NPO法人日本ホスピタリティ推進協会主催

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」
開講のご案内
http://www.hospitality-jhma.org
お申込み締切

８月15日（金）
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

プログラム日程

学んでいただく機会を提供する為に、
経済産

第 １ 回

業省商務情報政策局サービス産業室の委

8月21日(木)
18:15〜20:45

託事業として実現しました。
2010年より開始
した本企画も受講者のご好評により、
第７期
目を迎えることができました。
企画の実施にあ

第 ２ 回

たっては、
サービス産業室が主催する
「サー

9月11日(木)
18:15〜20:45

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。

参加費：25,000円（全５回）
会場：ハリウッ
ド大学院大学
東京都港区六本木6-4-1
六本木ヒルズ ハリウッドプラザ

講師

※講師プロフィールは裏面をご覧ください。

鎌倉投信株式会社
取締役 資産運用部長

新井 和宏氏

株式会社大丸松坂屋百貨店
代表取締役社長

好本 達也氏

第 ３ 回

9月26日(金)
18:15〜20:45

ヤマトホールディングス株式会社
まこと

代表取締役社長

木川 眞氏

第 ４ 回

10月28日(火)
18:15〜20:45

株式会社吉野家ホールディングス
会長

安部 修仁氏

東京メトロ日比谷線「六本木駅」
１Ｃ出口直結
都営地下鉄大江戸線「六本木駅」
３番出口徒歩３分
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」
５番出口徒歩６分
東京メトロ南北線「麻布十番駅」
４番出口徒歩８分

第 ５ 回

11月18日(火)
18:15〜20:45

株式会社ソシエ・ワールド
代表取締役社長

須藤 政子氏

■ 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 ③講師の方に対する質疑応答
■ 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
■ 対象： 30〜50代で、
サービス産業の経営を担う意欲のある方
法人の参加者に限り、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。
電話のお問い合わせ：080-3388-3118
「知恵の場」
専用番号

後援：公益社団法人 経済同友会 協力：学校法人メイ・ウシヤマ学園 ハリウッド大学院大学、㈱ＭＳ＆Consulting

第７期「知恵の場」： 講師のご紹介

第１回講師

第２回講師

第３回講師

鎌倉投信株式会社
取締役 資産運用部長

株式会社大丸松坂屋百貨店
代表取締役社長

新井 和宏氏

好本 達也氏

1968年生まれ、東京理科大学工学部卒。日系信託
銀行、外資系運用会社を経て、2008年11月に鎌倉
投信㈱を創業。前職では企業年金・公的年金などを中
心に、株式、為替、資産配分等、多岐にわたる運用業務
に従事。現職では、2010年3月より運用を開始して
いる投資信託「結い 2101」の運用責任者として活
躍している。
「いい会社をふやしましょう」を合言葉に、
障碍者雇用に強みを持つ会社などに投資をする「結
い 2101」の仲間（受益者）
は、既に7,700人を超え
た
（2014年6月現在）。横浜国立大学 経営学部 非
常勤講師。特定非営利活動法人 いい会社をふやしま
しょう 理事。経済産業省 おもてなし経営企業選 選考
委員。

１９５６年生まれ１９７９年慶應義塾大学経済学部卒
業、
株式会社大丸入社。
２０００年札幌出店計画室札幌店開設準備室部長。
大丸札幌店開業後、
札幌店婦人服部長就任。
２００４年本社東京新店準備室副室長。
大丸東京新店
開業後、
東京店営業統括店次長を経て、
２００８年同
社執行役員東京店長就任。
２０１０年株式会社松坂屋との経営統合により株式会
社大丸松坂屋百貨店発足。 同社執行役員経営企画
室長就任。
２０１２年同社取締役就任。
２０１３年同社 代表取締役社長に就任。
（現任）
持株会社であるＪ．
フロントリテイリング株式会社の取
締役を兼務する。

第４回講師

ヤマトホールディングス
株式会社
代表取締役社長

木川 眞氏
１９４９年広島県生まれ。
１９７３年一橋大学商学部卒業。
１９７３年
（株）
富士銀行に入行。
2001年
（株）
富士銀行 執行役員人事部長。
２００４年
（株）
みずほコーポレート銀行 常務取締役リ
スク管理グループ統括役員 兼 人事グループ統括役
員。
２００５年ヤマト運輸
（株）グループ経営戦略本部長。
２００５年ヤマトホールディングス
（株）
代表取締役常
務。
２００７年代表取締役 執行役員 兼 ヤマト運輸
（株）
代
表取締役社長 社長執行役員。
２０１１年代表取締役社長 社長執行役員。

コメンテーター

第５回講師

株式会社
吉野家ホールディングス
会長

安部 修仁氏
1949年福岡県生まれ。1972年㈱吉野家に入社。
1977年当社九州地区本部長。1983年当社取締
役開発部長。1988年当社 常務取締役。1990年
当社代表取締役常務取締役。1991年当社代表取
締役専務取締役。1992年当社代表取締役社長。
1993年㈳日本フードサービス協会理事。1999年
㈳日本フードサービス協会副会長。2007年㈱吉野
家ホールディングス代表取締役社長。2010年 ㈱吉
野家代表取締役社長。2012年㈳日本フードサービ
ス協会 会長。2014年㈱吉野家ホールディングス会
長（現任）。2014年㈳日本フードサービス協会理事
（現任）。

株式会社ソシエ･ワールド
代表取締役社長

株式会社ルネサンス
代表取締役会長

須藤 政子氏

斎藤 敏一氏

1981年第一号店
「ソシエｄｅエステ銀座ワールド店」
店長に就任。1982年営業部長に就任。1985年エ
ステティック事業部担当常務取締役に就任。
1992年
専務取締役に就任。2002年代表取締役専務に就
任。2007年6月、
代表取締役社長(現任)。一般社団
法人 日本エステティック業協会 常務理事。
公益財団
法人 日本エステティック研究財団 理事。
認定特定非
営利活動法人 日本エステティック機構理事。株式会
社ソシエ・ワールドは業界のリーディングカンパニーと
してエステティックサロン、
スポーツクラブ、
ヘアサロ
ン合わせて118店舗を全国展開し、
今年創業54年
目を迎える。台湾では25周年を迎え独資で17店舗
を経営、
今年5月中国上海に一号店をオープン。

参加費お支払い方法｜銀行振込

1944年宮城県生まれ。1967年現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。公益社団法人ス
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・サービス産業国際化プロジェクト委員
長。株式会社ルネサンスは、スポーツクラブ８９ヶ所、
スイミングクラブ４ヶ所、テニスクラブ・スクール２ヶ
所、
ヨガ・ピラティススタジオ９ヶ所その他通所介護等
２３ヶ所の計１２７ヶ所を経営している。

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2014年８月15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）申込締め切り：８月15日（金）
●「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番号へご送信下さい。
●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：03-6434-9208、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、
それ以外の目的では使用いたしません。
（フリガナ）

（ご年齢）

お名前

歳

貴社名

ご連絡先
電話番号
ご住所

所属部署

役職

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 :

03-6434-9209

お問合せ先：特定非営利活動法人
（NPO）
日本ホスピタリティ推進協会
（JHMA) 事務局
東京都港区北青山2-9-5 スタジアムプレイス青山10F 電話：03-6434-9208
（代表）
担当：橋本 080-3388-3118
（携帯）E-mail: jhma@hospitality-jhma.org

