
 

 

全講演会リスト（第 1回〈1976年 6月〉～第 361回〈2008年 12月〉） 

回 開催日 演  題 講  師 

1976年（昭和 51年） 

1 6月24日 老人病について 医学博士 明星 道一 

2 7月20日 中国問題について 
元英国、インド、ブラジル特命全権大使 
富士通 顧問 宇山 厚 

3 8月25日 成人病の予防と自彊術体操 元東京大学病理学講師 医学博士 近藤 芳郎 

4 9月21日 当世浮世風呂ばなし 建築コーディネイター、作曲家 平賀 瑛彬 

5 10月20日 地震について 中央大学教授 理学博士 小林 直太 

6 11月16日 ソ連の極東戦略 毎日新聞 論説委員 青柳 武 

7 12月16日 国際会議裏話 ＩＳＳインターナショナル 代表取締役 金児 義久 

1977年（昭和 52年） 

8 1月13日 ドイツ国民の生活を見て 東京大学名誉教授 経済学博士 松田 智雄 

9 2月18日 原子力の話 元原子力開発理事、元南極越冬隊長 西堀 栄三郎 

10 3月22日 華国鋒政権の展望 元朝日新聞論説委員 蔵居 良造 

11 4月19日 老人の体育 東京都立大学 名誉教授 堀田 登 

12 5月25日 天皇政治と元老重臣 元読売新聞論説委員 長 文連 

13 6月22日 チームワーク 日本サッカー協会 専務理事 長沼 健 

14 7月20日 衆議院選挙回顧と今後の政局展望 毎日新聞 論説委員 松井 章 

15 8月19日 奇術 元古河電気工業 社員 井上 充 

16 9月20日 我が国における景気調整政策の推移 日本経済調査協議会 専務理事 青葉 翰於 

17 10月20日 心を打つ明治の人の生き方 京急興業㈱ 相談役 石井 千明 

18 11月18日 外国人から見た日本 フォリンプレスセンター 専務理事 河村 欣二 

19 12月13日 色と色のいろいろな話 作曲家 平賀 瑛彬 

1978年（昭和 53年） 

20 1月21日 華国鋒体制と日中関係 毎日新聞 論説委員 江頭 数馬 

21 3月24日 美しく老いる 東京家裁調停委員、ＮＨＫ会友 小比木 道孝 

22 4月17日 戦後の内外経済動向について 日本経済調査協議会 専務理事 青葉 翰於 

23 5月24日 日本古来の年中行事について 国学院大学 教授 小野 和輝 

24 6月20日 心霊学による治療体験談 旭電化工業 会長 河井 洋一 

25 7月25日 消費者問題について 下馬生活協同組合 専務理事 竹井 二三子 

26 8月22日 温泉漫歩 一橋大学 名誉教授、国際商科大学 教授 松本 雅雄 

26 9月19日 時計と文化 中央大学工学部 教授、日本時計学会 理事 小滝 富雄 

28 10月17日 一柳メトルヴォーリスの生涯 桜美林学園 理事長 田口 敏三 

29 11月21日 放送よもやま話 元ＮＨＫ放送文化研究所長、 ＮＨＫ 会友 山本 照 

30 12月15日 宗教の役割 東京大学 教授 脇本 平也 

1979年（昭和 54年） 

31 1月12日 新春食味ばなし 食味評論家 多田 鉄之助 

32 2月23日 新中国を見聞して 小平市高齢者事業団 中井 一夫 

33 3月16日 山鹿素行研究の周辺 元国学院大学教授 文学博士 石岡 久夫 

34 4月20日 中国の近代化と日本 日興リサーチセンター 顧問 渡辺 長雄 

35 5月18日 会社の現況について 古河電気工業 社長 舟橋 正夫 

36 5月22日 現在のマスコミは間違っていないか サンケイ新聞 取締役、慶応義塾大学 講師 鈴木 宣重 

37 7月27日 中国東北地方視察 早稲田大学 講師 遠藤 源助 

38 8月 6日 梅干と日本刀 國學院大学名誉教授 文学博士 樋口 清之 

39 9月18日 スリランカの旅 明治大学 教授 西村 忠恭 



 

 

40 10月16日 国分寺の建立とその変遷 国分寺市 文化財保護委員、国分寺 住職 星野 亮勝 

41 11月 5日 日本経済の動向について 参議院議員 斎藤 栄三郎 

42 12月12日 一官僚の体験よりする政界浄化の展望 元電気通信省 経理局長、元国際電電 取締役 肥爪 亀三 

1980年（昭和 55年） 

43 1月11日 明治天皇のご遺徳 明治神宮 宮司 高沢 信一郎 

44 2月22日 ブラジルの印象 古河電気工業 常務 金井 泰三 

45 3月21日 本年の内外経済動向 神奈川経済研究所 所長 月村 市郎 

46 4月18日 最近の中ソ事情 太平洋経済文化企業㈱ 社長 李 国郷 

47 5月20日 会社の現況について 古河電気工業 社長 舟橋 正夫 

48 6月20日 スタグフレーション下の世界経済 前ＯＥＣＤ日本代表 経済学博士 河井 俊三 

49 7月22日 古河電工海外送電線工事の現況 古河電気工業 常務 守本 隆治 

50 8月20日 早大エジプト調査団に参加して 早稲田大学 講師 遠藤 源助 

51 9月25日 健康長生について 小田医院長 医学博士 小田 孟 

52 10月21日 最近のトピクから（金融 経済 為替） 元富士銀行 常務 小谷 喜一 

53 11月20日 国際危機と日本 中外ニュース社 社長 松本 幸輝久 

54 12月19日 シルクロードの旅 元日本軽金属 副社長 中川 仲蔵 

1981年（昭和 56年） 

55 2月17日 ヨーロッパの旅 あかがね倶楽部 会員 伊藤 与佐二 

56 3月20日 スポーツと健康長寿 日本体育協会 評議員 田中 良一 

57 4月14日 外交随想（歴史の教訓と将来の展望） 外務省研修所 講師 三宅 喜二郎 

58 5月12日 会社の現況について 古河電電気工業 社長  舟橋 正夫 

59 6月16日 中国側よりのエベレスト登山 ５５年度エベレスト登山隊 隊長 宮下 秀樹 

60 7月24日 中世ドイツ夜話 東京大学教養学部 助教授 平尾 浩三 

61 8月18日 最近の内外情勢 中外ニュース社 社長 松本 幸輝久 

62 9月16日 心の健康、身体の健康 元東京大学病理学講師 医学博士 近藤 芳郎 

63 10月20日 成田空港をめぐって 元東京国際空港公団 総裁 大塚 茂 

64 11月17日 校内暴力、教科書、塾問題等について 元両国高校 教諭 石沢 胖 

65 12月16日 最近の中国の政治経済事情と今後の日中関係 日中経済協会 専務理事 大久保 任晴 

1982年（昭和 57年） 

66 2月17日 大東亜戦争における我が国の戦力と国力の実態 元大本営参謀 中原 茂敏 

67 3月15日 心と身体のコントロール 東京大学医学部 助教授 石川 中 

68 4月16日 今年度の経済の見通し 日本長期信用銀行 取締役調査部長 竹内 宏 

69 5月29日 会社の現況について 古河電気工業 社長 舟橋 正夫 

70 6月15日 放送よもやまばなし ＮＨＫ番組総合センター 部長 杉浦 俊治 

71 7月15日 映画東大寺大仏殿昭和大修理工事 清水建設 広報部 次長 小松 信通 

72 8月16日 教科書検定問題をめぐる中国側の事情 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

73 9月10日 楽しく学べる英会話 旺文社 日本英国教育協会 編集顧問 ジェイムス Ｂ.ハリス 

74 10月20日 米国、カナダの研究開発と国民性 米国技術情報コンサルタント 可知 博 

75 11月24日 政局の動向 元ＮＨＫ 解説委員長 平野 宗義 

76 12月14日 内外の経済情勢 中外ニュース社 社長 松本 幸輝久 

1983年（昭和 58年） 

77 2月16日 奥の細道におけるフィクション 文学博士 宇田 零雨 

78 3月18日 中南米の政治経済事情 元拓殖大学 教授、外務省研究所 講師 西尾 励 

79 4月13日 日本の野球と外国人 慶應義塾大学法学部 教授 池井 優 

80 5月19日 会社の現況について 古河電気工業 社長 舟橋 正夫 

81 6月10日 隠れたる明治史あれこれ 慶應義塾大学法学部 名誉教授 手塚 豊 



 

 

82 7月20日 景気八卦見 元ＮＨＫ 解説委員 中村 泰治郎 

83 8月18日 食事と健康 女子栄養大学 教授 秋山 房雄 

84 9月20日 鄧小平体制とこれからの中国 日本大学 教授 江頭 数馬 

85 10月18日 さきたま古墳出土金錯銘鉄剣の謎 埼玉県教育委員会 前指導主事 大熊 達夫 

86 11月18日 ソ連の実態について 元毎日新聞 モスクワ特派員 谷畑 良三 

87 12月16日 政界夜話 元ＮＨＫ 解説委員長 平野 宗義 

1984年（昭和 59年） 

88 2月14日 最近の光ファイバー技術について 古河電気工業 常務 松本 正夫 

89 3月16日 航空よもやま話 航空政策研究会会長 工学博士 木村 秀政 

90 4月18日 人間の死ぬということ 札幌医科大学 名誉教授 八十島 信之助 

91 5月25日 会社の現況について 古河電気工業 社長 日下部 悦二 

92 6月14日 スポーツよもやま話 共同通信社 運動部記者 小山 敏昭 

93 7月17日 老人病の予防と長寿 東京都老人総合研究所 松崎 俊久 

94 8月22日 最近の国際情勢と中国 元国連大使 岡田 晃 

95 9月19日 東欧共産圏の旅 
上海、蘇州、無錫の旅                                        あかがね倶楽部 会員                                     伊藤 与佐二 

平賀 瑛彬 

96 10月16日 続・色と色のいろいろの話 建築家、作曲家 平尾 浩三 

97 11月19日 ソ連の脅威と最近の経済状況 慶應義塾大学 名誉教授 気賀 健三 

98 12月12日 野球を通じて世界との関わり 世界アマチュア野球連盟 副会長 山本 英一郎 

1985年（昭和 60年） 

99 2月13日 バグダッドの街づくり 新交通方式 C.T.M 清水建設㈱提供映画 清水建設㈱ 

100 3月15日 中曽根政権の前途 元ＮＨＫ 解説委員長 平野 宗義 

101 4月24日 現下の国際情勢に関する所感 外交、経済評論家 三宅 喜二郎 

102 5月14日 イラン海外送電線工事、光通信 古河電気工業提供映画 古河電工㈱ 

103 6月14日 会社の現況について 古河電気工業 社長  日下部 悦二 

104 7月19日 現地に見た最近の中国事情 日興リサーチセンター 顧問 渡辺 長雄 

105 8月20日 暮らしの歳時記 國學院大學 講師 内藤 茂 

106 9月25日 ローカル線の旅 中央大学理工学部 教授 小林 直太 

107 10月21日 大東亜戦争敗戦の主因 元大本営参謀 中原 茂敏 

107 11月18日 ソ連ゴルバチョフ新政権 慶應義塾大学 名誉教授 気賀 健三 

109 12月17日 歴史の裏話 國學院大學 名誉教授 樋口 清之 

1986年（昭和 61年） 

110 2月19日 東洲斎写楽について 立正大学 教授 山口 桂三郎 

111 3月19日 高齢化と精神的長寿 日本女子愛学 名誉教授 児玉 省 

112 4月16日 日本人の忘れ物 日本大学法学部 講師 鎌田 理次郎 

113 5月15日 中国の内情と今後の日中関係 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

114 6月17日 新製品開発について 古河電気工業 常務 磯部 務 

115 7月25日 国際化時代の今昔 中部大学 教授、早稲田大学 講師 田辺 孝 

116 8月18日 江戸から東京 郷土史研究家 文学博士 鈴木 理生 

117 9月17日 歌舞伎の美 歌舞伎研究家 中山 幹雄 

118 10月13日 暦と数 法政大学 教授 永田 久 

119 11月20日 一老記者の所感 元日本経済新聞社 編集局長 荻原 伯永 

120 12月17日 円高と日本経済 第一勧業銀行 取締役 調査部長 古田 耕作 

1987年（昭和 62年） 

121 2月10日 名刀（日本刀）こぼれ話 日本美術刀剣保存協会 常務理事 渡辺 国雄 

122 3月18日 私は日本兵だった 旺文社 日本英国教育協会 編集顧問 ジェイムス Ｂ. ハリス 

123 4月13日 ゆれるアメリカ経済 前ＯＥＣＤ日本代表 経済学博士 河井 俊三 



 

 

124 5月19日 胡燿邦辞任以降の中国 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

125 6月15日 食管制度について 慶應義塾大学 名誉教授 気賀 健三 

126 7月17日 古典落語 國學院大學 落語研究会 会員 
猪股  佳二 
他２名 

127 8月18日 ゆれ動く世界戦略 元防衛研究所 部長 岩島 久夫 

128 9月14日 次期政権の本命は 元ＮＨＫ 解説委員長 平野 宗義 

129 10月20日 新人類の生活意識 電通㈱ マーケティング局 ディレクター 梅谷 幹夫 

130 11月 2日 現下の国際情勢と日本 元外務次官 法眼 晋作 

131 12月15日 国際政局展望 朝日新聞社社友、外交評論家 中村  貢 

1988年（昭和 63年） 

132 2月18日 どうなる今年の政治 元毎日新聞 解説主幹 林 卓夫 

133 3月22日 俳句の話 ＮＨＫ俳句講座 講師 能村 登四郎 

134 4月15日 東京遷都論 劇作家 内村 直也 

135 5月10日 超電導技術の進歩 古河電気工業 専務 磯部 務 

136 6月16日 昭和 62年度決算報告 
カルガリオリンピックに参加して 

古河電気工業 取締役 経理部長 
カルガリオリンピック 副団長 

北島 正和 
鬼鞍 弘起 

137 7月13日 中国・香港・台湾の最近の動向 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

138 8月11日 出前の漫才 漫才家 林家ライスカレー子 

139 9月21日 夢の島ヤップ島と石貨物語り あかがね倶楽部 会員 寺尾 誠二郎  

140 10月19日 老人医療の症状と対策 老人科小田医院 院長 小田 孟 

141 11月16日 アメリカ新大統領 朝日新聞社社友 外交評論家 中村 貢 

142 12月13日 遺産相続と遺言 中央信託銀行 財務コンサルタント 櫻井 勝記 

1989年（平成元年） 

143 2月17日 通常国会と当面の政局 政治評論家 久保 正男 

144 3月13日 南極点への道 文部省国立極地研究所 名誉教授 村山 雅美 

145 4月 3日 小田信長と弟有楽斎 國學院大學 講師 渡辺 良太郎 

146 5月18日 後進国に対する日本式保健指導 ㈶ジョイセフ 国井 良次郎 

147 6月14日 時季の魚とその習性や味覚 東京魚市場卸協同組合 伊藤 芳春 

148 7月11日 日本経済はどうあるべきか 慶應義塾大学 名誉教授 千種 義人 

149 8月14日 共産圏諸国の変貌 慶應義塾大学 名誉教授 気賀 健三 

150 9月14日 最近の天文学 国立天文台長 古在 由秀 

151 10月17日 6月 4日天安門事件以降の中国 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

153 11月16日 マス・コミュニケーションの現状に関する問題 慶應義塾大学 名誉教授 生田 正輝 

153 12月11日 東アジアと北大西洋の軍事情勢と自衛隊 元海上自衛隊 海上幕僚長 大賀 良平 

1990年（平成 2年） 

154 2月19日 今をつたえる ＮＨＫ アナウンサー 黒田 あゆみ 

155 3月22日 国際情勢、特に中南米情勢 元駐グアテマラ大使 森  純造 

156 4月19日 国力なき戦争指導 元大本営参謀 中原 茂敏 

157 5月22日 ヨーロッパのサッカー 日本経済新聞社 運動部記者 武智 幸徳 

158 6月18日 2.26事件 岡田元首相令息 岡田 貞寛 

159 7月18日 今と昔の“不動産”物語 東京都宅地建物取引業 常務理事 深沢 達也 

160 8月22日 東欧・ソ連の変革 元ルーマニア大使 小崎 昌業 

161 9月19日 サッカーＷ杯観戦と日本サッカーのプロ化 日本サッカーリーグ 総務主事 川渕 三郎 

162 10月24日 中国混乱のメカニズム 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

163 11月16日 ゴルバチョフの経済改革 慶應義塾大学 名誉教授 気賀 健三 

164 12月19日 アフリカの話 漫画家 ヒサクニヒコ 

1991年（平成 3年） 

165 2月13日 日光東照宮謎の再発見 日光東照宮文庫長 高橋 晴俊 



 

 

166 3月20日 落語 落語芸術協会 春風亭 梅枝、都家 歌六、桂 歌若 

167 4月15日 ネパールより帰国して 前駐ネパール大使 有地 一昭 

168 5月13日 国際政局展望 外交評論家 中村 貢 

169 6月21日 アルジェリアより帰国して あかがね倶楽部 会員 井上 次男 

170 7月18日 自然との共生をめざして ㈶日本自然保護協会 米沢 邦昌 

171 8月20日 日本の大道芸の歴史とその分類 日本寄席芸能研究会 副会長  岡安 柳糸 

172 9月19日 湾岸戦争後の世界情勢 国際事情研究センター 主任研究員 小貫 範子 

173 10月 4日 指笛に生きて 57年 指笛音楽創始者 田村 大三 

174 11月18日 街道と一里塚 杉並郷土誌 会長 森 泰樹 

175 12月 5日 遥かなり、されど近し 神奈川大学 国際経営研究所 ティオフライスアサモア 

1992年（平成 4年） 

176 2月21日 法隆寺を支えた木 千葉工業大学理事 農学博士 小原 二郎 

177 3月23日 新世界秩序の中の日本 日本安全保障協会 会長 丸山 昂 

178 4月17日 佛教伝承とペルシャ文化 あかがね倶楽部会員 井上 次男 

179 5月22日 東海道新幹線からリニアモーターまで 前早稲田大学客員教授、交通評論家 角本 良平 

180 6月18日 国際化時代における市民の役割 国際問題評論家 北沢 洋子 

181 7月 7日 これからの政治課題 中央大学 名誉教授 橋本 公旦 

182 8月24日 日本外交雑感（ＰＫＯ議論に関連して） 元国連大使 菊地 清明 

183 9月25日 日本語 80年 日本大洋海底電線㈱ 会長 宮川 岸雄 

184 10月21日 東南アジアの新しい動き 埼玉大学 教授 下村 恭民 

185 11月25日 中国共産党 14回大会後の中国政局 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

186 12月17日 隣国台湾のゆくえ 台湾国立成功大学 管理研究所 劉 宗其 

1993年（平成5年） 

187 2月25日 養生気功 気功協会 指導員 太田 ゆみ子 

188 3月25日 リニア鉄道開発の展望 鉄道総合技術研究所 尾関 雅則 

189 4月 6日 出前の漫才・漫談 林家三平門下 師匠 林ライスカレー子 

190 5月24日 ハワード・カーターとツタンカーメン王墓の発見 早稲田大 学古代エジプト調査室 近藤 二郎 

191 6月24日 豊かな国造りを目指して 平成維新の会 政策スタッフ 平塚 寿 

192 7月 5日 放送よもやま話 ＮＨＫ アナウンサー 黒田 あゆみ 

193 9月20日 私の出会った通信回線 明星大学 教授  塩野崎 宏 

194 10月27日 事故災害と人の心 中央大学 教授 小林 直太 

195 11月16日 排尿障害の予防 コンチネンスセンター 事務局長 山口 真由美 

196 12月21日 気功実技の復習と香功 気功協会 指導員 太田 ゆみ子 

1994年（平成 6年） 

197 2月22日 鄧小平以降の中国 東京新聞 論説委員 伊藤 喜久蔵 

198 3月24日 成人病予防と食生活 河北総合病院 栄養科長 中西 靖子 

199 4月28日 翻訳よもやま話 あかがね倶楽部 会員 中辻 萬治 

200 5月20日 音楽による心の健康講座 ～脳の不思議と感性 日本コロンビア㈱ＤＣＳ 感性研究所 日高 敏夫 

201 6月21日 良寛の心 全国良寛会会長 小島 寅雄 

202 7月28日 農業 ～国土の美しさを支えるもの 全農連技術センター 井上 駿 

203 8月19日 国際家族年を迎えて教育を考える 英才教育研究所 常務理事 大竹 武三 

204 9月16日 史跡探訪の手引き ～道と関所 日本大洋海底電線 相談役 宮川 岸雄 

205 10月28日 福祉事業の生きがいや悩み 埼玉県立松山養護学校 教員 南 伸子 

206 11月21日 浮世絵 ～その見方とその時代 近代美術振興協会 加藤 陽介 

207 12月 8日 女子留学生より見た祖国の経済事情 
横浜市立大学大学院 経営学研究科 広燕玲当海洋 

横浜市立大学大学院 商学部研究生 Phan Thi Re Hanh 



 

 

1995年（平成 7年） 

208 2月27日 ワールドカップ 2002年誘致と日本サッカーの現状 日本サッカー協会 会長 長沼 健 

209 3月24日 ＥＵの拡大と深化 昭和女子大学教授、元ＮＨＫ 解説委員 井手 重昭 

210 4月26日 お金の話 中央大学 名誉教授 小林 直太 

211 5月26日 ストレス解消と自然治癒力 新生総合研究所 理事長 新井 穣 

212 6月27日 古河財閥の事業展開 東京経営研究所 所長 川田 恵三 

213 7月28日 「日本の治安」の読み方 元内閣広報官 宮脇 磊介 

214 8月24日 老衰と寿命 新宿パークタワークリニック 院長 呉 大順 

215 9月25日 
15000人のアンネ・フランク 
～アウシュビッツに消えた少年少女の物語～ フリーライター 野村 路子 

216 10月26日 夢航海～ヨットによる単独世界無寄港一周 
最年少記録樹立までの物語 

  白石 鉱次郎 

217 11月28日 アサヒビールの自己改革とスーパードライ アサヒビール㈱ 常務取締役 松井 康雄 

218 12月13日 雁の渡り 日本島学会 評議員 竹下 信雄 

1996年（平成 8年） 

219 2月20日 新聞写真の取材、送稿、印刷 ～そのテクノロジーの変遷 元ＵＰＩ通信東京支局 写真部長 江越 寿雄 

220 3月18日 癌９９の謎 防衛医大名誉教授 医学博士 高谷 治 

221 4月24日 税関あれこれ ～貿易と密輸の取締り 横浜税関 監視部次長 福澤 政雄 

222 5月 2日 祝福された四季 ～近世日本絵画の諸相 千葉美術館 学芸員 松尾 知子 

223 6月21日 日本の大工道具 大田区郷土博物館友の会 運営委員 西村 冶一郎 

224 7月17日 筝曲の歴史と演奏 生田流鳳友会 師範 山口 こずえ 

225 8月27日 96年秋季相場を占う 日興証券 投資情報部長 中井 裕幸 

226 9月18日 音楽のすすめ 声楽家 雨谷 ひでみ 

227 10月23日 進化する高速道路～第二のハイテク化計画等 日本道路公団保全交通部 部長 津田 剛 

228 11月21日 森林と野生鹿 自然環境保全審議会委員 農学博士 飯村 武 

229 12月 5日 日本人の対極にあるインド人気質 元三井物産 インド ニューデリー支店長 中川 菊司 

1997年（平成 9年） 

230 2月17日 21世紀のエネルギー 若狭エネルギー研究センター 理事長 垣花 秀武 

231 3月 7日 大学と企業 神奈川大学 経営学科 教授 水谷 雅一 

232 4月16日 狭心症と心筋梗塞について 佼成病院心臓科 医師 樺山 直二 

233 5月21日 東アジアの経済発展と日本 高崎商科短期大学 教授 碓井 彊 

234 6月23日 古典落語 落語芸術協会 師匠 春風亭小柳枝 

235 7月16日 在日韓国人の企業活動 神奈川大学講師 経済学博士 河 明生 

236 8月15日 ベトナム文化、ベトナムの習慣 早稲田大学 大学院生 Phan Thi Le Ha Thy Ba 

237 9月17日 最近の東アジア情勢 外交ジャーナリスト 井野 誠一 

238 10月14日 変貌する中国社会 ～治安問題を中心に 城西国際大学 専任講師 徳岡 仁 

239 11月18日 脳のいろいろ 東京医科歯科大学 名誉教授 萬年 甫 

240 12月15日 万葉集と現代生活 万葉花の会 副会長、那須万葉植物園長 内藤 茂 

1998年（平成 10年） 

241 2月18日 光通信システムの現状と将来 古河電気工業 常務取締役 稲尾 勝三 

242 3月 7日 吉田松陰の教育法 古河物流㈱ 社長 桐村 晋次 

243 4月23日 ＥＵ通貨統合の課題 昭和女子大学 教授 井手 重昭 

244 5月14日 金融ビッグバン 第一勧業銀行 調査部 副調査役 梅田 彰 

245 6月25日 テレビ裏話 人生評論家、テレビタレンント 松岡 憲治 

246 7月17日 
日本における電線業界の成立 
～古河市兵衛の業績を中心として～ あかがね倶楽部 会員 中辻 萬治 

247 8月28日 当社の研究開発の現状と今後の展望 古河電気工業 常務取締役 小泉 達也 

248 9月17日 バイオテクノロジーの話題 東京テクニカルカレッジ 校長 中島 裕 

249 10月15日 相続と遺言 元東京高裁判事、弁護士 柳川 俊一 



 

 

250 11月19日 我が国の法曹人口 前最高裁判所 長官 三好 達 

251 12月15日 日本サッカーＷ杯初出場 サッカーＷ杯全日本監督 岡田 武史 

1999年（平成 11年） 

252 2月18日 日本の天文アマチュア 環境カウンセラー 佐久間 精一 

253 3月24日 チョモランマ登頂 山岳コーディネーター 続 素美代 

254 4月19日 最近の中国情勢 ～安全保障を中心として～ 慶應義塾大学 助教授 安田  淳 

255 5月25日 クオリティ オブ ライフの癌末期医療 救世軍清瀬病院ホスピス 部長 村上 国男 

256 6月11日 「日英交流史」こぼれ話 元日英協会事務局長 小野寺 正周 

257 7月13日 私の邪馬台国研究 あかがね倶楽部 会員 西村 敬三 

258 8月24日 中国の未来を語る 横浜市立大学 大学院 博士課程 張  青 

259 9月 3日 ＪＩＣＡの紹介とシニア海外ボランティア ＪＩＣＡ特別業務室 中村 昌彦 

260 10月26日 日本とドイツの文化比較 独協大学 講師 ヘルマン Ｊ．トロール 

261 11月19日 アンデスの遺跡発掘 
野外民族博物館 リトルワールド館長 
東京大学 名誉教授 大貫 良夫 

262 12月17日 瀋陽古河電䌫公司の建設を終えて 古河電気工業 取締役 森谷 三紀雄 

2000年（平成 12年） 

263 2月23日 国際法の眼で見る大東亜戦争と東京裁判 青山学院大学 名誉教授 佐藤 和男 

264 3月22日 いつまでも若さを保つアクティブヘルスプラン トータルヘルス・アドバイザー 堀内 美佐子 

265 4月19日 薬と健康 元持田製薬副社長 薬学博士 相沢 登 

266 5月17日 時局講演 総合政策研究会 理事長 田中 洋之助 

267 6月20日 江戸っ子「鬼平」に学ぶ 
～火付盗賊改 長谷川平蔵の虚像と実像 中央学院大学 教授 重松 一善 

268 7月25日 男たちの戦後史 ノンフィクションライター 向井 承子 

269 8月21日 紅茶の話～主に需要動向について 日本紅茶協会 名誉顧問 松田 昌夫 

270 9月12日 語り継ぐ焼けイチョウ 
～震災、戦災，被災樹木を訪ねて 都市鳥研究会 代表 唐沢 孝一 

271 10月20日 おもちゃ病院のすべて 横浜おもちゃ病院 院長 竹内 吉三 

272 11月14日 世界遺産「日光の社寺」と家光公 日光山輪王寺宝物殿 館長 菅原 信海 

273 12月15日 アルミ圧延事業の現状と将来 古河電気工業 取締役 軽金属カンパニー長 重村 郁雄 

2001年（平成 13年） 

274 2月22日 洋食と日本人 食文化史研究家 岡田 哲 

275 3月29日 ＯＤＡの将来 海外放送教育研究会 顧問、浙江放送大学 客員教授 二神 重成 

276 4月27日 江戸の首都機能と東京への移行 東京都江戸東京博物館 歴史研究室長 
立正大学 名誉教授 北原 進 

277 5月25日 中東和平の蹉跌 昭和女子大学 教授、元ＮＨＫ 解説委員 井手 重昭 

278 6月22日 近世日韓交流史 あかがね倶楽部 会員 石丸 圭亮 

279 7月18日 都市の生きる道 セントラル野球連盟 会長  
元建設事務次官、元住宅都市整備公団 総裁 豊蔵 一 

280 8月21日 土木学と関西国際空港 ㈱竹内良夫事務所 社長、前関西国際空港 社長 竹内 良夫 

281 9月26日 中高年者もっと聡明になれ 評論家、拓殖大学 客員教授 高瀬 広居 

282 10月23日 中台の軍事バランスと米中関係 慶應義塾大学 法学部教授 助教授       安田  淳 

283 11月15日 シェイクスピア的人生 演劇評論家、前明治学院大学 学長 大庭 建治 

284 12月13日 光通信の現状と古河電工の取り組み 古河電気工業 取締役 研究開発本部 副本部長 檜物 雄作 

2002年（平成 14年） 

285 2月21日 ことばと人間関係～話す、聞く、そして応える 元ＮＨＫ チーフアナウンサー 生方 恵一 

286 3月19日 Ｗ杯開幕 75日前の準備状況と課題 日本サッカー協会 副会長、あかがね倶楽部 会員 小倉 純二 

287 4月22日 日本経済のあすを読む ～正念場の景気と構造改革 ＮＨＫ 解説委員 水城 武彦 

288 5月20日 今、プロデューサーの時代 プロデューサー、元電通 ＰＲ部長 藤岡 和賀夫 

289 6月16日 女性ベンチャーと経験豊かなシニアの出会い ㈱エイガアル 代表取締役社長 伊藤 淳子 

290 7月18日 ブッシュ政権２年目の課題 早稲田大学 教授 山本 武彦 

291 8月20日 鎌倉時代の「鎌倉」 前日本医科大学歴史学 教授 奥富 敬之 



 

 

292 9月26日 日本刀、闘いと鑑賞の歴史 あかがね倶楽部 会員 佐藤 幸彦 

293 10月22日 上手な医療の受け方 フリージャーナリスト、元ＮＨＫ ディレクター 和田 勉 

294 11月18日 日米開戦の真実 ～パールハーバーの陰謀 元東急エージェンシー 社長 新井 喜美夫 

295 12月17日 自動車産業と古河電工 古河電気工業 専務取締役 小泉 伸太郎 

2003年（平成 15年） 

296 2月17日 核燃料のリサイクルについて 
～プルトニウムの利用と放射性廃棄物の処分 

元原子力研究所 理事 青地 哲男 

297 3月24日 虚々実々のシャーロックホームズの世界 多摩大学 教授 河村 幹夫 

298 4月21日 松本正路世界漫遊記 あかがね倶楽部 会員 松本 正路 

299 5月20日 三味線トーク・ライブ 東京芸術大学 講師 杵屋 五司郎 

300 6月15日 暮らしの法律～知っていて損のない身近な法律 弁護士 亀井 時子 

301 7月11日 鉄道から宇宙へ 宇宙開発事業団 理事長 山之内 秀一郎 

302 8月20日 わが青春の多摩川寮 元読売巨人軍 選手 多田 文久三 

303 9月24日 当面の政治経済情勢 総合政策研究会 理事長 田中 洋之助 

304 10月14日 大江戸ボランティア事情 
～すべての人がボランティアだった時代 

作家 石川 英輔 

305 11月14日 ちょっとそこ（職場）まで フォトレポーター 森口 康秀 

306 12月 2日 新たなる成長に向けて 古河電気工業 社長 石原 廣司 

2004年（平成 16年） 

307 2月13日 米大統領選挙とブッシュの再選戦略 早稲田大学政治経済学部 教授 山本 武彦 

308 3月16日 イラクを中心にした最近の中東情勢 帝京平成大学 教授 野口 雅昭 

309 4月20日 笑って自然に触れて免疫力を高めよう 東京医科歯科大学大学院 教授 藤田 紘一郎 

310 5月13日 一味違う地震災害からの教訓 攻玉社工科短期大学 学長 伯野 元彦 

311 6月16日 ハーモニカで綴る世界の名曲 日本ハーモニカ芸術協会 常任理事 鳴瀬 速夫 

312 7月15日 人は潜在能力で治る 筑波大学非常勤講師 医学博士 山本 光祥 

313 8月17日 ＥＵの憲法 昭和女子大学 教授 井手 重昭 

314 9月22日 テレビ半世紀 元ＮＨＫ放送博物館長 松本 太郎 

315 10月19日 日本を良くするための教育改革 首都大学東京 理事長(予定) 高橋  宏 

316 11月15日 最近の企業における IT事情 あかがね倶楽部 会員(ＦＩＴＥＣ社長) 増田 一比古 

317 12月15日 古河電工の現状と将来 古河電気工業 取締役 副社長 奥田 志郎 

2005年（平成 17年） 

318 2月15日 本年度の経済見通しと産業動向 日本経済新聞 コラムニスト 西岡 幸一 

319 3月23日 治安の回想 (財)警察協会 会長 今泉 正隆 

320 4月19日 老いの満足生活 作家 岡田 信子 

321 5月11日 江戸時代の大名について あかがね倶楽部 会員 川島  武 

322 6月14日 切手の中の昭和の戦争 切手の博物館 副館長 内藤 陽介 

323 7月13日 落語の江戸を歩く 帝京平成大学 講師 吉田 章一 

324 8月 9日 中国の抱える主問題と日中関係 慶應義塾大学法学部 教授 安田  淳 

325 9月20日 航空機の安全について 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会 委員 松浦 純雄 

326 10月18日 田舎町長奮戦余話 岩手県金ヶ崎町長(古河電工ＯＢ) 高橋 紀雄 

327 11月19日 電気通信の昨日・今日・明日 フュージョン・コミュニケーション(株) 社長 角田 忠久 

328 12月13日 
古河電工グループの電線 
ケーブル事業の現状と課題 

(株)ビスキャス 社長 
古河電工産業電線(株) 社長 

田辺 輝義 
勝山 吉久 

2006年（平成 18年） 

329 2月22日 ＪＥＦと私 元ＪＥＦ市原 社長  岡  健太郎 

330 3月14日 最近の国際通貨情勢 元三菱銀行 副頭取 葉山 薫 

331 4月24日 サプリメントについて 日本大学 名誉教授 瀬戸 道夫 

332 5月17日 大学理工学教育の方向と人間科学部研究活動の事例紹介 早稲田大学大学院 教授 野呂 影勇 

333 6月19日 超電導事業の現状と今後の戦略 古河電気工業(株) 金属カンパニー 超電導製品部長 目黒 信一郎 



 

 

334 7月24日 池波正太郎の世界 池波正太郎記念文庫 指導員 鶴松 房治 

335 8月 9日 異文化コミュニケーションとネパール 異文化コンサルタント 麗澤大学 非常勤講師 樋口 容視子 

336 9月20日 皇位継承問題について 一橋大学名誉教授 安丸 良夫 

337 10月18日 東京ガスを取り巻く環境と今後の戦略について 東京ガス 総合企画部マネジャー 澤田 聡 

338 11月21日 「ベルリンからの手紙」を出版して あかがね倶楽部 会員 北島 正和 

339 12月19日 電装エレクトロニクス事業の現状と今後の課題 古河電気工業(株) 専務取締役  北野谷 淳 

2007年（平成 19年） 

340 2月14日 横研 20年、今後の方針は！ 横浜研究所の近況報告 研究開発本部 横浜研究所長 柴田 光義 

341 3月14日 発酵産業と味噌 人間総合科学大学講師、宮坂醸造(株) 相談役 宮坂 正昭 

342 4月10日 本年度の経済見通しと産業動向 日本経済新聞社本社 コラムニスト 西岡 幸一 

343 5月17日 賢い税金の納め方 あかがね倶楽部会員 税理士 金子 陽明 

344 6月 2日 長寿時代の食生活を考える 桜美林大学大学院教授 医学博士 柴田 博 

345 7月23日 経団連とは？ ～その歴史、活動貢献、今後の展望～ (社)日本経済団体連合会 常勤顧問 和田 龍幸 

346 8月 8日 スペイン＝東西文化の終着点 フラメンコギタリスト 日野 道生 

347 9月19日 大使の見たドイツ 
～ベルリンの壁、東西統一のことなど～ (財)日独協会副会長 元ドイツ大使 木村 敬三 

348 10月10日 
世代をつなぐキャリア教育のありかた 
～最近の若者世代の考察とつきあい方を考える～ 法政大学キャリアデザイン学部 准教授 梅崎  修 

349 11月14日 中国人と日本人（その文化と歴史観の違い） 「朋友」中国教室講師 陸   斌 

350 12月12日 古河スカイ社の現状と今後の展開 古河スカイ(株) 代表取締役社長  吉原 正照 

2008年（平成 20年） 

351 2月26日 わが国の特許制度の変遷と今日の課題について 浅村内外特許事務所長 弁理士 浅村  皓 

352 3月18日 蜀山人と仲間たちの世界 ～文化と世情と政情と～ 法政大学キャリアデザイン学部 准教授 小林 ふみ子 

353 4月22日 現代企業の戦略的経営情報システムの現状と将来展望 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科 科長・教授 溝口 周ニ 

354 5月21日 古河電工グループ電線・ケーブル事業の現状と課題 
(株)ビスキャス 代表取締役社長 
古河電気工業(株)産業電線株式会社 代表取締役社
長 

田辺 輝義 
中山  清 

355 6月10日 
売る智恵の最前線 
～マーケティングはこう変わる～ 

マーケティング/人材教育プランナー 
青山学院大学・産業能率大学 講師  山本 直人 

356 7月15日 燃料電池の現状と将来展望 九州大学客員教授 水素エネルギー協会 理事 岡野 一清 

357 8月19日 邦楽入門講義と実演で伝統芸能を楽しもう 生田流筝・三絃師範 富士喜会 井上 富士喜 

358 9月 5日 民間人から見た最近のロシア事情 ＣＩＳビジネスコンサルタント 小泉 裕男 

359 10月16日 最近の高校生の思考と行動パターンについて 
～孫世代をよりよく理解するために～ 

成立学園高等学校 理事長兼校長 福田 浩平 

360 11月11日 大東亜戦争とは何だったか 
～文明論的視点からの一考察～ あかがね倶楽部 会員 三入 利一 

361 12月12日 日本民族文化を代表する浮世絵を理解しよう 礫川浮世絵美術館館長 松井 英男 

 


