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一般社団法人 太陽経済の会

代表理事 山崎養世

主催者 ご挨拶



一般社団法人 太陽経済の会

「太陽経済」とは、太陽から得られるエネルギーを活用し、技術・英知によって、人類の生存に
必要なエネルギー・食糧・水を全人類に行きわたらせることを可能にした新しい経済を意味し、
代表理事を務める山﨑養世が提唱した言葉です。

2009年に太陽経済の会を設立した後、その活動の中から生まれた再生可能エネルギー関連プロジェクト
の事業化を目的として、山崎養世を代表取締役として2012年、くにうみアセットマネジメント株式会社が
設立されました。

 太陽経済の会は、「太陽経済」実現のため、理念を普及させるための活動を行う会です。

 活動内容: 政策提言、セミナー開催、会員交流趣旨に合致する研究・企業活動への支援等

 法人・個人会員様の主な特典

・太陽経済の会主催のセミナーの参加費無料

・会員様の活動・研究のPR支援（セミナー・プレスリリース・メディアへのプロモーション）など
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India Japan Inclusive Partnership Reception
“インドと日本は最強コンビ” 印日包括的関係構築へ

2016 年 4 月 6 日 L’ART ET ミクニ（東京都千代田区）にて

• 太陽経済の会 代表理事 山﨑養世

• 太陽経済の会 理事 島田晴雄 ご挨拶

• 太陽経済の会 印日包括的パートナーシップ 代表 サンジーヴ・スィンハ
プレゼンテーション
“India Japan Inclusive Partnership” 『インドと日本は最強コンビ』

• IDFCオルタナティブスチーム 代表 ご挨拶
CEO マネージング・パートナー M.K.スィンハ 様

• インドご来賓 アート・オブ・リビング財団 日本代表 モハン ゴーパル 様

• 太陽経済の会 理事 石川好 ご挨拶

特別イベント レセプション

太陽経済の会 印日包括的パートナーシップ
（インド部会）始動！
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IDFCオルタナティブスチーム代表
CEO マネージング・パートナー
M.K.スィンハ 氏

西村康稔 衆議院内閣委員長
からも祝辞を
竹本直一 衆議院議員を会長とする
「インド友好若手議員の会」の
事務局長を務められています。

太陽経済の会 理事
島田晴雄
千葉商科大学 学長

太陽経済の会 理事
石川好
インドセンター会長
作家・ジャーナリスト
北前船フォーラム寄港地
フォーラム役員議長



太陽経済の会 セミナー

山﨑養世が読む世界と日本の行方2016 
～逆風の中で成長するために～

①世界マーケット編

2016年4月25日

山﨑 養世

一般社団法人 太陽経済の会 代表理事
くにうみアセットマネジメント株式会社 代表取締役

株式会社成長戦略総合研究所 代表取締役

「太陽経済の会」および「Save Humanity」のロゴは登録商標であり、権利者の許諾なく使用することはできません。
この資料は2015年12月末の情報をもとに作成され、2016年2月のビジネストップが集まるセミナーで公開された内容と同様です。

同資料の著作権は山﨑養世にあり、使用・転写の際には太陽経済の事務局にご一報の上、出典の記載を明記すること。
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山﨑 養世

くにうみアセットマネジメント㈱
代表取締役

㈱成長戦略総合研究所
代表取締役

一般社団法人太陽経済の会
代表理事

◆東京大学経済学部卒業
◆カリフォルニア大学ロスアンゼルス

校(UCLA)経営学修士号(MBA)取得

1982年4月 大和証券株式会社に入社
国際金融、デリバティブ、証券化、不動産投資、年金運用、投資信託などを担当。

1989年 日本初の証券化公募ファンド「FNMAファンド」の担当者としてMBS､ABSを有価証券として初の認定。

1990年 担当者として開発に携わった日本初の証券化投資信託「ジャンボ・アルファ」が、1990年度日経金融
新聞最優秀商品賞受賞。

1994年1月 米ゴールドマン・サックス社に入社。日本での資産運用業務の立上げを担当。その後、本社パートナー。
ゴールドマン・サックス投信株式会社代表取締役社長を歴任：（2002年3月まで）

・ この間、ゴールドマン・サックス投信は設立3カ月後に外資系トップになり、ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント・ジャパン（投資顧問）と合わせ、業務開始後2年間で約3兆円の運用資産。

・ 社長在任中、日経金融新聞のグローバル運用部門で連続1位の評価
・ ゴールドマン・サックスの会社で初めて消費者マーケティングを開始。広告、書籍出版、セミナー、

テレビ番組制作など展開。2000年日経広告賞受賞。
・ 日米金融協議（1994-95年末）で、年金、投資信託の改革案を米側代表として作成。
・ 世界最大の年金基金である年金福祉事業団の最大の運用マネジャーになり、投資顧問業務開始後

1年で日本のトップ10企業年金の内8社から受託。

2002年 ゴールドマン・サックス社を退社。

シンクタンク山﨑養世事務所を設立。

2008年5月 日本コアパートナー株式会社を設立、代表取締役に就任。

2009年2月 一般社団法人太陽経済の会を設立、代表理事に就任。

2009年10月 総務省顧問に就任（2010年9月退任）。

2009年12月 成長戦略総合研究所 代表取締役兼理事長に就任。

2012年2月 くにうみアセットマネジメント株式会社 代表取締役に就任。

現在、一般社団法人太陽経済の会代表理事／㈱成長戦略総合研究所 代表取締役兼理事長として、金融、財政、
国際経済問題等に関する調査・研究及び提言活動を行うとともに、くにうみアセットマネジメント株式会社 代表取締役として、
再生可能エネルギー関連事業を中心に業務に当たる。

山﨑 養世の略歴
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【ご参考】主な著作 先見と提言：多くが１０年以上前に

著作15冊 2002年のシンクタンク山﨑養世事務所（現 成長戦略総合研究所）設立以降、
金融・財政・国際経済問題等の研究調査、提言活動

日経ビジネスオンラインコラム

オンラインコラム

JBプレス寄稿

『太陽経済』 『田園からの産業革命』 『米中経済同盟』 『高速道路無料化』 『年金改革』 『インド日本戦略提携』等の政策提言

部門
トップ10

部門
最高
PV記録

2008



【ご参考】 JBプレス寄稿 日本再生 東奔西走

2011年、戦後最大の経済危機が訪れる 2011年1月11日

部門
最高
PV記録

今年最初の東奔西走は重大な警告書になった。一気に読まないと、多面的な状況
を把握して解決策を理解することはできないので、最後までお付き合いいただきたい。

防災の基本は情報収集と事前準備であり、いざ発生した時の断固たる行動が生死
を分ける。経済の巨大災害も変わらない。

日本は、これから2年の間に、戦後最大の経済危機に直面するだろう。考察し、
準備し、行動しなければ、日本は破綻する。詳しくは筆者の『ジャパン・ショック』
（祥伝社）をお読みいただきたい。またこの問題に対するフォーラムも開催するが、
ここではその解決策を紹介したい。

日本の歴史をひもとけば、絶体絶命の危機ほど大復活を遂げ、世界を驚かせてきた
ことがよく分かる。それが日本の「国民力」ではないだろうか。

今回の危機も同じだと思う。立場を超え、力を合わせれば、日本は奇跡の復活を
遂げ、世界をリードする国家に生まれ変わると信じている。

3月危機を乗り切れるかが第1関門、次は6月・・・

【東日本大震災の前の寄稿】



（株）成長戦略総合研究所

【ご参考】くにうみグループの開発実績

発電出力 230 MW DC 面積 260 ヘクタール

建設開始 2014年10月 発電所運転開始 2019年予定

出資者

くにうみAM
GE EFS
東洋エンジニアリング
中電工

融資金融機関

28 金融機関
幹事３行
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行

EPC
東洋エンジニアリング
清水建設

系統接続 中国電力

O&M 中電工

くにうみアセットマネジメント（株）
瀬戸内Kirei未来創り合同会社（SPC)代表社員

総事業費約1,100億円
230MWの日本最大級のメガソーラーを建設中

山﨑養世が代表取締役社長を務める2社のプロジェクト

兵庫県/淡路島プロジェクト 2011年12月に特区認可決定

岡山県
瀬戸内市

錦海塩田跡地

広大な市の遊休地が『太陽のまち』として再生

完成イメージ
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1. 今後の投資戦略を考えるに当たり、どのようなスタンスを
取っていくべきなのか？

2. バブル崩壊の可能性がある中、投資戦略の方向転換を、
いつのタイミングで行うべきなのか？

3. 今後の投資戦略として、どこに資金を振り向けた形で、
運用を行っていくべきなのか？

本日、お伝えしたいこと
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米国FF金利は
世界のマーケットのドライバー

米国FF（フェデラル・ファンド）金利 とは
、米国の中央銀行である連邦準備銀行
の統括機関である連邦準備制度理事
会（FRB）が、短期金融市場を操作する
目的で調整する政策金利。

具体的には、米国民間銀行同士が準備
預金を貸し借りする金利であり、米国金
融政策の誘導目標金利。

これに連動して米国の株価や債券価格
が決まり、世界に大きな影響を及ぼす。

米国FF金利の
現在のステータス

リーマンショックによる不景気を受け、
2008年12月以降、0.250％の「ゼロ金利」
が維持されている。

米国経済の回復を受け、2015年の年内、
または2016年初頭の利上げが見込まれ
ている。

失業率・インフレ率などの米経済指標だ
けでなく、新興国の状況も加味して、利上
げの判断がされるため、利上げの正確な
予測は難しい状況になっている。

お話に入る前に、皆さんと一緒にご確認

では実際に、米国FF金利はどのような推移をしてきたのか？
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米国FF金利は2008年12月以降、「ゼロ金利」を維持
•金利と為替は相反して動くことが多い

米国FF金利／日銀政策金利／日本円対米為替の推移（1990年～現在）

今後の利上げにより、円安ドル高が進行する可能性が高い

為替推移

日銀政策金利

米国FF金利

今後の
利上げにより…

円安ドル高が
進行する

可能性が高い

（金利：％） （円）

※過去の経験則とは
違う動きをした。
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1990年以降、日本株は低迷から脱し切れていない

米国S&P500／日経平均株価の推移（1990年～現在）

米国S&P500

日経平均株価

米国S&P500と比べても、日本株の回復の力は弱い
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バブルとは何か？ ―バブルと金利の関係―

バブル：ファンダメンタルに対し、相対的に上がり過ぎた後、下がること

金利×レバレッジ

マーケットを動かす力：ヘッジファンド、インベストメントバンク、トレーダー等
資産を借りている人たちは、レバレッジ50～100倍で運用

レバレッジが100倍の場合
金利が1％上がっただけで借り入れコストが100%上昇！

金利が大きく上がると、多くの買いポジションの損益がマイナスになる
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次のバブル崩壊の予兆が見え始めている
•今後の利上げのタイミングで、バブルが崩壊する可能性が高い

米国FF金利／米国S&P500／ナスダック総合指数／米国REIT指数の推移（1990年～現在）

米国
FF金利

米国
S&P500

米国REIT
指数

Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
崩
壊

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
危
機

金利が上がれば
バブルに！

上昇中

ナスダック
総合指数

為替推移

（金利：％） （指数）

では、どのようなスタンスで、投資戦略の方向転換を行うべきなのか？
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サブプライムローン危機／リーマンショックによる景気減速を受け、
2008年12月以降 0.250％の「ゼロ金利」を維持。

米国経済の回復を受け、2015年の年内、
または2016年初頭の利上げが見込まれている。

前頁でも見たように、今後の利上げのタイミングで、
バブルが崩壊する可能性が高い。

今後の投資戦略のスタンスとしては、
ディフェンシブにいくことを基本線とすべし！

１．次のバブル崩壊に向け、どのようなスタンスを取るべきか？

では、実際にはいつのタイミングで、投資戦略の方向転換を行うべきなのか？
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２．いつ、投資戦略の方向転換をすべきか？
•バブル崩壊のタイミングは利上げ完了の後のタイミング

米国FF金利／米国S&P500／ナスダック総合指数／米国REIT指数の推移（1990年～現在）

米国
FF金利

米国
S&P500

米国REIT
指数

ナスダック
総合指数

利上げ途中
の段階では
まだバブル
崩壊はない

利上げが止まった
後のタイミングで

バブルが崩壊する
可能性が高い！

（金利：％） （指数）

利上げの完了からバブル崩壊までに、若干のタイムラグがあるため、そこの見極めが重要！
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３．バブル崩壊直前のタイミングでは、どこに資金を振り向けるべきか？

米国FF金利／日本円対米為替の推移（2004年～現在）

米国
FF金利

為替推移

1）利上げが止まり、
下がり始める直前
のタイミングで、

3）円の売り予約
などを購入し、

為替ヘッジを行う

（金利：％） （ドル）

米国長期債（特にゼロクーポン債）に切り替え、併せて為替ヘッジを行うのが基本戦略！

2）価格の下がった
米国長期債を買い、
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 【まとめ】 今後の投資戦略の“極意” ～フェーズ①～

フェーズ①： 利上げ開始期 【円高ドル安の進行】

◆外貨で持ち続ける。
• 円の価値が下落。ドルの価値は上がっていく。

◆株式・不動産のエクスポージャーを減らしていく。
• バブル崩壊を見据え、資産を転換（崩壊＝資産価格大幅下落）。

◆投資を短期債に振り替える。
• 短期債は利上げで収益が増加するため、利上げ局面で利益を確保し

ておく。
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◆利上げ完了の確認。
• 追加利上げがなければ、１年半以内にはバブル崩壊の可能性大。

◆米国長期債（特にゼロクーポン債）に切り替える。
• ここから利子率が下がるので儲けの大きくなる長期債を。

◆為替のリスクヘッジを行う。
• 米資産価格が暴落すると円高が進む。
• ドルを円に替える際の利益減を防ぐため、日本円の為替売り予約な

どを購入することにより、為替リスクをヘッジ。

 【まとめ】 今後の投資戦略の“極意” ～フェーズ②～

フェーズ②： 利上げ完了後 【バブル持続】

POINT !!

POINT !!
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 【まとめ】 今後の投資戦略の“極意” ～フェーズ③～

フェーズ③： バブル崩壊期 【ドル・資産価格暴落 利下げ開始】

◆長期債を売っていく。
• 利下げにより価格が上昇するため、売却益が増大。
• 但し、早期に全てを売らない。

◆売った分は当面、円で保有する。
• ドルが暴落した過去のケースでは、安全資産の円が上昇。
• 再投資のタイミングまで、円で保有するのが有利。
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 【まとめ】 今後の投資戦略の“極意” ～フェーズ④～

フェーズ④： バブル終息後 【資産価格下落が終息】

◆新たにポジションを積む。
• 投資対象：株式のロング保有を中心に。

☆安定したグローバル企業の株
☆新興国の巨大企業の株（新興国のリカバリーは大きい）
☆優良不動産 など

◆但し、購入のタイミングが重要。
• １番底で大きくポジションを取らない。
• ２番底完了まで少しずつ積み増す。



太陽経済の会 セミナー

山﨑養世が読む世界と日本の行方2016 
～逆風の中で成長するために～

②世界構造編

「太陽経済の会」および「Save Humanity」のロゴは登録商標であり、権利者の許諾なく使用することはできません。
この資料は2015年12月末の情報をもとに作成され、2016年2月のビジネストップが集まるセミナーで公開された内容と同様です。

同資料の著作権は山﨑養世にあり、使用・転写の際には太陽経済の事務局にご一報の上、出典の記載を明記すること。

2016年4月25日

山﨑 養世

一般社団法人 太陽経済の会 代表理事
くにうみアセットマネジメント株式会社 代表取締役

株式会社成長戦略総合研究所 代表取締役
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アメリカ株式暴落

◆大恐慌は起きるのか？
・戦前（1929‐1945）には、大恐慌から第二次世界大戦へ

1929年

不動産暴落・企業倒産 銀行倒産

失業・大不況 預金が紙クズに

世界的な金融恐慌・連鎖倒産“持てる国” 米・英が保護主義に

“持たない国” ドイツ・日本は、より激しい不況に！

【日本】 満州事変
・軍需による産業伸長
・満州国における高度成長

1931年

【ドイツ】 ヒトラー政権獲得：再軍備
世界に先駆け、大不況克服・驚異の成長

・銀行保護 ・無料高速道路
・失業者： 600万人→30万人

1933年

第二次世界大戦へ突入！

1936年：日独防共協定
1940年：日独伊三国同盟

国は何の対策
も打たず…

国際協調
どころか･･･



- 25 -Yasuyo Yamazaki 同資料の著作権は山﨑養世にあり、使用・転写の際には太陽経済の事務局にご一報の上、出典の記載を明記すること

リーマンブラザース証券 破綻

◆大恐慌は起きるのか？
・リーマンショック（2008）直後には、大恐慌は起きなかった！

2008年9月

ベアスターンズ証券 破綻

AIG保険 破綻
米連邦住宅金融抵当公庫（フレディマック） 破綻

2008年5月

世界全体において

企業・金融機関 破綻！株式・不動産 暴落！

国主導で救済

国が救済･リストラ

各国で金融機関保護 世界中で大金融緩和

国際的な救済システム EU中心にギリシャ救済

世界的に株価回復・実体経済成長

国が救済せず！
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新しい危機の最大の震源地

ヨーロッパ／中東の複合体

◆次の大恐慌は起こり得る！
・次の大恐慌は、経済に留まらず、紛争･戦争の危機に！

①ユーロの本質的矛盾＝『統一通貨ユーロの約束事』による行き詰まり！

＝

②シェンゲン条約（国境検査なしで国境を越えることを許可する協定）による行き詰まり！

各国は自国の通貨がない

通貨切り下げによる景気
回復が不可能！（eg. 円安）

各国に財政の自由度ない

弱い地域・産業の
救済が困難！

結果、生産性の高い
ドイツの一人勝ち

・EU域内で圧倒的強さ。
・ユーロが弱いため、

EU域外でも強い。

労働の自由化・移民の受入で問題解決するはずだったが･･･ 逆に混乱を招く結果に！

文化力で世界の富
と人を引き付ける
はずだったが･･･

文化力で世界の富
と人を引き付ける
はずだったが･･･

ドイツは、欧州を救えるのか？／中東を救えるのか？

では、国際的な枠組みはどうなるのか？ ⇒ 中国／ロシア／アメリカ？

恐らく、難しい！
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◆次の大恐慌は起こり得る！
・分裂への力学による、共同体崩壊のリスクが！

分裂への力学による、共同体（EU・イスラム圏）の崩壊のリスクが勃発！

新興国を取り込んだ
イギリス／スイス

弱い南欧

文化力の
フランス

遅れた
東欧

アフリカ／中東／イスラム国

強い北部
ドイツ／ベネルクス

／北欧

移民・難民
の流れ

中東／イスラム圏
中産階級国家作りに失敗！

イスラエルという
異物／核／占領

アメリカの失敗：
アルカイダの養成／イラクの支援

19世紀の欧州の
オスマン帝国支配／分割

米国が手を引いたことによる力の空白
⇒ ISの台頭

十
字
軍
の
歴
史

＋

分裂への力学
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◆新しい危機の構図
・経済リスクと軍事･テロ･戦争リスクを切り離せるのか？

【1945‐1989】
Pax Americana

【1989‐2016以降】
グローバリゼーションの結末は？

市場経済

安全保障

貿易・
金融

資本主義国
米／西欧／日本
／Asian Tigers

強く介入する米国
国連安保理

自由貿易
国際協調

巨大経済危機が起きた時、どうするのか？
eg. サウジアラビアの経済破綻を誰が救済するのか？

アメリカは、イスラムを助けるのか？

＋

手を引くアメリカ 悪いことか、善いことか？

Fault Line Wars ヨーロッパ危機増幅 ⇐ IS／過激派

文化・宗教 紛争／中東 サウジ vs イラン ⇐ 最も危険

中国の軍備増強 本当に軍事侵略するのか？

中国／インド
ロシア／ブラジル
（産油国･資源国）

アフリカ／ラテンアメリカ

左記に
加えて

経済リスクと
軍事･テロ･戦争リスクを

切り離せるのか？

＊

＊: 文明の衝突による戦争･紛争（国際政治学者ハンティントンの言葉）
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◆新しい世界秩序の条件
・正四面体を作れるのか？

＊: バックミンスターフラー： 『テトラスクロール』参照

日

米

印

中

日米中印の強い国民国家間の協調／共同体（EU・イスラム）の崩壊との対比

“日米中印の正四面体を作れるのか否か？”が、大きなカギを握る！

日

米

印

中

12辺 ⇒ 6辺
2次元 ⇒ 3次元
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◆ヨーロッパ･中東危機の本質：『文明と野蛮』

西洋文明とは？

対立する2つの考え方

①文明開化：福沢諭吉

『学問のすすめ』、『文明論の概略』

 儒者和学者…あがめ尊ぶべきにあらず

 日本は「西洋の文明を目的とす」べき

 仏教は「文盲世界の一器械」

 世界平和の訪れは「今後数千百年にして、

世界人民の智徳大いに進む」までありえない

②西洋は野蛮じゃ：西郷隆盛

『南洲遺訓』

 「実に文明ならば、未開の国に対しなば、

慈愛を本にし、懇々説諭して開明に導く可

きに、左はなくして未開蒙昧の国に対する

程、むごく残忍の事を致し、己を利するは

野蛮じゃ」
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◆ヨーロッパ･中東危機の本質：『戦争か平和か』

日本の選択肢

中江兆民 『三酔人経論問答』
（1887）

①武力放棄・絶対平和主義

②中国植民地化

③専守防衛 日米中で太平洋商業同盟

ヨーロッパの破壊と没落の予言者

エマニュエル・カント 『永遠平和のために』
（1790）

 西欧は植民地戦争が激化し「巨大な墓標」となり

破壊しあう “世界大戦”

 平和の連合ができ、そのリーダー国は西洋以外

の新しい国 “Pax Americana”

 戦争への恐怖と商業的利益から、世界の連合

ができる “国連”

 人民を代表するという主義が台頭するが崩壊す

る “共産主義とその崩壊”

②を選んでしまった
戦前の日本
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◆ヨーロッパ･中東危機の本質：『本当の帝国主義とは？』

ローマ帝国
オスマン帝国

唐

帝国主義とは？ 16世紀以降のヨーロッパ帝国

 多民族／多宗教

 寛容

 社会インフラの整備

 治安・安全保障

 被征服民族登用

帝国領土
文明の
恩恵

支配される
マイナス

 植民地に対する搾取・支配

 スペイン・ポルトガル、フランス ・・・

 そして完成形が「大英帝国」

「大英帝国」

英国人のために
英国人が支配する帝国

【起源】 海賊／海軍（ドレイク）

奴隷、麻薬貿易、東インド会社、軍事帝国

＝

＝ ＞

『海賊植民地主義』 ＊

＊: 山﨑養世 『米中経済同盟を知らない日本人』より
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◆ヨーロッパ･中東危機の本質：『神の支配から金の支配へ』

【カトリシズム】 中世を支配

１４世紀カトリック神学書「貧しさとは神と等しくあることである。何者に執着もしないことである」

ヨーロッパ思想の変質

貧しいイエスと弟子 ローマ国教化 皇帝すら、法王の しもべ 貴族のみが司祭に

【プロテスタンティズム】 16世紀以降 （マックス・ウェーバー説）

天職
禁欲／節約
暴利禁止

産業経営
合理化
資本家

利益

利益自体が目的化 ⇒ 功利主義

隣人愛 ⇒ 福祉国家

19世紀イギリスの支配思想＝功利主義／Utilitarianism

【近代経済学】 （アダムスミス／ミル／マルサス／リカード）
人間の経済活動の目的 ＝効用（Utility)最大化

＝消費最大化 ⇒ そうですか？
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◆人間の危機の本質：『人間は何を求めるのか？』

 Globalization
⇒ 近代経済学の考えが世界に浸透

 人間の目的は消費／富の最大化
 でも、人間の欲求はそうなのか？

マズローの欲求理論／段階説

生理的欲求

安全欲求

社会的欲求

尊敬・評価の欲求

自己実現の欲求

自己を超越する欲求

共同体

個人

人間の本質は何か？

 ビッグバン

 記憶の遺伝

 人間原理／多次元宇宙

 構造主義（言語、人類学、心理学、神話学）

 複雑系

 Singularity

（遺伝学、ナノテクノロジー、ロボット工学）

⇒ コンピューターが人間の知性を超える？

１．人間は社会的・共同体的動物か？

２．人類は自己を救済する共通意識を持つか？

３．宇宙・世界に秩序・摂理は存在するのか？

「自然の根底」において一つの統一力の真理を認めるよう

に、人心の根底においても一つの統一力の支配を認めね

ばならぬ。」（西田幾太郎 『善の研究』）か？

問い掛け



次回の太陽経済の会 イベントは・・・

2016年6月29日（水） 太陽経済の会 総会の後に

太陽経済の会 セミナー

『新電力へのビジネルモデル（仮題）』

株式会社オプティマイザー 代表取締役 田川周作氏

同会場にて

35



日本「復活」の最終シナリオ～「太陽経済」を主導せよ！～
山﨑養世 著

朝日新聞出版 1,680円（税込）

太陽経済の会 必読書 太陽経済の理念がここに！

会員区分 入会費 年会費 （月額）

法人会員 100,000 円 240,000 円 20,000円

個人会員 60,000 円 5,000円

寄付 趣旨にご賛同いただける方からの寄付を受け付けております（1口1万円より）

年会費

○太陽経済の会主催のフォーラム、セミナーに参加可能
○個人・法人会員様の活動・研究のPR支援 セミナー・プレスリリース・メディアへのプロモーション
○太陽経済の会主催の交流会において、会員間の交流、情報交換が可能
○太陽経済の会の運営する委員会に参加可能

会員募集中

会員特典

入会のお問い合わせは太陽経済の会 事務局まで
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