った

わけです。 

あるいは 80年代のレーガン政権の失敗も重要な教訓です。すなわち 70年代までに米国の製造

業は大きく衰退していました。そこにレーガンが意欲的な需要創造政策を導入したところ、必要

な製品を国内で調達できず、一気に海外から輸入が増えてしまって、米国はまさに今日の国家崩

壊に至る直接の原因を創りだしてしまいました。 

ドバイもあれだけきれいな街を作ってなぜ破綻したか。答えは同じで、独自の技術や製品で街づ

くりをしなかったからです。そうするとたとえば中国もこの 30年間にあれだけ巨大な街を作りま

したが、中身はみな借り物や直輸入であり、これはドバイと同じようにコストが払えなくなって

破綻するのは時間の問題です。 

ここで世界の新興国は激しいダンピング輸出で自国の産業を維持しようとしています。現代の

国際市場における産業政策というのはシーソーゲームのようなもので、みんな狭い市場で競争を

繰り広げますから、自国が不利な状況になった時にそのままノックアウトされて退場する前に、

何か手を打って競争力を回復させて、沈み込んだシーソーをもう一度持ち上げるようにしていか

なければなりません。そうしないと産業の基礎をなす企業群が丸ごと崩壊してしまうのです。 

そして産業政策は昔も今も国家単位で機動的に行うことが世界の常識です。 

ですから今の日本ももっと産業政策を堂々と行っていかないと産業が崩壊し、独自の技術や製品

による新しい都市の再生ができなくなり、米国のような赤字国になってしまいます。 

今回の世界大恐慌はそういう視点で日本政府も臨まないときわめて大きな禍根を残すことになっ

てしまいます。 

 今の中央の政治家がよく言うように、自助努力だけで日本の産業を生き残らせることは不可能

で、昭和時代のように単にカネを出すのではなく、国がリーダーシップを取って市場を作ったり

技術開発をしていかなければなりません。それは決して後進的なことではなく、どの国も表から

見えないように密かにやっていることです。 

最近は東京銀座にも水田があるのです（www.iknowledge.jp/suiden）。何でもできることはや

ってみるべきです。 

先週の本誌で述べたように今の日本に起きる様々な問題は、根源的な病気が引き起こす無数の

症状であり、一つ一つの症状に対症療法で臨んでも何も問題は解決しません。ここは根源的な問

題を治すしかありません。そしてその根源的な問題とは日本の成長が量的・質的に止まってしま

ったことです。世界大恐慌と人口減少の時代なら、日本の成長は質的に行えばよいのです。質的

な成長があれば経済は続きます。最先端の海外ブランドが並ぶ銀座に水田ができて人々が夢中に

なる。そこに今の日本人がどの方向に質的成長をしたいかがはっきり見て取れます。さらにその

質的成長を加速させる最も良い方法は、今までのように大量のエネルギーを使わないようにする

ことです。すなわち戦略的に低エネルギー社会を作れば日本はほとんど自動的に質的な成長が始

まると思います。 

http://www.iknowledge.jp/suiden
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限界集落で暮らす人々が持つ超人的な気力、体力、能力こそ、21世紀の我々が最もあこがれる

能力なのではないでしょうか。それは限界集落が非常に低いエネルギーで運営されているから身

についた能力であって、もし限界集落が極めて便利な場所なら、そういう能力は育たなかったは

ずです。 

日本はこれからもっと人が頭と体を動かして、アナログで試行錯誤しながら時間をかけて少し

づつよいものを作っていけばよいのです。先ほどのシーソーの要領で現在の産業基盤を崩壊させ

ないように残しながら、できるところからこういう新しい質的成長分野に人や組織を移行させて

いけばよいのです。 

では何を作ればよいのか、それは我々の理想とする都市と田舎を創るなかでその一つ一つの部

品を独自に作ればよいわけで、そのコストは、そうやって作られた部品やノウハウを隣の街や海

外に売って稼ぐのです。なぜ一村一品運動が失敗したかというと、根本的な街づくりの構想なし

に、どこに何のために使うかわからない部品をばらばらに売っていたからです。それから亀井大

臣による金融返済猶予法は現場では全然機能していないようです。企業はこれにかかってブラッ

クリストに載ったら２度と金を借りられなくなると思い、また銀行はそんなことをは昔からやっ

ているとして全然融資を増やしていないようです。中小零細企業の問題はまず仕事がないことな

のです。仕事さえあれば返済猶予も新規融資も非常にやりやすくなるのです。 

多くの経済人、一般人が参加できる巨大な国家的プロジェクト、あるいは地域プロジェクトを

創るのがこういうときの政治家の一番大事な仕事なのです。 

やはり産業の勃興には統一的なリーダーシップが必要なのです。とにかく政府にもっと経済や

産業のわかる人、そしてヨコ型リーダーシップを駆使できる人がいないと話になりません。金融

も産業金融のわかる人でなければ話になりません。手遅れになる前に政府も考えて行動してもら

いたいと思います。 

 

＜二宮尊徳と日本版投資銀行＞ 2009年 12月 26日付ブログ 

 貧困に迫って一家を失おうとする者には、あるいは田を開き租税を免除してこれを作らせ、あ

るいは負債を償ってやり、あるいは家を作ってやり、農具を与え 衣類を与え、一家を保ち生計を

立てさせるために、ありとあらゆる手段を尽くした。ところが、恵みを加えること厚ければ厚い

ほど、彼らの困難はいよいよ増 し、目をかければかけるほど、彼らに災害が来て、救おうとすれ

ばかえって倒れる結果となった。先生は大いにこれを憂い、その理由を考えた。 

「枯れた木には幾度肥しをかけても再び茂らせることはできない。生きた若い木に肥しをやれば、

すくすくと生長する。無頼の民は積悪すでにはなはだしく、まさに滅びようとする時機が来てい

るのだ。それなのに、なおこれに恩沢を与えるならば、いよいよ恩のために滅亡を促すわけにな

ろう。助けようとしてかえって滅亡を促すことは、仁のようでも実は不仁に当たる。してみれば、

改心して農業に出精する道を彼らに教えて、長らく染まった汚悪を洗い、彼らが心を改め農業出

精の道が立つようになってから恩恵を施すようにすれば、ちょうど若い木を培養するように、災

害を免れ、永続の道に達するであろう。もしまた、教えを重ねても彼らが改心することができず、

いよいよ無頼に流れ道にそむいてゆくならば、救助の道を施す余地はない。それが滅びるのを待

って、その親族中実直な者を選んでその家を継がせれば、これまた若い木に肥しをやるように、
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積悪の報いが尽きて再盛するであろうこと、疑いない。ああ、今まで恵んだのは姑息な手段であ

ったわい」。 

このように深く考慮したうえ、大いに教化指導を下し、改心の実があがったことを見とどければ

厚くこれを恵み、改めない者は困窮が極まって他国に逃げ出すようになっても恵みを与えなかっ

た。 

まことにこれが世の中の実像なのですね。150 年前もやはり価値観がゆがんだ人や地域を立て直

すことは不可能だったのです。その後、開国から明治維新になって、暗くて冷たい人たちにも再

びチャンスが巡ってきて、逆にいえば尊徳さんが取り組んだ仕法がなくても暮らせる世の中にな

ったわけですが、いよいよ今回は尊徳さんの言うとおりになってきました。 

本当の貧困とはすごいものです。中途半端に頑張るよりも、どん底に落ちて救われたほうが楽だ

という思いが人々に芽生えてきます。だから何を言ってもやっても立ち直らなくなります。そう

いう人を本当に変えることができるとすれば、ものすごく高い人間性を持って接することだけで

す。でもそういうチャンスに出会える人は本当に幸せです。世の中がさらに行き詰ってくると、

どん底に落ちてた人を誰も救ってくれなくなります。お金も政府も頼りにならない世の中です。

でもどん底に落ちても良き友がいれば人は這い上がってこれます。ということはここでもその人

が良き友を持つことができる程度の価値観を持っているかどうかが問われてきます。 

日本版投資銀行も基本的には尊徳さんのようにやらないとうまくいきません。尊徳さんは日本で

最初に信用組合を創った人です。ほとんど貸し倒れということがなかったそうです。今でいえば

マイクロクレジット、消費者金融、運転資金、設備資金、財政資金、実に様々な融資をやってい

ました。あの激しいデフレの江戸末期、何を基準にどう貸せば不良債権が出ないのか。まず第一

に借り手の価値観。二つ目に借り手の仕事や生活を具体的に助ける知恵と経験。このあたりです

ね。 

やはり武道館に日本中から人を集めてリーダーシップ研修から始めないと結局何をやってもうま

くいきそうにないですね。あの研修はすごいのです。耳をふさいで帰っていく人と、嬉々として

聞き入る人が分かれてきます。たとえばこれもそうです。（※）とりあえず、嬉々とする人から先

に新しい舞台に上がってもらうしかないですね。価値観が問われるリトマス試験紙みたいなもの

です。 

まさに温故知新とはこのことですね。 

（※）藤原直哉の「21世紀はみんながリーダー：特別編」日本経済再生のためのリーダーシップ

（2009年 12月 15日付ブログ） http://fujiwaranaoya.com/NSPLeadership.pdf 

 

＜日本経済再生のためのリーダーシップ＞ 

その 1：産業転換の大切さ http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A1.mp3 

その 2：国際競争の最後の勝者 http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A2.mp3 

その 3：戦後日本の成功は経営学を書き変えた http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A3.mp3 

 その 4：統制する組織から自発的に動く組織へ http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A4.mp3 

 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2009/12/20091215-d729.html
http://fujiwaranaoya.com/NSPLeadership.pdf
http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A1.mp3
http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A2.mp3
http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A3.mp3
http://www.fujiwaranaoya.com/leader091215A4.mp3
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＜日本再生待ったなし！＞ 2010年 3月 23日 

 http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/03/post-79ec.html 

 http://www.fujiwaranaoya.com/NPO100323.mp3 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/01/index.html 

 

＜埼玉再生・日本再生＞ 2010年 4月 9日 

 http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-4c01.html 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-a031.html 

http://www.fujiwaranaoya.com/NPO100408.mp3 

   

 

 

 

 

 

 

 

＜観光立国論＞  2010年 8月 20日（金） 

 藤原直哉著「観光立国論」「新生日本の国家ビジョン」再公開 

http://wawawa.nipponsaisei.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemi

d=39 

http://wawawa.nipponsaisei.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemi

d=34 

 

＜音声対談＞ 2010年 12月 15日 

2010年 10月 26日 対談「日本の形・食と農の未来」 

農林水産省「食料自給率向上国民運動拡大促進事業」 

FOOD ACTION NIPPON 推進本部事務局長 芳野忠司さん・NSP理事長 藤原直哉 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/10/npo20101022-foo.html  

 

2010年 11月 6日 対談 「ロハス運動 10年目・新しいロハスの流れ」 

ロハスインスティチュート理事長.ソトコト編集長 小黒一三さん・NSP理事長 藤原直哉 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/11/vs201011npo-55f.html 

 

2010年 11月 24日 対談 「ジャパン・ライジング」 

大塚耕平参議院議員・NSP 理事長 藤原直哉 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/11/20101124vsnpo-4.html 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/03/post-79ec.html
http://www.fujiwaranaoya.com/NPO100323.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/01/index.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-4c01.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-a031.html
http://www.fujiwaranaoya.com/NPO100408.mp3
http://wawawa.nipponsaisei.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=39
http://wawawa.nipponsaisei.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=39
http://wawawa.nipponsaisei.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=34
http://wawawa.nipponsaisei.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=34
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/10/npo20101022-foo.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/11/vs201011npo-55f.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/11/20101124vsnpo-4.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/11/2.jpg
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/11/1_2.jpg
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2010年 12月 8日 対談「有機農業で世界を変える」 

大地を守る会会長 藤田和芳さん・NSP理事長 藤原直哉 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/12/201012vsnpo-73d.html  

 

＜日本再生！総合特区～最初の一歩！～＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                       http://vimeo.com/23401746 

資 料：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/20101023NSPSogotokku.pdf 

 

 

8. NSP ポッドキャスト 

＜NSP会員さん取材対談＞ 

第 1回：日本再生！第 1弾 

ゲスト：杉山元茂氏（会員）＆瀬川秀俊氏（会員） 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-e0a3.html 

 

第 2回：日本再生！第 2弾 

ゲスト：久志公洋氏（会員）＆吉田裕一氏（会員） 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/no2-9b49.html 

 

＜NSPポッドキャスト番組＞ 

『NSPPodcast番組』では、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の魅力をお届けしています。 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/podcast-5194.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110216.mp3 

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/12/201012vsnpo-73d.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/ipodcasting/2010/12/201012vsnpo-73d.html
http://vimeo.com/23401746
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/20101023NSPSogotokku.pdf
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/post-e0a3.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2010/04/no2-9b49.html
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/podcast-5194.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110216.mp3
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第 2回：環境経営分科会とは（2011年 2月 22日） 

ゲスト：榎本恵一理事 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/post-8f7d.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110222.mp3 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/nsp3-23f9.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110228.mp3 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/03/nsp4-9b41.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview1.mp3 

 

第 5回：希望と勇気 

ゲスト：樋口栄治理事 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/03/nsp5-9cfe.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110321.mp3 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/03/nsp6-5b43.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview2.mp3 

 

第 7回：会員さんこんにちは 

ゲスト：藤田治氏（会員） 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/04/nsp7-51c1-1.html 

http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview3.mp3 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/04/nsp8-e9c6.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110422.mp3 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nsp9-89bf.html 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/post-8f7d.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110222.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/02/nsp3-23f9.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110228.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/03/nsp4-9b41.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview1.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/03/nsp5-9cfe.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110321.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/03/nsp6-5b43.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview2.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/04/nsp7-51c1-1.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview3.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/04/nsp8-e9c6.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110422.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/05/nsp9-89bf.html
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音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview5.mp3 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp101-a94c.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110607.mp3 

 

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://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp11---8f34.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110623.mp3 

 

第 12回：民の力、民のリーダーシップを集めていく（2011年 6月 29日） 

ゲスト：藤原理事長 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp11-2f2f.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Fujiwara201106.mp3 

映 像：http://vimeo.com/25754965 

 

第 13回：主役は、皆さんです！（2011年 7月 1日） 

ゲスト：榎本恵一理事 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nsp13-d58e.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Enomoto201106.mp3 

映 像：http://vimeo.com/25854524 

 

第 14回：自分の腹から元気になる！（2011年 7月 8日） 

ゲスト：永井洋子監事（現理事・事務局長） 

 

 

 

 

 

 

   

 

                http://vimeo.com/26152495 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nsp14-3b04.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Nagai201106.mp3 

 

http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview5.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp101-a94c.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110607.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp11---8f34.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast20110623.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/06/nsp11-2f2f.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Fujiwara201106.mp3
http://vimeo.com/25754965
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nsp13-d58e.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Enomoto201106.mp3
http://vimeo.com/25854524
http://vimeo.com/26152495
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nsp14-3b04.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Nagai201106.mp3
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第 15回：全国各地の皆さんを横につなげます！（2011年 7月 20日） 

ゲスト：山中茂樹氏（会員） 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nsp15-0573.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Yamanaka201106.mp3 

映 像：http://vimeo.com/26666799 

 

16回：若者よ！（2011年 8月 5日） 

ゲスト：藤原直哉理事長 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/08/nsp16-1c81.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Higuchi201106.mp3 

映 像：http://vimeo.com/27324259 

 

第 17回：南相馬から見る明日の日本（2011年 9月 14日） 

ゲスト：岩松正史氏（会員） 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/09/nsp17-7326.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview6.mp3 

 

第 18回：農とNSP,ソーシャルメディアとNSP（2011年 12月 16日） 

ゲスト：岩波公也氏（会員） 

ブログ：http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/12/nsp18-1743.html 

音 声：http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview7.mp3 

 

 

9. 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として活用しております。 

 

＜NSPホームページ＞ http://nipponsaisei.jp/  

  

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/07/nsp15-0573.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Yamanaka201106.mp3
http://vimeo.com/26666799
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/08/nsp16-1c81.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/Higuchi201106.mp3
http://vimeo.com/27324259
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/09/nsp17-7326.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview6.mp3
http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/2011/12/nsp18-1743.html
http://www.fujiwaranaoya.com/Nipponsaisei/NSPPodcast-Interview7.mp3
http://nipponsaisei.jp/
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＜NSPブログ＞ http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/ 

  

 

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

  

 

＜Facebookページ＞ http://www.facebook.com/nipponsaisei 

  

 

http://naoyafujiwara.cocolog-nifty.com/nipponsaisei/
http://twitter.com/nipponsaisei/
http://www.facebook.com/nipponsaisei
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＜NSP事務局アカウント＠Facebook＞ http://www.facebook.com/nspstaffoffice 

  

 

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

  

＜Flickr＞ http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/ 

  

http://www.facebook.com/nspstaffoffice
http://p.tl/16V5
http://www.youtube.com/user/nipponsaisei
http://www.flickr.com/photos/nipponsaisei/sets/
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＜Vimeo＞ http://vimeo.com/nipponsaisei 

  

 

 

10. 今後の予定 2012 年 2 月～12 月 

＜2月＞ 

11日（土）～12日（日）地域のひな型研究会視察見学会 in新潟  

16日（木）理事会  18日（土）スピンアウト研究会   

26日（日）ワークライフバランス分科会 

 

＜3月＞ 

  10日（土）地域のひな型研究会  15日（木）理事会   

17日（土）スピンアウト研究会  25日（土）メンタルレスキュープロジェクト 

 

＜4月＞ 

11日（水）～12日（木）組織のリーダーシップ研究秋視察見学会 in伊那 

14日（土）地域のひな型研究会  19日（木）理事会 

21日（土）スピンアウト研究会  28日（土）ソーシャルメディア分科会 

   

＜5月＞ 

  12日（土）中小零細企業研究会 in福岡 

12日（土）地域のひな型研究会、組織のリーダーシップ研究会 

  17日（木）理事会  19日（土）スピンアウト研究会 

 

＜6月＞ 

  10日（日）～11日（月）NSP全国交流会 in東京  

  16日（土）環境経営分科会、地域のひな型研究会、スピンアウト研究会 

  21日（木）理事会 

  ※組織のリーダーシップ研究会視察勉強会 in京都（松下資料館等） 

http://vimeo.com/nipponsaisei
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＜7月＞ 

  14日（土）中小零細企業研究会 in大阪、地域のひな型研究会 

19日（木）理事会  21日（土）スピンアウト研究会 

 

＜8月＞ 

  3日（金）～4日（土）中小零細企業研究会 in新潟 

  18日（土）スピンアウト研究会 

  ※組織のリーダーシップ研究会 in大阪 

 

＜9月＞ 

  15日（土）地域のひな型研究会、スピンアウト研究会  20日（木）理事会 

 29日（土）～30日（日）中小零細企業研究会 in長野 

  ※組織のリーダーシップ研究会視察勉強会 in呉 

 

＜10月＞ 

  13日（土）第 10期総会 in東京  18日（木）理事会 

27日（土）環境経営分科会、スピンアウト研究会 

 

＜11月＞ 

  15日（木）理事会  17日（土）ソーシャルメディア分科会   

23日（祝・金）スピンアウト研究会 

   

＜12月＞ 

  15日（土）ワークライフバランス分科会、スピンアウト研究会  20日（木）理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.   53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

mailto:staff@nipponsaisei.jp

