
ファミリービジネスセミナー 創業家におけるリーダーシップ
過去を大切にしながらビジネスを未来へとリードする

共催： Kellogg Center for Family Enterprises

Kellogg Club of Japan

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
デロイト トーマツ税理士法人

現在と次世代の創業家リーダーは、ファミリービジネス特有の戦略的な課題にどう向き合い、どのように挑戦していくべきなので

しょうか？

ビジネス、ファミリーおよび地域社会を代表する立場である創業家リーダーは、ファミリーとしての価値と伝統を重んじつつ、ビジ

ネスや地域の未来を創造する使命と責任を負っています。リーダーとして未来を創造する上では、周囲の人々に革新的な視点

を提供し、適切に動機付けしながら牽引していくことが重要である一方、ファミリーとして将来にわたり大切にしたい価値や伝統

と相容れないこともしばしば起こり得ます。ビジネス、ファミリーおよび地域社会をあるべき方向へ導くための「リーダーシップ」は

一意に定義されるものではないといえます。

本セミナーでは、ファミリービジネスの学術研究センターとして世界的に著名なノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院Center 

for Family Enterprises所長であるJustin Craig教授、日本のファミリービジネス学会の権威である奥村昭博慶應義塾大学名誉

教授、創業家および企業リーダーの方々にご登壇いただき、創業家として果たすべき「リーダーシップ」のあり方について様々

な視点で討議いたします。

なお、セミナー終了後には、ささやかな懇親会を予定しておりますので、こちらもあわせてぜひご参加ください。

皆様のご出席を心よりお待ち申し上げております。

■ 対象者 ファミリ―ビジネスのオーナー、後継（候補）者、ファミリービジネスの資産管理会社の実務担当者

■ 開催日時 2017年4月21日（金） 13:30～17:00 （受付開始 13:00）

※セミナー終了後、懇親会を予定しています。

■ 会場 六本木アカデミーヒルズ オーディトリアム
東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー49Ｆ
（http://forum.academyhills.com/roppongi/access/index.html）

■ 定員 100名 （1社2名程度まで）
※上記対象者以外の方、もしくはお申し込みが定員を超えた場合にはお断りする場合もありますので、ご了承ください。

■ 受講料 セミナー・懇親会ともに無料

■ 申込方法 以下のWebサイト、またはFAXからお申し込みください。

 Webサイト ：http://www.deloitte.com/jp/semi3622

※お申し込みは株式会社シャノンのサービスを利用しています。
ご記入いただく内容はSSL暗号化通信により内容の保護を図っております。

 FAX ：同封のFAX申込書をご利用ください

■ 申込締切 2017年4月14日（金）

■ 協賛 一般社団法人ファミリービジネス研究所
（五十音順） 公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会

日本ファミリービジネス学会
早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所

http://forum.academyhills.com/roppongi/access/index.html
http://www.deloitte.com/jp/semi3622


■講演内容

※講演テーマ・講師は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■アクセス

六本木アカデミーヒルズ オーディトリアム
東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー49Ｆ
東京メトロ 日比谷線「六本木」駅 1C出口より徒歩3分
都営地下鉄大江戸線「六本木」駅 3出口より徒歩6分
東京メトロ 南北線「麻布十番」駅 4出口より徒歩12分
東京メトロ 千代田線「乃木坂」駅 5出口より徒歩10分

■問い合わせ先

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
セミナー事務局
email：dtfa_seminar@tohmatsu.co.jp

TEL：03-6213-1180

※Webよりお申し込みができない場合は、セミナー事務局までご連絡ください。

時間 テーマ 講師等

13:30～13:35

（5分）
セミナー開催にあたってのご挨拶

デロイト トーマツ
ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
代表執行役社長 烏野仁

13:35～14:00

（25分）
オープニング

慶應義塾大学 名誉教授
奥村昭博氏

14:00～15:15

（1時間15分）

【基調講演】（通訳あり）
Leading a Family Business,

Best Practices for Long-Term Stewardship

ノースウエスタン大学 ケロッグ経営大学院
Center for Family Enterprises所長
Justin Craig教授

15:15～15:30

（15分）
休憩

15:30～16:45

（1時間15分）
【パネルディスカッション】
創業家の復活とリーダーシップ

【モデレータ】
慶応義塾大学 名誉教授
奥村昭博氏

【パネリスト】 （五十音順）
ソニー株式会社社友元専務（東京都）
青木昭明氏

株式会社大津屋 代表取締役社長（福井県）
小川明彦氏

元株式会社岩田屋 代表取締役社長（福岡県）
中牟田健一氏

16:45～16:55

（10分）
質疑応答

16:55～17:00

（5分）
セミナー閉会のご挨拶

デロイト トーマツ税理士法人
パートナー トータルサービス部門長 藤巻晴美

17:30～19:00

（1時間30分）

懇親会
セミナー参加者は、無料にて参加いただけます。

懇親会は立食形式にて軽食およびお飲み物をご用意い

たします。

mailto:dtfa_seminar@tohmatsu.co.jp


FAX申込書
ファミリービジネスセミナー 創業家におけるリーダーシップ

以下の項目を記入のうえ、FAX（03-6213-1085）でお申し込みください。のちほど受講票を郵送いたします。

申込書は、参加者お一人様ずつご記入ください。（お一人様につき申込書1枚）

個人情報利用目的
デロイト トーマツ グループでは、企業の皆様にとって有益な各種最新情報を適宜提供させていただくために、ユーザー登録をしていただいております。ユーザ
ー登録をしていただくと、今後のデロイト トーマツ グループ主催セミナーへの参加申込やデロイト トーマツ グループ発行のメールマガジンの購読申込などが
簡単に行えるようになります。また、各種の最新情報提供サービスをユーザー登録制によって運営させていただいております。本セミナーに申し込まれた方に
つきましては、お申し込み情報に基づき事務局にてユーザー登録を行い、個人情報を本セミナーの運営及び各種最新情報提供のために利用させていただき
ます。
デロイト トーマツ グループ各社の個人情報保護の取り組みについては、www.deloitte.com/jp/privacy をご参照ください。

今後、情報提供を停止されたい方は、大変お手数ではございますが、セミナー終了後、セミナー事務局（03-6213-1180）までご連絡ください。

貴社名
（フリガナ）

ご住所及び

ご連絡先

〒

TEL： FAX：

お申し込み

ご担当者

（ご連絡窓口）

所属・役職 （フリガナ）
ご芳名

(ご参加予定者名は下段にご記入ください)
E-mail：

ご参加予定者

所属・役職 （フリガナ）
ご芳名

E-mail：

このセミナーを

どこで知りましたか

該当するものに

✓を入れてください

□セミナー関係者・関係団体からの紹介 □日経電子版

□郵送のセミナー案内状（ダイレクトメール） □Webサイトの検索

□デロイト トーマツグループからのセミナー案内メール □その他（ ）

紹介者氏名
（セミナー関係者からの紹介によるお申し込みの場合は、紹介者の氏名を記入してください）

所属する団体が

ございましたら

✓を入れてください

□Kellogg Club of Japan □一般財団法人ファミリービジネス研究所

□日本ファミリービジネス学会 □公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

□早稲田大学国際ファミリービジネス総合研究所
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