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放映期間　2002 年４月~20１０年３月

番組名　素敵にTALK

　　　　　素敵にTALK Ⅱ─環境立国への前奏曲

　　　　　素敵にTALK Ⅲ─環境立国への交響曲

                                           １６０名

輸送用機器 アイシン精機（株） 和田明広相談役（当時会長）

（株）デンソー 岡部 弘相談役（当時社長）

　　　　〃 深谷絋一会長（当時社長）

大同メタル工業（株） 判治誠吾会長（当時社長）

（株）東海理化電機製作所 飯田吉平相談役（当時社長）

豊田合成（株） 松浦 剛副会長（当時社長）

トヨタ自動車（株） 張 富士夫会長（当時社長）

　　　　〃 中川勝弘(当時副会長）

トヨタ車体（株） 久保地理介相談役（当時社長）

ヤマハ発動機(株） 梶川　隆相談役(当時社長）

電力、ガス （株）テクノ中部 山本 豊社長

東邦ガス（株） 早川敏生相談役（当時会長）

　　　　〃 水野耕太郎会長（当時社長）

中部ガス（株） 神野信郎会長

ニイミ産業（株） 新美治男会長

中部電力（株） 三田敏雄社長

セラミック （株）INAX 杉野正博会長（当時社長）

　　　　〃 川本隆一社長

日本ガイシ（株） 松下 雋社長

日本特殊陶業（株） 加藤倫朗社長

（株）フジミインコーポレーテッド 越山 彰相談役（当時社長）

情報通信 （株）NTT ドコモ東海 榎 啓一（当事社長）

（株）NTT データ 青木利晴相談役（当時社長）

（株）NTT データ東海 平田 昇（当時社長、現在（株）S J

アルピーヌ社長）

食　　品 井村屋製菓（株） 浅田剛夫社長

キリンホールディングス（株） 佐藤安弘名誉相談役（当時ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ㈱会長,）

　　　　　〃 荒蒔康一郎会長（当時ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ㈱社長）

金印（株） 小林一光会長

（株）ポッカコーポレーション 内藤由治会長（当時社長）

丸石醸造（株） 深田正義（当時社長）

明治製菓（株） 北里一郎最高顧問（当時会長）

明治乳業（株） 中山 悠会長（当時社長）

（株）両口屋是清 大島喜十郎会長（当時社長）

(株）壱番屋 浜島俊哉社長

マルサンアイ(㈱） 青木春雄社長

運輸・倉庫 中部国際空港（株） 平野幸久会長（当時社長）

東海旅客鉄道（株） 須田 寛相談役（当時会長）

　　　　〃 葛西敬之会長

トヨフジ海運（株） 駒田邦男社長

中日本航空（株） 皆藤武彦相談役（当時社長）

西日本旅客鉄道（株） 南谷昌二郎（当時会長）

「一奏一会」ご出演者
（業種別、会社名50 音順、肩書は2010年３月末現在）
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日本トランスシティ（株） 小菅弘正相談役（当時社長）

ダイセー運輸倉庫（株） 吉田憲三社長

中日本高速道路（株） 矢野弘典会長

トランコム(㈱） 清水正久社長

鉄鋼・金属 愛知製鋼（株） 柴田雄次相談役（当時会長）

大同特殊鋼（株） 髙山 剛相談役（当時社長）

　　　〃 小澤正俊社長

カネソウ（株） 小林正和社長

リンナイ（株） 内藤明人会長

機　　械 CKD（株） 石田正範相談役（当時社長）

新東工業（株） 平山正之会長（当時社長）

　　　　〃 永井　淳社長

（株）森精機製作所 森 雅彦社長

（株）アマダワシノ 伊熊啓人社長

オークマ（㈱） 花木義麿社長

電気機器 三洋電機（株） 井植 敏（当時会長）

日東工業（株） 加藤時夫会長（当時社長）

（株）日立I E システム 佐藤英之社長

松下エコシステムズ（株） 平田為茂社長

三菱電機（株） 野間口 有会長（当時社長）

（株）メルコホールディングス 牧 誠社長

リコー中部（株） 大下 智社長(現在リコーエレメックスへ転出）

（株）ニッセイ 南川　博副社長（当時社長）

住友電装（株） 下川忠顧問（当時社長）

イビデン（株） 竹中裕紀社長

sunx(㈱） 吉村元社長

河村電器産業(㈱） 河村幸俊社長

化学・医薬品 三和油化工業（株） 柳 忍社長

積水化学工業（株） 大久保尚武会長（当時社長）

ホーユー（株） 水野金平会長

田辺三菱製薬（株） 葉山夏樹相談役（当時社長）

金剛薬品（株） 米田祐康社長

（株）三進製作所 柳下幸一社長

アイセロ化学（株） 伊藤寛一社長

（株）中京医薬品 山田正行社長

サービス リゾートトラスト（株） 伊藤興朗会長（当時社長）

（株）高台寺土井 土井 明社長

（株）小川屋 野村 勝社長

新日本ウェックス（株） 廣瀬　武社長

日本空調サービス（㈱ 生駒譲三社長

㈱創建 筒井信之社長

㈱プロトコーポレーション 入川達三社長

商　　業 岡谷鋼機（株） 岡谷篤一社長

（株）ココストア 盛田 宏社長

（株）サークルＫサンクス 圡方 清会長（当時社長）

（株）シロキ 白木和夫相談役(当時社長）

タキヒヨー（株） 滝 茂夫社長

（株）松坂屋 岡田邦彦会長（当時社長）

ユニー（㈱） 前村哲路社長

金融・証券 大和証券SMBC（株） 清田 瞭（当時社長、現（株）大

和証券グループ本社副会長）

（株）名古屋銀行 加藤千麿会長（当時頭取）
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（株）名古屋証券取引所 畔柳 昇社長

その他製造 岐阜プラスチック工業（株） 大松利幸社長

笹徳印刷（株） 杉山卓繁社長

シヤチハタ（株） 舟橋紳吉郎会長（当時社長）

フルハシ工業（株） 山口直彦社長

（株）メニコン 田中恭一会長

東海光学（株） 古澤武雄社長

トヨセット（株） 富岡靖明（当時社長）

東海ゴム工業（株）　 成瀬哲夫会長（当時社長）

前田バルブ工業（株） 前田康雄社長

石塚硝子（株） 山中昭廣社長

小林クリエイト（株） 小林祥浩社長

中埜総合印刷（株） 中埜宏康社長

㈱進和 下川浩平社長

明治電機工業(㈱） 安井善宏社長

繊維・製紙 日清紡績（株） 指田禎一相談役（当時社長）

浅野段ボール（株） 大澤勝弘社長

日本紙工業（株） 高橋秀治社長

建　　設 （株）シーテック 清水眞男社長

（株）トーエネック 山田久雄（当時社長）

トヨタホーム（株） 清水哲太相談役（当時会長）

（株）日建設計 中村光男会長（当時社長）

日本電話施設（株） 水野 忠会長（当時社長）

三菱電機ビルテクノサービス（株） 寺園成宏常任相談役（当時社長）

中日本建設コンサルタント（株） 越智俊彦社長

イワクラゴールデンホーム(株） 飯田元征会長

不 動 産 三井不動産（株） 岩沙弘道社長

三菱地所（株） 髙木 茂取締役相談役（当時社長）

財団・公社・ 駐名古屋大韓民国総領事館 柳 洲烈（当時総領事）

官公庁 NPO中部リサイクル運動市民の会 萩原善之代表理事

日本郵政公社 生田正治三井造船相談役（当時総裁）

総務省 有冨寛一郎（当時審議官）

（財）国際環境技術移転研究センター 倉　剛進（当時専務理事）

（財）2005 年日本国際博覧会協会 中村利雄（当時事務総長、

現東京商工会議所専務理事）

日本銀行名古屋支店 中山泰男(当時支店長・セコム㈱常務取締役）

名古屋市 河村たかし市長

教育関係 名古屋造形芸術大学 石黒鏘二（当時学長）

中京大学 梅村清弘総長

愛知教育大学教育学部 大和田道雄特別教授（気候学）

中央大学理工学部 加賀野井秀一教授

愛知学院大学 小出忠孝学長

愛知県立岡崎高等学校 近藤惠子教諭

名古屋外国語大学 水谷修学長

名古屋工業大学 柳田博明（当時学長）

名古屋産業大学 伊藤　達雄名誉学長

愛知工業大学 後藤　淳理事長


