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明石夕学
せきがく

サテライト 
時代の潮流と深層を読み解く 

【２０１６年度 後期 全 15講演】 
 

 

 
 
 

  

１ 10/4.火 
金井 壽宏 神戸大学大学院経営学研究科 教授 

「私のリーダーシップ研究の旅」 

２ 10/5.水 
夏野 剛 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授 

「変えること、変わることを恐れてはいけない！」 

３ 10/11.火 
井上 章一 国際日本文化研究センター 教授 

「京都ぎらいの関西論」 

４ 10/17.月 
平井 正修 全生庵 第七世住職、日本大学客員教授 

「坐禅で作る しなやかな心」 
※休館日ですが開催します(北側正面入口より入館下さい) 

５ 10/27.木 
森本 あんり 国際基督教大学 

人文科学デパートメント教授（哲学・宗教学）・

学務副学長                  

「オバマとトランプ：反知性主義とアメリカの宿命」 

６ 11/1.火 
廣瀬 俊朗 元ラグビー日本代表 

「進化を楽しむ」 

７ 11/11.金 
松尾 睦 北海道大学大学院経済学研究科 教授 

「マネジャーになる・育てる：仕事の作り方、与え方」 

８ 11/15.火 
小川 和久 

静岡県立大学特任教授、          

NPO 法人 国際変動研究所理事長、軍事アナリスト 

「国際水準から見た日本の危機管理」 

９ 11/18.金 
早野 透 元朝日新聞コラムニスト、桜美林大学名誉教授 

「わたしの田中角栄論」 

10 12/2.金 
池尾 和人 慶應義塾大学経済学部 教授 

「異次元緩和と財政ファイナンス」 

11 12/8.木 
向谷 実 音楽プロデューサー、株式会社音楽館 代表取締役 

「好きなことをビジネスに変える～音楽と鉄道がいっぱい～」 

12 12/13.火 
柳家 花緑 落語家 

「笑いと感謝、いま大切におもうこと。」 

13 1/12.木 
志賀 俊之 日産自動車株式会社 取締役副会長 

「日産：変革を支えるレジリエントオーガニゼーション」 

14 1/17.火 
清水 聰 慶應義塾大学商学部 教授 

「新たな顧客マネジメント～循環型マーケティングの提案～」 

15 1/24.火 
田口 佳史 

東洋思想研究家、          

株式会社イメージプラン 代表取締役社長 

「人生は噛みしめるように生きる」 

●開催時間 

１８：３０～２０：３０ 
（開場１8：１０） 

●サテライト会場 

明石市立産業交流センター 
３Ｆ情報ライブラリー 

（ＪＲ大久保駅南口より西へ徒歩２分） 

●定員  ３０名 

●受講料 各回1,000 円 
 

＊受講回数券（５枚 4,500 円） 

 2016 年度後期最終回まで有効 

ご希望の方は下記へお問合せください。 

一般財団法人明石市産業振興財団 
（明石市立産業交流センター内） 

〒674－0068 

明石市大久保町ゆりのき通１－４－７ 

TEL（０７８）９３６－７９１７ 

FAX（０７８）９３６－７９１６ 

U R L：http://www.aicc.or.jp  

E-Mail：info@aicc.or.jp 

※月曜休館（祝日･振替休日の月曜は開館） 

明石夕学サテライトはインターネット配信を使用した映像を視聴する講座です。 

天候、そのほか やむを得ない事情により、配信が中止になる場合がございます。予めご了承ください。 

≪注意≫＊講師は東京会場で講演を行います。＊上記は 8/３１現在の予定です。都合により変更となることがあります。 

 



 

 

東京「慶應丸の内シティキャンパス」の定例講演会『夕学
せきがく

五十講』から 

年間３０講演を「明石市立産業交流センター」でライブ中継 
 

・学校法人慶應義塾の社会人教育機関である 

慶應丸の内シティキャンパスが運営。 

・東京・丸の内で開催する講演会『夕学五十講』を明石の地で 

リアルタイムに視聴できます。※講師は東京会場で講演します。 

・講師は、大学人はじめ企業人、文化人、ジャーナリスト等、 

各分野の第一線で活躍する方々です。 

・人生観、世界観、経営観、仕事観、社会観等について、最新の知見を

得るための絶好の機会として多くの方々に活用されています。 

・９０分間の講演と３０分間の質疑応答（FAXで受付）で構成され、明石のサテライト会場からでも質問できます。

※寄せられた質問の中から選定された場合に回答されます。 

・夕刻１８:３０～２０:３０に開催し、お仕事帰りにも参加いただけます。 

 
⇒ ＦＡＸ：０７８－９３６－７９１６  明石市産業振興財団 行 
※ご記載いただいた個人情報につきましては、本セミナーの実施・運営に係る利用者の把握、名簿作成、その他財団が実施する
講演会等の事業に関する情報提供の目的にのみ利用します。参加に関して連絡事項がある場合、ご連絡をいたします。 

２０１６後期『 明石夕学
せきがく

サテライト 』受講申込書 

会社名  

住 所： 
〒    － 

ＴＥＬ 

自宅 ＦＡＸ 

携帯  

Ｍail  

ふりがな： 部署・役職 年齢 性別 

氏 名：   
男性 

 

女性 

 

【申込講座】＊受講を希望する講座に○をご記入ください。 

＊申込締切日以降も残席があれば受付けます。 

No. 開催日 講 師 受講希望 申込締切日 

１ 10/4 (火) 金井 壽宏  9/2８ (水) 

２ 10/5 (水) 夏野 剛  9/29 (木) 

３ 10/11 (火) 井上 章一  10/5 (水) 

４ 10/17 (月) 平井 正修  10/11 (火) 

５ 10/27 (木) 森本 あんり  10/21 (金) 

６ 11/1 (火) 廣瀬 俊朗  10/26 (水) 

７ 11/11 (金) 松尾 睦  11/3 (木) 

８ 11/15 (火) 小川 和久  11/9 (水) 

９ 11/18 (金) 早野 透   11/12 (土) 

10 12/2 (金) 池尾 和人  11/26 (土) 

11 12/8 (木) 向谷 実  12/2 (金) 

12 12/13 (火) 柳家 花緑  12/7 (水) 

13 1/12  (木) 志賀 俊之  1/6 (金) 

14 1/17  (火) 清水 聰  1/11 (水) 

15 1/24 (火) 田口 佳史  1/18 (水) 

合 計   

※８月 31 日現在の日程・内容です。都合により変更となることが有ります。 

『明石夕学
せ き が く

サテライト』とは 

■会場：明石市立産業交流センター 
明石市大久保町ゆりのき通１－４－７ 

（０７８）９３６－７９１７ 

※月曜休館（祝日･振替休日の月曜は開館） 

◎ＪＲ「大久保駅」南口より西へ徒歩２分 

◎お車でお越しの方へ 

駐車場有（施設西側・有料 30分につき￥100） 

(本セミナーご参加の方は 1.5時間減免) 

◆慶應 MCC（慶應丸の内シティキャンパス）は 

慶應義塾の 100％子会社である㈱慶應学術事業

会が運営する社会人教育機関として 2001 年に

開設。◆「夕学五十講」は東京丸の内の丸ビル

ホールにて年間約 50 回開催する講演会。「夕方

に学ぶ」「碩学」という言葉をかけた名称。 


