主催

NPO法人日本ホスピタリティ推進協会

サービス産業経営者及び経営スタッフ育成のための

第三期開講のご案内
﹁知恵の場﹂

協力

後 援 公益社団法人 経済同友会

㈱ＭＳ＆Consulting

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。
一昨年より開始した本企画も受講者のご
好評により、第三期目を迎えることができました。
企画の実施にあたっては、経済産業省 商務情
報政策局 サービス政策課 サービス産業室が主催する「サービス産業経営者育成研究会」とも連
携し、
一流の講師陣を迎え、
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

講師

※講師プロフィールは裏面をご覧ください。

第１回

７月26日（木）
18:15〜20:45

株式会社ホテルオークラ東京
代表取締役社長・総支配人 清原 當博氏

第２回

８月23日（木）
18:15〜20:45

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

第３回

９月４日（火）
18:15〜20:45

第４回

第５回

９月13日（木）
18:15〜20:45
９月26日（水）
18:15〜20:45

学校法人新潟総合学園
総長（株式会社アルビレックス新潟 取締役会長）

池田 弘氏
株式会社ベネッセコーポレーション
教育事業本部 副本部長 幼・小事業ドメイン長

岡田 晴奈氏
東京大学大学院経済学研究科
教授 伊藤 元重氏

■ コメンテーター：株式会社ルネサンス 代表取締役会長 斎藤 敏一氏
■ ファシリテーター：株式会社 MS＆Consulting 常務執行役員 渋谷 行秀氏
■ 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

東京都港区北青山2−9−5（９階受付）
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対象は30〜50代で、
サービス産業の経営を担う意欲のある方
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法人の参加者に限り、
２回まで代理出席頂けます。
定員になり次第締め切りますので、 お早めに申込み下さい。
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電話のお問い合わせ：080-3388-3118「知恵の場」専用番号

お申込は裏面をご覧下さい
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参加費： 25,000円（全５回）
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③講師の方に対する質疑応答

●伊藤忠ビル
●サンクス

●

外苑前
●青山タワービル

銀座線「外苑前」駅
3番出口
●青山公園

講師 ＆ コメンテーター紹介

第１回講師

第２回講師

第３回講師

株式会社ホテルオークラ東京

株式会社オリエンタルランド

代表取締役社長・総支配人

代表取締役社長（兼）COO

清原 當博氏

上西 京一郎氏
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６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
ている。

1949年埼玉県生まれ。1971年学習院大学経済学部
を卒業後、大成観光株式会社(現：株式会社ホテル
オークラ)へ入社。最初に配属された料飲部門でほぼ
10年間ホテルの現場を学ぶ。米国コーネル大学への
短期留学を経て、その後は、宿泊・婚礼・宴会のセー
ルス部門や広報・企画部門など幅広く経験。2001年
には株式会社京都ホテル(京都ホテルオークラ)へ出
向し、2005年同ホテルの総支配人へ。2009年株式
会社ホテルオークラ東京代表取締役社長総支配人
に就任し、現在に至る。グループ企業の役員はもちろ
んのこと、社団法人日本ホテル協会、公益社団法人
日本ブライダル文化振興協会、全国宴会支配人協議
会などで役員を務め、業界の発展に努めている。

第４回講師

学校法人新潟総合学園
総長
（株式会社アルビレックス新潟
取締役会長）

池田 弘氏
学校法人新潟総合学園総長・理事長、アルビレック
ス新潟取締役会長。代表を務めるＮＳＧグループは、
大学院大学、大学、
３０校の専門学校、高等学校、学習
塾などの教育機関と、医療･福祉機関、さらに検定・
出版や給食事業などの株式会社を展開する。
アルビ
レックス新潟の初代社長として地域密着型のビジネ
スモデルによるチーム運営で、屈指の観客動員を誇
る人気チームに育てＪ１昇格を果たす。現在は起業支
援に力を入れており、５０１社の上場並み企業の立ち
上げと育成を目指す起業支援プロジェクトに取り組
んでいる。
日本ニュービジネス協議会連合会会長。新
潟経済同友会筆頭代表幹事。

第５回講師

コメンテーター

株式会社
ベネッセコーポレーション
教育事業本部 副本部長
幼・小事業ドメイン長

東京大学大学院
経済学研究科

岡田 晴奈氏

伊藤 元重氏

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

教授

1982 年㈱福武書店（現㈱ベネッセコーポレーショ
ン）入社。出版部配属。２度の出産・育児休職を経
て 1991 年より書籍情報誌「ほんばこ」事業立ち上
げ参画。1993 年こどもちゃれんじ ぷち・ぽけっと
講座事業の立ち上げに携わる。1997 年 こどもちゃ
れんじ事 業 統括部長に就任。ブランドメッセージ
「みんないいこだよ。」を導入。
通信教材のみならず、
コンサートをはじめ場の展開、子ども向け生活用品
の通信販売、こどもちゃれんじ の海外展開など事
業領域を拡大。2010 年度 厚生労働省 労働政策審
議会委員、女性の活躍推進協議会委員。
現在、取締
役 国内教育事業本部 副本部長 幼小事業ドメイン
担当。

１９５１年静岡県生まれ、
１９７４年東京大学経済学部卒
業、
１９７９年米国ロチェスター大学大学院博士課程
修了、
ヒューストン大学助教授、東京都立大学助教授
を経て、
１９８２年に東京大学助教授、その後教授に昇
進、現在に至る。その間、経済学部長も務める。専門
は国際経済学と産業経済論であるが、最近は日本経
済全般に関心を広げている。産業の研究に関連し
て、流通、航空、医療、金融、繊維アパレルなどについ
ての著作もある。政府の会議にもいろいろ参画し、小
渕内閣の経済戦略会議では不動産の流動化を扱い、
森内閣のIT戦略会議では通信のアンバンドリングを
議論した。安倍内閣のアジアゲートウェイ戦略会議
では航空の自由化について提言をした。

参加費お支払い方法｜銀行振込

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。

参加費お支払い後、お客様のご都合によるキャンセル・払戻しは一切できません。ご了承ください。

参加費：25,000円（全５回）｜お振込は７月2０日（金）までにお願いします。
振込先：三菱東京UFJ銀行 四谷支店 （普）０６２６７７２ 日本ホスピタリティ推進協会
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。

※振込控えをもって領収書に代えさせて頂きます。

参加申込書（ FAX｜E-mail｜インターネット）申込締め切り：７月１9日（木）
●
「個人情報の取り扱いについて」の内容にご同意の上、お手数ですが本用紙に必要事項をご記入、下記ＦＡＸ番号へご送信ください。
●参加お申込み後にキャンセルされる場合は、必ずNPO法人日本ホスピタリティ推進協会（電話：03-3591-3545、担当：橋本）までご連絡下さい。
＜個人情報の取扱いについて＞参加者の個人情報は、本セミナー並びに参加者へのサービスやイベントのご案内のみに利用し、
それ以外の目的で使用する事は致しません。
（フリガナ）

お名前

年齢

歳

貴社名

ご連絡先
電話番号
ご住所

所属部署

役職名

Ｅメール
アドレス

●Ｅメールでのお申込み：上記内容を本文に記載し、件名に【知恵の場】
とお書き添えの上、chienoba@hospitality-jhma.orgにお送り下さい。
●インターネットでのお申し込み：ホスピタリティ推進協会ホームページ（URL http://www.hospitality-jhma.org/ ）からお申込み頂けます。

申込書
送付先

FAX :

03-3591-3546

お問合せ先：NPO法人日本ホスピタリティ推進協会 事務局
東京都港区西新橋2-15-17 リッツ虎ノ門５F 担当：橋本 080-3388-3118（携帯）
電話：03-3591-3545（代表）ＵＲＬ：http://www.hospitality-jhma.org

