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◇ 日 時 : 2019年 5月22日 (水) 13:10 〜 16:50 
◇ 会 場 : リーガロイヤルホテル広島 4階 クリスタルホール 

  〜 広島市中区基町6-78  TEL (082) 502-1121 
 
 

 
 

中国地区品質経営協会では、毎年、総会のプログラムのひとつとして、著名な方を講師にお招きし、『経営と
TQM』講演会を開催いたしております。本年度も、平成 31年度総会のプログラムのひとつとして、同講演会を開催
いたします。 
本年度は､国立大学法人 筑波大学 名誉教授 経済学博士の 司馬 正次 氏と、株式会社クボタ 特別技術顧
問 工学博士 の 飯田 聡 氏をお招きし、ご講演いただきます。 
 

最初にご講演いただく 司馬 正次 氏（筑波大学名誉教授、経済学博士）は、日本の品質経営、またブレー
クスルーマネージメントを世界に広げる活動を、現在も続けておられ、その功績は多くの賞に輝いています。日本では
デミング賞本賞、瑞宝中綬章、ヨーロッパではジョージ・ボレル賞、インドの文化勲章に当たるパドマシュリ国家章、ハ
ンガリ国功労大十字勲章などを受賞。また米国ではMIT客員教授、併任教授として15年間スローンスクール（経
営大学院）で、また多くの米国企業に、TQMとブレークスルーマネージメントを教えてこられました。 
今回の講演では、”ブレークスルーのための経営管理者 5原則”と題して、激動するビジネス環境のもと、それに挑
戦する経営管理者が持つべき新しい経営パラダイムと経営手法を、具体的な5項目にまとめ、ご講演いただきます。 
 

続いてご講演いただく 飯田 聡 氏(株式会社クボタ 特別技術顧問  工学博士)は、1980年久保田鉄工
（現株式会社クボタ）に入社され、トラクタ技術部第二開発室長、建設機械技術部長、建設機械事業部長、ク
ボタヨーロッパ S.A.S.（フランス）社長、クボタトラクターCorp.（アメリカ）社長、機械海外本部長、農業機械総
合事業部長、研究開発本部長、取締役専務執行役員を経て、2018年より現職に就かれておられ、クボタのスマ
ート農機開発をリードして来られました。 
今回の講演では、クボタが次世代農業の取組みとして ICT、IoTを活用したスマート農業技術の開発を行なう中
で、担い手農家が直面する課題解決のため、①データ活用による精密農業②自動化･無人化による超省力化③
軽労化や省力化技術の開発状況と、その方向性についてご講演いただきます。 
 

各企業のトップの方をはじめ、経営幹部の方々にはたいへん参考になる講演でありますので、是非とも多数の 
ご参加をお願い申しあげます。 
 
 

主 催 : 中国地区品質経営協会 
 

 

後 援 : 一般社団法人 中国経済連合会,  広島商工会議所,  広島経済同友会,  広島県経営者協会 
 
 

 

『経営とTQM』 講演会 

参加のお勧め 
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時 間 内      容 

 
13:10 〜 13:20 

 
【開会挨拶】 

中国地区品質経営協会 会長 
マツダ 株式会社 取締役 専務執行役員 
菖蒲田 清孝 

 
13:20 〜 14:50 

 
(90分) 
 

 
【第1部】 講演① 
「ブレークスルーのための経営管理者5原則」 
筑波大学 名誉教授 経済学博士 

        司馬  正次 氏 
 
《講演者紹介》 
中国地区品質経営協会 理事 
一般財団法人 日本規格協会 理事 
下境 健一 

 

14:50 〜 15:10 休憩 (20分) 

 
15:10 〜 16:40 

 
(90分) 

 
【第2部】 講演② 
  「ICTを活用した農業へのクボタの取組みとビジネスモデルの変革」 

株式会社クボタ 特別技術顧問 工学博士 
飯田 聡 氏 

 
《講演者紹介》 
中国地区品質経営協会 理事 
広島アルミニウム工業株式会社 代表取締役社長 
田島 文治 

 
16:40 〜 16:50 

 
【閉会挨拶】 

中国地区品質経営協会 副会長 
西川ゴム工業 株式会社 代表取締役会長 
西川 正洋  

 

プログラム 
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◆司馬 正次 (しば しょうじ) 氏 
 

略 歴 1955年 3月 東京大学 農学部 卒業 
 1961年 4月 東京大学大学院を経て、北海道大学講師 
 1976年 4月 北海道大学助教授を経て筑波大学教授 
 1996年 4月 筑波大学名誉教授 
その他の経歴 1969 - 71年 米国 ハーバード大学 Visiting Scholar 
 1986 - 88年 国際応用システム研究所（ウィーン）、Senior Researcher、国際公務員 
 1990 - 04年 米国 MIT客員教授並びに併任教授 
 2004 - 18年 日本－インド 共同国家プロジェクト、インド製造業経営幹部育成支援プロジェクト（日本側

はJICA）、チーフアドバイザー 
現在に至る   

 
 

 
著書  労働の国際比較（東洋経済） 
  生活と統計（共立出版） 
   A New American TQM（productivity press） 
   7 Dreams to Reality (Penguin Enterprise) 
  ブレークスルー マネージメント（東洋経済）（日経品質管理文献賞受賞） 

                                                                      他、多数 
 
 
 
 
◆飯田 聡 (いいだ さとし) 氏 
 

略 歴 1980年 4月 久保田鉄工（現株式会社クボタ）に入社 
 1999年 6月 トラクタ技術部第二開発室長 
 同年12月 建設機械技術部長 
 2003年 4月 建設機械事業部長 
 2004年 4月 クボタヨーロッパS.A.S.（フランス）社長 
 2009年 4月 執行役員 
 同年 4月 クボタトラクターCorp.（アメリカ）社長 
 2011年 1月 機械海外本部長 
 同年 4月 常務執行役員 
 2012年 4月 農業機械総合事業部長、農機海外営業本部長 
 2014年 4月 研究開発本部長 
 2015年 4月 専務執行役員 
 2016年 3月 取締役専務執行役員 
 2018年 3月 現職 

現在に至る   
 

 

  

講師紹介 (講演順) 
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【定      員】 
200名 

 

【参  加  費】 
会員会社 :  8、000円/名 
一 般 : 10、000円/名 
 

【申込締切日】 
2019年5月8日(水) 

 

【申 込 方 法】  
・ 参加申込用紙に必要事項を記入の上、郵送､FAXまたはE-mailでお願いします。 
・ 参加費は5月末日迄に下記へお振り込みください。 

振込先： 広島銀行広島駅前支店 (普)1047528 
口座名： 中国地区品質経営協会 

 

＊参加券を発行しますので、当日受付にてご提出をお願いいたします。 
（参加券と引き換えに資料をお渡しいたします） 

 

キリトリ 
 

「経営とTQM」 講演会 参加申込用紙 
中国地区品質経営協会  行 

〒733-0011 広島市西区横川町３丁目５番９号 (世良ビル404号) 
TEL: (082)532-6844  FAX: (082)532-6845 
E-mail: qmac@a1.mbn.or.jp 

 

会 社 名 
 

お申込責任者：  
TEL：  
E-mail： 

住所（〒      ） 
 

参  加  者  名 所  属 ・ 役  職 

    

    

    

    

    

参加費 
（   名分）            円 

請求書 
必要 ・ 不要 

※ ご記入して頂いた企業・組織及び個人情報は、参加申込受付処理並びに当協会からのセミナーや行事のご案内のために 
使用します。 

 
 

参加要領 

リーガロイヤルホテル広島 
広島市中区基町6-78 
TEL (082)502-1121 
http://www.rihga-hiroshima.co.jp./ 

  

JR広島駅から徒歩25分 
バス停：広島バスセンター 
電 停：広島電鉄 紙屋町 

 

会場のご案内 


