2020.2.13

「下村満子の生き方塾」主催

「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟（原自連）
」後援

特別公開講座・シンポジウム

「地球温暖化の今こそ、
『原発ゼロ・自然エネ』で、
『化石賞』日本を再生!!」

3 月 29 日（日）10:00~16:30

日時

2020 年

会場

郡山商工会議所会議室

郡山市清水台1-3-8（郡山駅下車徒歩12分） TEL.024-921-2600

（一般来場者、OG・OBは、資料代として1,000円徴収いたします）

基調講演

塾長

原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟会長
城南信用金庫前理事長

ジャーナリスト
評論家

田原 総一朗

当日プログラム
10:00~11:30 映画上映

─原発はいらない─

「日本と再生」

─世界はもう、
自然エネルギーで
動いている─

11:30~12:30 昼休み
12:30~13:40 基調講演

田原総一朗 氏

（ジャーナリスト、評論家）

毅 氏

（原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟会長、
城南信用金庫前理事長 ）

13:40~14:00 休憩

吉原

氏

1934年、滋賀県生まれ。60年、岩波映画製作所入社。64年、東京 12チャ
ンネル（現テレビ東京）に開局とともに入社。77年フリーに。テレビ朝日系
『朝まで生テレビ!』
『サンデープロジェクト』でテレビジャーナリズムの新
しい地平を拓く。98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又ー賞
を受賞。現在、早稲田大学特命教授として大学院で講義をするほか、
「大隈
塾」塾頭も務める。
『朝まで生テレビ !』
（テレビ朝日系）
『激論!クロスファイ
ア』
（BS朝日）の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数。また、日本の戦
争』
（ 小学館）、
『 塀の上を走れ 田原総一朗自伝』
（ 講談社）
『 誰もが書かな
かった日本の戦争』
（ポプラ社）、
『日本人と天皇』
（中央公論社）、暴走司会者
（中央公論社『井伊家の教え』
（プレジデント社）など、多数の著書がある。

吉原

下村 満子

毅

氏

1955年東京生まれ。77年慶應義塾大学経済学部卒業後、城南信用金庫入職。92
年理事・企画部長に就任。懸賞金付定期預金などの新商品開発に従事。2010年理
事長に就任。東日本大震災以降、被災地に対する支援活動、地域貢献活動に注力す
る。特に、福島第一原発事故の翌月より、
「原発に頼らない安心できる社会へ」を宣
言し、講演やシンポジウムを行うとともに、金融を通じて自然エネルギーや省エ
ネルギーを推進する。また、脱原発に関する情報を発信するために、城南総合研究
所を設立。原発再稼働反対、原発即時ゼロの活動に積極果敢に取り組んできた。
2015年６月に理事長を退任し、現在は相談役を経て顧問に。2017年４月に、全
国組織「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」を小泉純一郎、細川護熙各元首相や
河合弘之弁護士などと共に創設、会長に就任、活発な活動を続けている。
著書に「原発ゼロで日本経済は再生する」
（角川oneテーマ21）、
「世界の常識は日
本の非常識─自然エネルギーは儲かる！」
（講談社+α新書）

14:00~16:40 パネル・ディスカッション
コーディネーター

田原総一朗 氏
（ジャーナリスト、
下村 満子 氏 「下村満子の生き方塾」塾長）

パネリスト

吉原
毅 氏
飯田 哲也 氏 （認定NPO法人
環境エネルギー政策研究所所長）
濵田総一郎 氏 （㈱パスポート代表取締役社長
「下村満子の生き方塾」副塾長）
佐藤彌右衛門 氏 （会津自然エネルギー機構副会長、
会津電力㈱会長、
大和川酒造店 九代目社長）

講演者

2020.2.13

基調講演
コーディネーター

田原 総一朗

基調講演

氏

コーディネーター

毅

氏

パネリスト

ジャーナリスト
「下村満子の生き方塾」塾長

下村 満子

吉原

㈱パスポート代表取締役社長
「下村満子の生き方塾」副塾長

濵田 総一郎

氏

氏

慶應義塾大学経済学部卒。ニューヨーク大学大学院修士課程修了(経済学)後、朝日新聞社入社。朝日新聞 ㈱パスポート代表取締役社長。1955年 鹿児島県生まれ。
ニューヨーク特派員、朝日新聞編集員、ハーバード大学ニーマン特別研究員などを経て、
「朝日ジャーナ 東武鉄道㈱、実家の濵田酒造を経て、1991年 ㈱パスポートを設立
ル」編集長に。この間、世界各国を駆け巡り、ダライ・ラマ法王、ヘンリー・フォード、ロックフェラー、 して独立。食品事業、環境課題解決事業などを展開する企業集団
カーター元大統領、松下幸之助等々、世界のトップリーダーのインタビュー・取材報道をし、国際報道に 27社のグループ代表。
「環境維新」を掲げ、太陽光発電、バイオマス
寄与したジャーナリストに与えられる、ボーン上田国際記者賞を、女性で初めて受賞。その後フリーの 発電、地域電力などを北海道から鹿児島まで全国で展開。地球を守
ジャーナリストとなる傍ら、(医社)「こころとからだの元氣プラザ」理事長、経済同友会副代表幹事、福島 るべく、原子力と化石燃料に頼らない自然エネルギーだけの電力
県男女共生センター館長など、多数の役職を歴任。2011年の大震災直後、福島で「下村満子の生き方塾」 による国づくりを目指す。社是「敬天愛人」、経営理念「良知経営の
を、京セラ名誉会長稲盛和夫氏と「盛和塾福島」を立ち上げ、その後も「心を高める坐禅の会」など、
「日本 実現」。趣味は坐禅。座右の銘「上求菩提、下化衆生」。
人の心の再生」に取り組む様々な活動を行っている。2002年、米・コロンビア大学医学部から、アテナ国 （一財）良知活動振興財団理事長、
（ 一社）日本経営道協会副理事長、
際賞受賞。著書には、
「いのちとは何か、生きるとは何か」
「Made In Japan」など多数。
（一社）神奈川ニュービジネス協議会副会長。

パネリスト

パネリスト

認定 NPO 法人
環境エネルギー政策研究所
（ISEP）
所長

会津自然エネルギー機構副会長
会津電力㈱会長
大和川酒造店 九代目社長

飯田 哲也

佐藤 彌右衛門

氏

1959年、山口県生。京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技術研究
センター博士課程単位取得。原子力産業や原子力安全規制などに従事後、
「原子力ムラ」を脱出、
北欧での研究活動を経て、ISEPを設立し現在に至る。自然エネルギー政策では、国内外で第一人
者として知られ、多大な影響力を持つ。国際的にも豊富なネットワークを持ち、21世紀のための
自然エネルギー政策 ネットワークREN21、世界風力エネルギー協会、自然エネルギー100%プ
ラットホーム理事なども務める。2016年、世界風力エネルギー協会から世界風力エネルギー名
誉賞を受賞。主著に『エネルギー進化論』
（ちくま新書）、
『エネルギー政策のイノベーション』
（学
芸出版社）、共著に『「原子力ムラ」を超えて〜ポスト福島のエネルギー政策』(NHK出版)、
『原発社
会からの離脱―自然エネルギーと共同体自治にむけて』
（講談社現代新書)、など多数。映画「日本
と再生〜光と風のギガワット作戦」
（河合弘之監督)の企画及び総合プロデューサー。

氏

1951年 福島県喜多方市生まれ。合資会社 大和川酒造店の九代目
当主。東日本大震災後2013年8月 会津電力株式会社を設立し、代
表取締役社長に就任。2019年6月より取締役会長。他に「全国ご当
地エネルギー協会」代表理事、飯舘電力株式会社代表取締役副社
長、原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟副会長等を務める。
[その他の現職]
●プロジェクト会津株式会社 代表取締役社長
●ジザケジャパン株式会社 取締役会長 ●川内電力株式会社 代表取
締役社長 ●ふくしま自然エネルギー基金 代表理事 ●平成30年喜多
方市北宮諏方神社総代会会長 ●平成31年福島県神社庁代議員、他。

下記にてお申込み下さい !!
申込締切日

3月16日（月）

定員になり次第、締切らせていただきます。
申込者

参加申込書
電

お名前

話

□塾

F AX
ご住所

〒

生

□応 援 団

当塾に関心があり、
□ オブザーバー（1日体験入塾を希望する人
（

ー

（紹介者：

E-Mail

● 特別公開講座に

□ 参加する

□ 参加しない

塾生、応援団、OG・OB、
オブザーバーのみ ご記入ください。
※一般来場者は対象外です。
お申込み・お問合せ

□ OG・OB

（資料代：1,000 円）

□一

般

（資料代：1,000 円）

●お 弁 当 を

□

注文する（1,000 円）

□

注文しない

● 夜遊び学に

□

参加する（3,000 円）

□

参加しない

「下村満子の生き方塾」事務局

E-mail : info@ikikata-jyuku.com

FAX : 024-505-4343

〒960-1106 福島県福島市下鳥渡字新町西 6-1 キング印刷内

）

TEL : 080-6030-5588

ホームページもご覧ください！ http://www.ikikata-jyuku.com

※取得した個人情報につきましては、「下村満子の生き方塾」にて管理し、情報の紛失・漏洩等には、充分注意・対策を講じます。

