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2014 年 8 月 6 日 

株式会社野村総合研究所 

 

「NRI 未来創発フォーラム 2014」を 10 月に開催 
テーマは「創り拓く 私たちの未来」 

～多様な分野で新しい“価値”創りに取り組む先駆者とともに未来を考える～ 

 

株式会社野村総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：嶋本 正、以下「NRI」）

は、社内外の先駆者とともに未来を考える「NRI 未来創発フォーラム 2014」を開催します

（参加無料）。日程と会場は、以下の通りです。 

 

・大 阪 ：10 月 9 日（木）13 時 30 分～ 大阪国際会議場 

・東 京 ：10 月 15 日（水）13 時 30 分～ 東京国際フォーラム 

・名古屋 ：10 月 29 日（水）13 時 30 分～ 名古屋国際会議場 

 

NRI は、「未来創発：新しい社会のパラダイムを洞察し、その実現を担うこと」を企業理

念としています。これまで、未来社会に向けた提言活動を行うとともに、コンサルティン

グサービスやシステムソリューションの提供を通じて、新しい社会の仕組みづくりを推進

してきました。「NRI 未来創発フォーラム」は、このような NRI の理念を広く社会に伝え、

参加者とともに考える場として、2003 年から毎年開催しているものです。 

 

 

図：「NRI 未来創発フォーラム 2013（昨年開催）」の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 多様な分野で挑戦している有識者と NRI 専門家による講演・ディスカッション 

今年のフォーラムは、「創り拓く 私たちの未来」をテーマに掲げました。他の「誰か」

ではなく、「私たち」一人ひとりがたとえ小さなことでも新しい“ 価値”を生み出し、それら

を積み上げていくことこそが、日本の未来を形づくる原動力になると、NRI は考えます。

今回、自ら新しい“ 価値” 創りに挑戦している様々な分野の有識者を交えて議論を深めてい
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きます。本フォーラムでは、NRI の専門家も含めて 16 人（3 会場の合計）の登壇者が、日

本や世界の未来に向けて、講演やパネルディスカッションを行います。 

 

■ NRI 未来創発フォーラム 2014 の登壇者（敬称略） 

  大阪 東京 名古屋 

講演 

藤原 和博 

（教育改革実践家 杉並区立和田中学校・元校長、元リクルート社フェロー） 

松下 東子 

（NRI 主任コンサルタント) 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

モデレ

ーター 

蟹瀬 誠一 
（国際ジャーナリスト） 

膳場 貴子 
（ニュースキャスター） 

福島 敦子 

（ジャーナリスト） 

パネリ

スト 

 浅谷 治希 

（LOUPE 代表） 

 石黒 浩 

（ロボット学者） 

大平 貴之 

（プラネタリウム・ 

クリエーター） 

 太田 雄貴 

（フェンシング銀メダリスト） 

 田中 浩也 

（ファブラボジャパン発起人） 

高橋 智隆 

（ロボ・ガレージ代表） 

 塚本 昌彦 

（ウエアラブル伝道師） 

 古田 敦也 

（野球解説者） 

古田 敦也 

（野球解説者） 

 久世 理恵子 

（NRI 主任コンサルタント） 

 金 惺潤 

（NRI 上級コンサルタント） 

松尾 未亜 

（NRI 上級コンサルタント）

※開催地で登壇者が異なります。また、予告なく変更となる場合がございます。 

 

8 月 6 日（水）から、お申し込みの受け付けを開始します。本フォーラムの詳細やお申し

込み方法は、「ご参考」をご覧ください。下記の web サイトからもご覧いただけます。 

 

http://www.nri.com/jp/ （NRI コーポレートサイト） 

 

多くの方々と日本の未来について共に考え、将来への展望を共有する場としていきたい

と考えていますので、ぜひ本フォーラムにご参加ください。 

 

【ニュースリリース・本フォーラムに関するお問い合わせ先】 

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 海藤、潘 

TEL：03-6270-8100 E-mail：kouhou@nri.co.jp 

【お申込みについてのお問い合わせ先】  

「NRI 未来創発フォーラム 2014」事務局 

TEL：0120-964-730（受付時間 月～金 [祝日除く] 9:30-17:30） 

E-mail：mirai2014@congre.co.jp 
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【ご参考】 

 

■「NRI 未来創発フォーラム 2014」への参加お申し込みについて 

・ お申し込み受付は、3 会場とも 2014 年 8 月 6 日（水）から NRI のコーポレートサイト

（http://www.nri.com/jp/）にて開始します。 

・ どなたでもお申し込みできます（参加無料。定員になり次第、締め切らせていただきます）。 

・ フォーラムの最新情報については、「NRI 未来創発フォーラム」公式フェイスブックページ

（https://www.facebook.com/nriforum.jp）にて順次お伝えしていきます。 

 

 

■「NRI 未来創発フォーラム 2014」の開催概要（開催場所別） 
【大阪】 

日 時：2014 年 10 月 9 日（木）13：30～17：00 

会 場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール 

 （大阪市北区中之島 5-3-5） 

定 員：1,000 名 

申し込み締め切り： [はがき、FAX での申し込み]  2014 年 10 月 2 日（木）必着 

 [ホームページからの申し込み] 2013 年 10 月 8 日（水）17:30 

 

～プログラム～ 

第一部：講演 

「未来を生き抜く。～自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ～」 

     藤原 和博（杉並区立和田中学校・元校長、元リクルート社フェロー） 

「2020 年─日本。～新たな地平線の創造～」   

松下 東子（NRI コンサルティング事業本部) 

 

第二部：パネルディスカッション 

 「創り拓く私たちの未来」 

《モデレーター》蟹瀬 誠一 （国際ジャーナリスト） 

《パネリスト》  浅谷 治希 （LOUPE 代表 教育系 web サービス創案者） 

太田 雄貴 （フェンシング 銀メダリスト） 

塚本 昌彦 （神戸大学大学院教授、ウェアラブル伝道師） 

久世 理恵子 （NRI コンサルティング事業本部) 

 

【東京】 

日 時：2014 年 10 月 15 日（水）13：30～17：00 

会 場：東京国際フォーラム ホール A 

 （東京都千代田区丸の内 3-5-1） 

定 員：2,500 名 

申し込み締め切り： [はがき、FAX での申し込み]  2014 年 10 月 8 日（水）必着 

 [ホームページからの申し込み] 2014 年 10 月 14 日（火）17:30 
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～プログラム～   

第一部：講演 

「未来を生き抜く。～自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ～」 

     藤原 和博（杉並区立和田中学校・元校長、元リクルート社フェロー） 

「2020 年─日本。～新たな地平線の創造～」   

松下 東子（NRI コンサルティング事業本部) 

 

第二部：パネルディスカッション 

 「創り拓く私たちの未来」 

 《モデレーター》膳場 貴子 （ニュースキャスター） 

 《パネリスト》 石黒 浩  （ロボット学者） 

         田中 浩也 （ファブラボジャパン発起人） 

         古田 敦也 （野球解説者） 

         金 惺潤  （NRI コンサルティング事業本部） 

 

【名古屋】 

日 時：2014 年 10 月 29 日（水）13：30～17：00 

会 場：名古屋国際会議場 センチュリーホール 

 （名古屋市熱田区熱田西町 1-1） 

定 員：1,000 名 

申し込み締め切り： [はがき、FAX での申し込み]  2014 年 10 月 22 日（水）必着 

 [ホームページからの申し込み] 2014 年 10 月 28 日（火）17:30 

 

第一部：講演 

「未来を生き抜く。～自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ～」 

藤原 和博（杉並区立和田中学校・元校長、元リクルート社フェロー） 

「2020 年─日本。～新たな地平線の創造～」   

松下 東子（NRI コンサルティング事業本部) 

 

第二部：パネルディスカッション 

 「創り拓く私たちの未来」 

《モデレーター》福島 敦子 （ジャーナリスト） 

《パネリスト》 大平 貴之 （プラネタリウム・クリエーター） 

高橋 智隆 （ロボ・ガレージ代表） 

古田 敦也 （野球解説者） 

松尾 未亜 （NRI コンサルティング事業本部) 

 

※プログラムの内容・講演者・パネリストは、予告なく変更となる場合がございます。 
 

 


