サービス産業経営者及び経営スタッフ育成のための

﹁知恵の場﹂受講生募集のご案内

主催

NPO法人日本ホスピタリティ推進協会

協力

株式会社ＭＳ＆Consulting、株式会社コーチ・トゥエンティワン

この企画は、次世代のサービス産業の経営を担う強い意欲のある方々に、第一線の経営を
学んでいただく機会を提供したいとの思いから実現しました。企画の実施にあたっては、経済
産業省商務情報政策局サービス産業課が主催する「サービス産業経営者育成研究会」とも連
携し、当該研究会の委員である一流の経営者を「知恵の場」の講師陣に迎え、現場で働く方々
の参加しやすい時間帯・受講価格に設定しています。

プログラム日程
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

講師 ※講師プロフィールは裏面をご覧ください。

2010年 11月25日（木）

株式会社公文教育研究会
代表取締役社長 角田 秋生氏

18:30〜21:00
2010年 12月16日（木）

株式会社オリエンタルランド
代表取締役社長（兼）COO 上西 京一郎氏

18:30〜21:00
2011年 １月20日（木）

株式会社キッズシティージャパン
代表取締役社長（兼）CEO 住谷 栄之資氏

18:30〜21:00
2011年 ２月３日（木）

株式会社メイテック
代表取締役社長 西本 甲介氏

18:30〜21:00
2011年 ３月２日（水）

トーマスアンドチカライシ株式会社
代表取締役 力石 寛夫氏

18:30〜21:00

■ 講座の進め方
①講師の方の自らの経営者としての経験を基にした講義
②小グループに分かれてのディスカッション

③講師の方に対する質疑応答

■ ファシリテーター：株式会社 MS＆Consulting
■ コメンテーター：株式会社ルネサンス

場

常務執行役員

代表取締役会長

斎藤 敏一氏

所： イタリア文化会館ビル ３階コーチホール
東京都千代田区九段南２-１-30
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※参加多数の場合はお断りさせて頂くこともございます
予めご了承ください。
※法人の参加者に限り、２回まで代理出席頂けます。
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お申込は裏面をご覧下さい
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ＴＥＬ： 080-3388-3118「知恵の場」専用番号
対 象： 原則、30代〜50代で、サービス産業の
経営を担う意欲のある方
参加費： 25,000円（全５回）
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※東京メトロ東西線、半蔵門線、都営新宿線 九段下駅
（２番出口）より徒歩10分
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渋谷 行秀氏
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第１回講師

第２回講師

第３回講師

株式会社
公文教育研究会

株式会社
オリエンタルランド

株式会社
キッズシティージャパン

代表取締役社長

代表取締役社長（兼）
COO

代表取締役社長（兼）CEO

角田 秋生氏

上西 京一郎氏

住谷 栄之資氏

1949年群馬県生まれ。1979年株式会社 東京公文
数学研究会（当時）入社。公文式の教室展開に携
わった後、チャイルド事業部長として新規事業開発
を手がける。1998年ＫＵＭＯＮグループの中で「書写
教室」を展開している公文エルアイエルの社長に就
任。2005年持株会社である株式会社公文教育研究
会の社長に就任。現在に至る。
「公文式学習法」を展開している株式会社公文
教育 研 究 会は、1958 年に大阪で創立 。1974 年 、
ニューヨークに海外初の公文式教室を開設後、各地
でも次第に現地の人々に「公文式」が受け入れられ
ていき、2010年９月現在、日本を含む世界46の国・
地域に広がっている。

1958年東京都生まれ。1980年株式会社オリエン
タルランド入社 。総務 部 、スポンサー業務 部（現
マーケティングアライアンス部）等を経て、2003年
月取締役総務部長に。その後、取締役執行役員（総
務部・広報部担当）、取締役執行役員経営戦略本部
長（広報部担当）等を務め、2009年４月代表取締役
社長（兼）COOに就任。
株式会社オリエンタルランド（オリエンタルランド
グループ）は、２つのテーマパークを中心に、ホテ
ル・複合型商業施設・モノレール・劇場等で構成さ
れる東京ディズニーリゾートの経営及び運営を主力
事業としており、本年7月に創立50周年を迎えた。

第４回講師

1943年、和歌山県生まれ。慶應義塾大学商学部を
卒業後、藤田観光へ入社。入社５年目に、脱サラ起業
し株式会社WDIの経営に携わる。1972年、
「ケンタッ
キーフライドチキン」のフランチャイジーとして六本木
店をオープン。以後「トニーローマ」
「カプリチョーザ」な
どのライセンスを獲得し、幅広く展開。2000年株式会
社WDIの社長に就任。2003年60歳で退職。同年、友人
の紹介でメキシコの「キッザニア」の存在を知る。視察
に訪れ、
ライセンス獲得と日本への誘致を決意。帰国
後2004年9月株式会社キッズシティージャパンを設立。
約２年の準備期間を経て、2006年10月5日、東京都江
東区豊洲に「キッザニア東京」をオープン。2009年３月
には兵庫県西宮市に『キッザニア甲子園』をオープン。

第５回講師

株式会社メイテック

コメンテーター
経済産業省
サービス産業経営者
育成研究会委員長
株式会社ルネサンス
代表取締役会長

ＮＰＯ法人日本ホスピタリティ
推進協会 理事
トーマスアンドチカライシ
株式会社
代表取締役

代表取締役社長

西本 甲介氏

力石 寛夫氏
1958年愛知県生まれ。1984年メイテックに入社
し、社長室長、人事部を経て1995年に取締役に就任
し人事部長と経理部長を兼任する。1996年専務取
締役人事部長・経理部長、1999年から現職。2006
年からはグループCEOも兼務。社団法人日本経済団
体連合会理事、一般社団法人日本エンジニアリング
アウトソーシング協会代表理事。
株式会社メイテックでは技術者派遣事業を「製
造業全体の中で、エンジニアがキャリアアップする
ことができるワーキングスタイル」という概念によっ
て事業を展開し35拠点、約6,000名の常用雇用の技
術社員を擁する業界No.1企業である。

Վӏ៵ȝୈȗศᵹᦿᚐળᣅ

1943年神奈川県生まれ。早稲田大学第一政治経済
学部卒業。ポールスミス大学ホテル経営学部卒業（米
国ニューヨーク州）。
その後、カリフォルニア州のマーク
トーマスエンタープライズにてマネジメントトレーニン
グを受ける。1972年、国内外のホテル・外食・レジャー
産業のコンサルティング会社「トーマスアンドチカライ
シ株式会社」を設立 1988年、教育・研修・能力開発を
専門に行う「ホテルアンドレストランインスティテュー
ト」を設立。同社は、2002年三井物産との資本提携を
機に「チカライシ アンド カンパニー株式会社」に社名
を変更、代表取締役に就任。1997年出版の著書「ホス
ピタリティサービスの原点」はベストセラーとなり、多く
の企業において研修テキストとして活用されている。

斎藤 敏一氏
1944年宮城県生まれ。1967年大日本インキ化学
工業株式会社(現DIC株式会社)入社。研究所等を経
て、1979年企業内ベンチャー事業として健康スポー
ツ事 業を 企 画 、株 式 会社ディッククリエーション
（2003年株式会社ルネサンスに社名を変更、2006
年３月東証一部上場）を設立して出向、後に転籍。
1992年６月代表取締役社長に就任、2008年４月よ
り代表取締役会長。社団法人スポーツ健康産業団
体連合 会 会長、公 益 社 団 法 人 経 済 同 友会 幹 事・
サービス産業活性化委員会委員長。株式会社ルネ
サンスは、スポーツクラブ90ヶ所、スイミングクラブ
５ヶ所、テニスクラブ・スクール３ヶ所、ヨガ・ピラ
ティススタジオ４ケ所の計102ケ所を経営している。
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FAX :

03-3591-3546
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