2019 年 開催日決定

JATES
Since 1966

9 月 13 日(金)～14 日(土)

技術経営会議

9/15 日(日)ポストプログラム

技術経営会議 本会議 （夏：軽井沢）
技術経営会議の本会議は、会の活動状況を報告し、会の運営に関す
る意思決定を行う全体会議であり、同時に技術経営に資するメンバ
ー講演・特別講演等を実施する。開催は９月と２月の年 2 回。
９月は地方（１泊２日間）で行われ、統一テーマについて有識者
とラウンドテーブル形式で議論を行う。
【開催時期】 例年 9 月上旬の週末か週初め（１泊２日間）
次回は 2019 年 9 月 13 日(金)PM～14 日(土)に開催
【開催場所】 次回は、軽井沢プリンスホテル ウエスト
【参加人数】 200 名程度（2018 年は 205 名）
【プログラム】
・特別講演
３～５講演程度。産・官・学界の一人者及び、
著名な女性のご講演など
・ラウンドテーブル討論 全員参加。２５名程度で１テーブル。
2018 年は 7 テーブル
・懇親パーティ／ナイトセッション／・コテージセッション
・プレ＆ポストプログラム（テニス(13、14 日)、ゴルフ(13 日 AM、15 日)）

懇親パーティ

コテージ（宿泊）
●2019 年参加費（予定）
技術経営会議 会員会社、会友、TM
技術経営会議 専門委員会参加会社
（技術経営会議会員会社以外）
JATES 会員会社
（技術経営会議会員会社以外）
JATES 会員外

ナイトセッション

コテージセッション
役員クラス

部課長クラス

70,000

30,000

80,000

40,000

90,000

50,000

120,000

80,000

特別講演

ラウンドテーブル

コーヒーブレイク

プレ・ポストプログラム

作成中
２０１９年 第９１回本会議（軽井沢）プログラム
統一テーマ:
プレプログラム
９月１３日（金）
8:40～11: 30
10：00～12：00

『デジタル変革時代における人間中心の価値創造（仮）』
（別途参加費有り）
◆印は自由参加
時間
内
容
170 分 ◆交流ゴルフ 於：晴山ゴルフ場 （9H 手引き、クラブ 5 本競技）
120 分 ◆交流テニス 於：軽井沢 PH テニスコート

本会議
９月 13 日（金）

時間

12：00～12：50

50 分

13：00～13：10

10 分

13：10～14：１5

65 分

14：15～15：20

65 分

15：20～15：45

25 分

15：45～16：50

65 分

16：50～17：20

30 分

17：20～17：50

30 分

17：50～18：00
18：00～19：30
19：30～21：00
21:00～
９月１４日（土）
6：00～ 7：40
6：30～ 8：40

10 分
90 分
90 分
時間
100 分
適宜

8：50～ 9：20

30 分

9：20～ 9：50

30 分

9：40～10：00

20 分

10：00～12：05

125 分

12：05～12：55

50 分

12：55～14：00

65 分

14：00～14：10

10 分

14：10～15：00

50 分

15：00

ポストプログラム
９月１4 日(土)
15：10～17：10
15：10～17：10
９月１５日(日)
8:00～

内
容
▼技術経営会議審議（昼食含む）
・本会議審議（会員代表者のみ参加）
・臨時運営委員会審議（次期運営委員）
■開会挨拶及び審議結果報告
技術経営会議 遠藤信博議長
■特別講演１
ラウンドテーブル①のテーマ
演題： 人生をより豊かに生きる
講師：塩沼 亮潤氏 福聚山慈眼寺住職 大峯千日回峰行大行満大阿闍梨
■特別講演 2
ラウンドテーブル②のテーマ
演題： AI 時代の若年人材開発/育成
講師： 鈴木 典比古氏 国際教養大学 学長
■コーヒーブレイク
■特別講演 3
ラウンドテーブル③のテーマ
演題： グローバール視線での日本の強み・弱み（仮）
講師： 正宗エリザベス氏 元オーストラリア大使館・公使（商務）
■ショート講演 1
ラウンドテーブル④のテーマ
演題： シェアリングエコノミーの方向性（仮）
講師： 堀 清敬氏 ㈱ドコモ・バイクシェア 代表取締役社長
■ショート講演 2
ラウンドテーブル⑤のテーマ
演題： 世界と戦う強い企業のつくりかた（仮）
講師： 北野 譲治氏 イ-パ-セル株式会社 代表取締役社長
■休憩
■交流パーティ
◆ナイトセッション （自由参加） ブラインドコンテストなど
◆コテージセッション（自由参加）
内
容
◆歩行禅 塩沼 亮潤氏 福聚山慈眼寺住職 （自由参加）
■朝食
■ショート講演３
ラウンドテーブル⑥のテーマ
演題： デジタル変革時代のデザイン経営（仮）
講師： 田川 欣哉氏 ㈱Takram 代表取締役
■ショート講演４
ラウンドテーブル⑦のテーマ
演題： 宇宙から見た地球（仮）
講師： 石田 真康氏 A.T.カーニー プリンシパル
■コーヒーブレイク
■特別セッション ラウンドテーブル討論
テーブル① ～ テーブル⑦
■昼食
■特別講演 4
演題：
講師：
■休憩
■ラウンドテーブル報告と総括
報告：モデレーター各位
総括： 遠藤 信博 議長
■閉会(現地解散)

（講演会以外は別途参加費有り）
時間
内
容
120 分 ◆交流テニス
於：軽井沢 PH テニスコート
120 分 ◆女子会
於：軽井沢 PH
時間
内
容
360 分 ◆交流ゴルフ
於：軽井沢 72 ゴルフ 北コース

