研究例会の開催状況
ＮＰＯ法人ツーリズム研究機構

●２０１８年度（平成３０年度）
2018年4月14日（土）

86 神戸商工貿易センタービル
2018年6月9日（土）

87 神戸商工貿易センタービル

●講演及び質疑： 「これまでの経験等から感じた兵庫・神戸の観光振興政策の
今後の方向性・・・」
（スピーカー） （公財）ひょうご産業活性化ｾﾝﾀｰ理事長 赤木正明 氏
●講演及び質疑： 「お茶の京都戦略と DMO の役割」
（スピーカー） （一般社団法人）京都山城地域振興社 社長 脇 博一 氏

●２０１７年度（平成２９年度）
2017年4月8日（土）

81 三宮コンベンションセン
ター
2017年6月10日（土）

82 神戸商工貿易センタービル

2017年10月14日（土）

83 神戸商工貿易センタービル

2017年12月23日（土）

84 グリーンヒルホテル神戸

2018年2月10日（土）

85 神戸商工貿易センタービル

●講演及び質疑： 「世界とつながる～Visit Wakayama の取組み」
（スピーカー） 和歌山県商工観光労働部観光局観光交流課長
後藤 暢子 氏
●講演及び質疑： Travel the problem:
「あなたの旅が、社会問題の解決に繋がります」
（スピーカー） 安部 敏樹 氏
一般社団法人リディラバ 代表
●講演及び質疑： インバウンド戦略 ⇔ 食の輸出戦略
・「食」で訪日客の誘致を
・訪日リピーターは「食」のインフルエンサー
（スピーカー） 田丸 玲奈 氏
ABC Cooking Studio Worldwide Limited
Director & President of ABC Cooking Studio HK
Southeast Asia Regional Operetion Manager
※2017 年香港 Food Expo 日本ブースのコーディネーター
●講演及び質疑：『食のアウトバンド（輸出）からみたツーリズム』
（スピーカー）天野 正治 氏
農林水産省 大臣官房参事官：輸出拡大チーム長
●講演及び質疑： 2025 日本万国博覧会の実現に向けて
～万博開催によるインバウンドとの相乗効果
（スピーカー） 仲 谷 元 伸（なかたに もとのぶ） 氏
大阪府政策企画部万博誘致推進室/
2025 日本万国博覧会誘致委員会参事 （誘致推進グループ
長）

●２０１６年度（平成２８年度）
76 2016年4月9日（土）
グリーンヒルホテル神戸

●講演及び質疑：『インバウンド向け映像のＡ～Ｚ」（撮影の現場から）』
（スピーカー）岡野 健将（けんすけ） 氏
（Ｓｐｙｃｅ Ｍｅｄｉａ ＬＬＣ Executive Producer ）

77 2016年6月11日（土）
ビジネスプラザひょうご

●講演及び質疑：「快進撃 和束町地域再生のＡ～Ｚ」
（スピーカー）京都府和束町長 堀 忠雄 氏

78 2016年10月8日（土）
ビジネスプラザひょうご

●講演及び質疑：「『HOTERES』50周年の歩みと今後の展望 + 会員執筆者
のショートスピーチ」
（スピーカー）山下 裕乃 氏 オータパブリケションズ株式会社取締役
●講演及び質疑：「「香港WALKER」日本の地方特集の編集ノウハウとその効

果」
79 2016年12月10日（土）
グリーンヒルホテル神戸
（スピーカー）香港角川 KADAKAWA HONGKONG LTD.
PRESIDENT &CEO

居駒

昭太

氏

●講演及び質疑：「宿泊施設の新しい風、『和空』その概要と仕掛け」
80 2017年2月11日（土）
神戸商工貿易センタービル
（スピーカー） 株式会社レイアパートナーズ 代表取締役 野崎 隆男 氏

●２０１５年度（平成２７年度）
71 2015年4月11日（土）
ビジネスプラザひょうご

●講演及び質疑：「地図を楽しみ、地図に学ぶ。」
（スピーカー）経済産業省近畿経済産業局総務企画部長

中沢

則夫

氏

●ＮＰＯ法人ツーリズム研究機構（JTRA）設立記念セミナー
一部セミナー 14:00～16:30
１．記念講演
初代観光庁長官 本保 芳明 氏
「国の観光施策 と 関西」

72

2015年7月11日（土）
湊川神社「楠公会館」

２．地方のＦＩＴ（外国人個人旅行者）誘致戦略の事例発表
～伊賀市（三重県）、豊岡市(兵庫県)、和束町（京都府）～
（１）伊賀市（三重県） 伊賀市長
岡本 栄 氏
（２）豊岡市（兵庫県） 豊岡市副市長
真野 毅 氏
（３）和束町（京都府） 和束町商工会事務局長
竹谷 保廣
二部交流会

73 2015年10月10日（土）
ビジネスプラザひょうご

氏

17:10～18:50
船上ビァパーティ（交流会）
コンチェルト（ハーランドから出港）

●講演及び質疑：『三都物語 + 奈良 』：都市検定問題の解説から
～私たちの知らない三都物語そして奈良～
（スピーカー）高木 正之 氏（京阪電気鉄道株式会社経営統括室課長）
唯一の三都市(神戸・大阪・京都)検定の合格者

●講演及び質疑：『日本の食の最前線“和食とツーリズム”』
（スピーカー）農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長
74 2015年12月12日（土）
グリーンヒルホテル神戸
出倉

75 2016年2月13日（土）
ビジネスプラザひょうご

功一

氏

●講演及び質疑：『インバウンドビジネスにおける行政・民間との取組み
～ 過去からの変遷を踏まえて』
（スピーカー）エクスポート ジャパン株式会社 代表取締役 高岡 謙二 氏

●２０１４年度（平成２６年度）
関西

2014年4月13日（土）

66 ビジネスプラザひょうご

●講演及び質疑：「目からうろこ！ 関西を旅するFIT(海外個人旅行者)の行動動
機」
～クールジャパンの芽発掘・連携事業
「橘街道：Sweet Road @ KANSAI Project」
実証実験・嵐山でのFIT100人のインタビューから
（１） ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
「嵐山でのFIT・100人のｲﾝﾀﾋﾞｭｰから」
（15:05 ～16:00）
パネラー
山本美穂子
橘街道：Sweet Road @KANSAI Project 事業申請者
NPO法人食育サポート研究所 代表理事
※事業の概略と実証実験の概要・次年度計画
田村 寛
但馬地区コーディネーター
農業法人株式会社TEAMS 専務取締役
※但馬のｲﾝﾊﾞｳﾄﾞの課題・田村氏の考える但馬地区
濱 和彦
京都地区コーディネーター
京福電気鉄道株式会社事業推進部部長
※LCCで増加する香港客について（香港調査）・
嵐山駅蘭桂坊(ランカイフォン)化計画
コーディネーター 伊勢田博志
プロデューサー（ツーリズム研究会事務局長）
（２）橘街道：Sweet Road @KANSAIP Project
専門家の感想・意見など（16:00～16:50）
中嶋 邦弘 ツーリズム研究会会長
「地方行政の受入の視点から」
南部真知子 株式会社神戸ｸﾙｰｻﾞｰ代表取締役
「観光事業者の視点から」
坂上 英彦
京都嵯峨芸術大学観光デザイン学科教授
「地方のインバウンド政策」

67

2014年6月14日（土）
ビジネスプラザひょうご

68

2014年10月11日（土）
ビジネスプラザひょうご

69

2014年12月13日（土）
グリーンヒルホテル神戸

2015年2月14日（土）
70
ビジネスプラザひょうご

東京

●講演及び質疑：「観光振興計画―兵庫県をケースに」
① 講演「【問題提起】新しいひょうごツーリズム戦略の評価」
坂上 英彦 氏
京都嵯峨芸術大学観光デザイン学科教授
・兵庫県ツーリズム委員
② パネルディスカッション 【意見交換】
藤井 英瑛 氏
兵庫県観光監
南部真知子 氏
兵庫県ツーリズム委員
●講演及び質疑：「私とツーリズムの出会い～NHK、嵐電、大阪地下鉄、
各地でであった地域の魅力～」
（スピーカー）大阪市交通局総合プロデューサー
土井 春義 氏
●講演及び質疑：｢こうのとりの飛ぶ街 豊岡市の挑戦｣
【パフォーミングアーツ・ツーリズム】
（スピーカー）豊岡市副市長 真野 毅 氏
●講演及び質疑：｢地方都市の交流戦略と国際戦略｣
～「外国人旅行者の誘致策」「海外パイロットショップ」
の展開など～
（スピーカー）総務省政策統括官（元那須塩原市副市長）渡邊 泰之
元武雄市長
樋渡 啓介 氏

氏

48

2014年6月17日（火）
サービス連合 会議室

●講演及び質疑：「離島のススメ」
（講師）離島コンシェルジェ
下山敦子

49

2014年9月16日（火）
サービス連合 会議室

●講演及び質疑：「ユニバーサルツーリズムにおける多機能トイレ事情」
（講師）NPO 法人CHECK 代表理事 金子 健二 氏

50

2014年12月16日（火）
サービス連合 会議室

●講演及び質疑：「外国人観光客が求めるものと私たちの意識」
（講師）サクラホステル浅草 支配人 鎌田 智子 氏

51

2015年3月24日（火）
サービス連合 会議室

●講演及び質疑：「インバウンドの“闇”を斬る！」
（講師）東洋大学 国際地域学部 国際観光学科 准教授 島川 崇

氏

氏

●２０１３年度（平成２５年度）
関西 63 2013年4月13日（土）
ビジネスプラザひょうご

64 2013年6月8日（土）
ビジネスプラザひょうご
2014年2月15日（土）

65 神戸ポートピアホテル

東京 44 2013年6月18日（火）
サービス連合

会議室

45 2013年9月17日（火）
サービス連合

会議室

46 2013年12月10日（火）
サービス連合

会議室

2014年3月18日（火）

47 サービス連合 会議室

●講演及び質疑： 「『橘街道プロジェクト』～菓子を中心とした京阪神の文化
や歴史をたどる街道をプロデュース～」
（スピーカー）経済産業省
●講演及び質疑：

近畿経済産業局総務企画部長 中村 稔氏
（元兵庫県産業労働部長）

交流とまちづくり「高槻JAZZ

（スピーカー）有限会社

ジェイケイズ

STREET」

代表取締役

北川

潤一郎

氏

●「住野昭（名誉会長）を偲ぶ会」
●御講話「ホモ・モーベンスとツーリズム（仮題）」
（スピーカー）元兵庫県知事／（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構特別
顧問
貝原 俊民氏
●講演及び質疑：「WELCOME TO 大田区～等身大の日本を楽しもう！」
（講師）大田区産業経済部観光課

インバウンド担当

●講演及び質疑：「『中野』のインバウンド戦略」
（講師）山本 真梨子 氏

中野区観光協会常任理事（インバウンドご担当）

●講演及び質疑：「トラベルヘルパーの現場から見る諸課題」
（講師）篠塚 千弘

氏

NPO 法人日本トラベルヘルパー協会

●講演及び質疑：「インバウンド大国シンガポール」
（講師）シンガポールプレスホールディングス 日本支社長 大川 博

氏

●２０１２年度（平成２４年度）
関西 57 2012年4月14日（土）
ビジネスプラザひょうご

58 2012年6月9日（土）
ビジネスプラザひょうご

59 2012年8月25日（土）
ビジネスプラザひょうご

60 2012年10月13日（土）
ビジネスプラザひょうご

61 2012年12月8日（土）
ビジネスプラザひょうご

62 2013年2月9日（土）
ビジネスプラザひょうご

●講演及び質疑「街づくりと宝塚文化～ツーリズムの現場から②～」
（スピーカー）元阪急電鉄専務取締役 松原 徳一氏
●講演及び質疑「神戸医療産業都市の魅力」
～神戸から世界へ先端医療の発信～
（スピーカー）神戸市企画調整局医療産業都市推進本部本部長

今後の研究会のあり方、会員のみなさまのツーリズムでの活動分野など
●講演及び質疑「タクシーは進化する～ツーリズムの現場から④～」
（スピーカー）近畿タクシー㈱代表取締役社長

サービス連合

会議室

41 2012年9月11日（火）
サービス連合

会議室

42 2012年12月18日（火）
サービス連合

会議室

43 2013年3月12日（火）
サービス連合

会議室

森崎

清登氏

●講演及び質疑「福島原発事故と放射能の影響」
（スピーカー）佃

由晃

氏（元、独立行政法人

原子力安全基盤機構）

●講演及び質疑「インターネットを活用した効果的な訪日外国人誘致」
（スピーカー）エクスポートジャパン株式会社
（聞

東京 40 2012年6月12日（火）

三木孝氏

●意見交換「Summer Meeting」

代表取締役

き 手）近畿大学工学部情報システム工学科

●講演及び質疑「文化としての機内誌
（講師）大川

博

氏

講師

高岡

加島

謙二氏

智子氏

マーケティングとしての機内誌」

＜ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾌﾟﾚｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

日本支社長＞

●講演及び質疑「哀しみは観光となりうるか？」
（講師）島川

崇

氏＜東洋大学国際地域学部国際観光学科准教授＞

●講演及び質疑「SIT としての『鉄道ツアー』」
（講師）瀬端 浩之 氏 ＜株式会社日本旅行 鉄道プロジェクトチーム＞
●講演及び質疑「ビッグデータとソーシャルリスニング」
（講師） 鶴本 浩司 氏 ＜株式会社マーケティングボイス 代表取締役＞

●２０１１年度（平成２３年度）
関西 52 2011年4月9日（土）
ビジネスプラザひょうご

●ショートスピーチと対談「ニューツーリズム政策と地方自治体の実行について
（第１回）」
（スピーカー）神戸市観光交流課長 中西 理香子氏
（対談者）ツーリズム研究会代表（元、奈良県立大学客員教授）住野

53 2011年6月11日（土）
ビジネスプラザひょうご

54 2011年10月8日（土）
ビジネスプラザひょうご

55 2011年12月10日（土）
ビジネスプラザひょうご

56 2012年2月18日（土）
神戸グリーンヒルホテル

東京 36 2010年6月21日（火）
銀座吉水「かくえホール」

37 2010年9月20日（火）
サービス連合

会議室

昭氏

●講演及び質疑「風景論から見たアートツーリズム」
（講師）西田

正憲氏＜奈良県立大学地域創造部教授＞

●講演及び質疑 「いま観光はどうなっているのか？～新しいツーリズム資源“近
代化遺産（産業遺産）”の保存と活用～」
（講師）中嶋 邦弘氏＜郷土史探訪ツーリズム研究所代表／（公財）ひょうご
震災記念２１世紀研究機構嘱託＞
●講演と対談「ツーリズム政策の現状と問題点」
（講演者）国土交通省近畿運輸局 企画観光部長 森 宏之 氏
（対談者）ツーリズム研究会代表 住野 昭氏
●スピーチ「ツーリズムの現場から①」
（スピーカー）兵庫県治山林道協会西播磨事務所
高橋 研志郎 氏
（有）京都ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾂｱｰ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 代表取締役 多賀 一雄氏
●講演及び質疑「原点に返って、魅力ある国づくりを考える」
（講師）森田 清隆氏＜日本経済団体連合会＞
●講演及び質疑「日本文化を世界に発信する
～そのための『電子書籍』の役割～」
（講師） 立原 大輔氏＜ｶﾙﾁｭﾚｰﾄﾞ株式会社 代表取締役社長兼CEO＞
永井 さやか氏＜ｶﾙﾁｭﾚｰﾄﾞ株式会社 取締役副社長兼COO＞

38 2010年12月13日（火）
サービス連合 会議室
39 2012年3月13日（火）
サービス連合 会議室

●講演及び質疑「和の力を考える」
（講師）安田 彰 氏 ＜亜細亜大学経営学部教授＞
●講演「ASEAN諸国とイスラム教徒」
（講師） 渕上奘慶 氏＜国際機関日本ｱｾｱﾝｾﾝﾀｰ 観光交流部 部長代理＞

●２０１０年度
関西 47 2010年4月24日（土）
ビジネスプラザひょうご

48 2010年6月12日（土）
神戸ポートピアホテル

●ショートスピーチと対談「観光とツーリズム」
（スピーカー）トラベル・ニュース社編集長
富本 一幸氏
ツーリズム研究会代表
住野 昭氏
●講演と対談「日・中交流新時代を展望して～観光・ツーリズムの今後２０年を
展望す～」
（講演者）中国国家観光局主席代表
鄭 保塁 先生
（対談者）ツーリズム研究会代表（奈良県立大学客員教授）

49 2010年10月9日（土）
ビジネスプラザひょうご

50 2010年12月11日（土）
ビジネスプラザひょうご

51 2011年2月19日（土）
ビジネスプラザひょうご

東京 32 2010年6月8日（火）
銀座吉水「かくえホール」

33 2010年9月14日（火）
銀座吉水「かくえホール」

34 2010年12月7日（火）
銀座吉水「かくえホール」

35 2011年3月8日（火）
銀座吉水「かくえホール」

住野

昭氏

●スピーチと鼎談「ニューツーリズム政策とその実行について」
（スピーカー）国土交通省近畿運輸局
企画観光部長 平嶋隆司氏
（鼎談者）同上 平嶋隆司氏
トラベル・ニュース社編集長
富本 一幸氏
ツーリズム研究会代表
住野 昭氏
●講演及び質疑「ツーリズム政策について～地方自治体“大阪・神戸”の取り組
みの現況と今後について論談する～」
（講師）新堂 庄二 氏＜前、大阪市会議長＞
中瀬 敏明 氏
＜神戸港振興協会常務理事兼事務局長、元神戸市観光課長＞
●講演及び質疑「最近の国際情勢と日本について」
（講師）田邊 隆一氏＜特命全権大使（関西担当）＞
●講演及び質疑『地域活性化とツーリズム』
（講師） 中村 稔 氏＜経済産業省資源エネルギー庁石油流通課長＞
●講演及び質疑『日銀支店長の目からみた観光振興
～政府がﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑを新政策の柱とした背景について考える～』
（講師）清水 紀男氏＜日本銀行 発券局長＞
●講演及び質疑『増え続ける中国人海外旅行者とニューツーリズム』
（講師）柏木 隆久氏
＜観光庁 国際観光政策課長（前JNTO北京事務所長）＞
●講演及び質疑『「VJC2003-2010」総括～海外の観光先進国キャンペーンと
比較して～』
（講師）鈴木

勝氏＜桜美林大学教授・大阪観光大学名誉教授＞

●２００９年度
関西 42 2009年4月11日（土）
ビジネスプラザひょうご

43 2009年6月13日（土）
神戸ポートピアホテル

44 2009年10月24日（土）
ビジネスプラザひょうご

45 2009年12月26日（土）
ビジネスプラザひょうご

●報告及び討議：「ニュー・ツーリズムの現場から（第１回）」
（パネリスト）神戸フィルム・オフィス 代表
田中 まこ 氏
神戸ポートピアホテル 宿泊部長
下左近 寛 氏
（社）ひょうごツーリズム協会 専務理事 大西 信行氏
（コーディネータ）ツーリズム研究会 代表
住野 昭 氏
●報告及び討議「ニューツーリズム（観光以外の新旅行分野）の現場からの報告
と問題点」（第２回）
〔パネリスト〕（財）神戸国際観光コンベンション協会事業部誘致課長
徳岡 照雄氏
（株）ジェイコム ビジターズ・インダストリー研究所
主席研究員 母倉 修氏
〔コーディネーター〕ツーリズム研究会 代表
住野 昭氏
●講演および討議「ニュー・ツーリズム政策の現場からの報告（最終回）」
（パネリスト）近畿経済産業局参事官産業部コンテンツ産業支援室長
高木英彦氏
国土交通省近畿運輸局
企画観光部長 平嶋隆司氏
（ モデレータ）奈良県立大学 地域創造学部 客員教授 住野 昭氏
●対談「私と国際交流のあり方」
（対談者） （財）兵庫県国際交流協会理事長（前兵庫県副知事）
齊藤 富雄氏
ﾂｰﾘｽﾞﾑ研究会代表（奈良県立大学客員教授）住野 昭氏

46 2010年2月13日（土）
ビジネスプラザひょうご

東京 28 2009年6月16日（火）
銀座吉水「かくえホール」

29 2009年9月15日（火）
銀座吉水「かくえホール」

30 2009年12月15日（火）
銀座吉水「かくえホール」

31 2010年3月9日（火）
銀座吉水「かくえホール」

●講演と対談「私の外交体験とツーリズム」
（講演者）特命全権大使（関西担当）
田辺 隆一氏
（対談者）ﾂｰﾘｽﾞﾑ研究会代表（奈良県立大学客員教授） 住野 昭氏
●講演及び質疑「通訳ガイドの仕事づくり！──日本文化の学習と体験型ツアー
の造成」
米原 亮三 氏 ＜NPO日本文化体験交流塾 理事長＞
●講演および質疑「中国人留学生スタッフを活用したリサーチから見える現実～
受け入れ側の抱える課題とチャンス～」
柴崎

洋平

氏

＜フォースバレー・コンシェルジュ㈱

代表取締役＞

●講演および質疑「ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ～農村滞在と地域振興～イタリアに学ぶ」
（講師） 弁護士・弘中総合法律事務所

原田

明夫氏

●講演および質疑「外国人から見た日本のツーリズム――日本の魅力とあるべき
姿」
（ 講師）パウル

ケンプフェン氏

＜ニッポンリンク有限会社 副社長＞

●２００８年度
関西 36 2008年4月12日（土）
神戸ポートピアホテル

37 2008年6月14日（土）
ビジネスプラザひょうご

38 2008年8月9日（土）
ビジネスプラザひょうご

39 2008年10月25日（土）
神戸ポートピアホテル

40 2008年12月13日（土）
ビジネスプラザひょうご

41 2009年2月１４日（土）
ビジネスプラザひょうご

東京 23 2008年5月20日（火）
銀座吉水「かくえホール」

24 2008年7月15日（火）
銀座吉水「かくえホール」

25 2008年9月16日（火）
銀座吉水「かくえホール」

26 2008年11月18日（火）
銀座吉水「かくえホール」

27 2009年3月１７日（火）
銀座吉水かくえホール

●講演：「国際ツーリズム都市神戸の現状と将来展望・提言～世界から見た我が
街・神戸」
国連・世界観光機関（UNWTO）アジア太平洋センター代表
（財）アジア太平洋観光交流センター（APTEC）
理事長 本田 勇一郎 氏
●対談：「国際都市神戸の未来」 本田 勇一郎 氏、および住野 昭氏
●講演及び討議：「ようこそ日本へ“ビジット・ジャパン・キャンペン政策を推
進せよ！」
（パネリスト） （株）神戸クルーザー（コンチェルト）社長
南部 真知子氏 「クルーザーと私」
世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）部長
堀
清氏 「教育旅行とツーリズム」
（有）サポート・エム・ツー社長
伊勢田 博志氏 「エコ・ツーリズムと地域振興」
（コーディネータ）住野 昭氏（研究会代表）
●講演：「観光立国日本の課題」
国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）理事
登 誠一郎氏
●対談：登 誠一郎氏と住野 昭氏（研究会代表）
●講演とＱ＆Ａ：「国際化とツーリズム」
弁護士、東京女子大学理事長
原田 明夫氏
（モデレータ）住野 昭氏（研究会代表）
●報告＆討議：「日中交流（特に訪日中国旅行者）の現状・今後の展望と問題点
を考える」
中国国際旅行社（日本）副社長兼大阪支社長
胡 如祥氏
●報告と討議：「地域振興とツーリズム（観光＋ニューツーリズム）～日銀神戸
支店アンケート調査から見た兵庫県ツーリズム産業の課題について」
日本銀行

神戸支店長

清水紀男氏

●講演及び討議「Enjoy every bit of Japan ～訪日外客向け体験プログラムの
アレンジ術」
（株）エイチ・アイ・エス エクスペリエンス ジャパン
代表取締役
野々山 桂 氏
●講演及び討議「魅力ある旅館はここが違う！～街や地域ぐるみのおもてなし
～」
ツーリズム・マーケティング研究所 主任研究員 井門 隆夫氏
●講演及び討議「“やまとごころ．ｊｐ”で繋ぐインバウンド・ツーリズム～ま
だまだ足りない日本からの情報発信！」
ポータル・ジャパン㈱代表取締役社長
村上 慶輔氏
●講演及び討議：「ジャパン・ブランドを考える」
～「名所旧跡」から「生活文化」へと移り変わる日本の魅力～」
元JNTO(日本政府観光局)理事 安田 彰 氏
●講演及び討議；「 What’s your purpose ? ～多様なニーズへの極め細やか
な対応と新たな市場開拓に挑むGMT～」
GMTツーリズム総合研究所 所長
小林 裕和 氏

●２００７年度
関西 31 2007年4月14日（土）
神戸ポートピアホテル

32 2007年6月9日（土）
県立神戸学習プラザ

33 2007年10月13日（土）
県立神戸学習プラザ

34 2007年12月8日（土）
神戸ポートピアホテル

35 2008年2月9日（土）
神戸国際会議場

東京 19 2007年7月24日（火）
銀座吉水「かくえホール」

20 2007年9月18日（火）
銀座吉水「かくえホール」

21 2007年11月20日（火）
銀座吉水「かくえホール」

22 2008年１月22日（火）
銀座吉水「かくえホール」

●報告と討議「ツーリズムの新分野：ユニバーサル・ツーリズム
～バリアフリーから世界のツーリズム活動まで～」
ＮＰＯ法人ウィズアス代表
鞍本 長利 氏
兵庫県健康生活部生活企画局ユニバーサル課長
岡崎 まゆみ 氏
（財）アジア太平洋観光交流センター業務・研究部付部長 堀 清氏
（コーディネーター）研究会代表
住野 昭 氏
●報告と討議「ツーリズムの新分野Ⅱ ～産業観光を含む産業ツーリズム、コンベ
ンション、イベントの現状と課題～」
（パネリスト）近畿経済産業局通商部長
高畑 郁世 氏
大阪商工会議所理事・地域振興部長
豊岡 賢二 氏
大阪観光コンベンション協会観光部長 前田 雅裕 氏
（コーディネーター）研究会代表
住野 昭 氏
●講演及び討議「私のビジネス旅の思い出～世界６ヶ国での或る外交官の見聞録
～」
大阪学院大学外国語学部教授
松本 和朗 氏
●報告及び討議「今、問われる政策変革・実行能力～観光立国推進基本法の制定
を受けて～」
（パネリスト）ジェイコム㈱国際事業部調査役
別所 峻 氏
前大阪市市長室国際交流担当部長
木村 勇 氏
（モデレーター）日本観光学会 政策部会長
住野 昭 氏
●報告及び討議「観光立国推進基本法実践に向けて」
（パネリスト）国土交通省近畿運輸局企画観光課長
吉田 晶子 氏
経済産業省近畿経済産業局通商部長 高畑 郁世 氏
（株）夢舞台・ウェスティンホテル淡路社長 江木 耕一氏
（モデレータ）日本観光学会政策専門部会長
住野 昭 氏
●講演及び討議「観光立国日本とコンベンションの振興」
独立行政法人 国際観光振興機構理事 登（のぼる）誠一郎 氏
●講演及び討議「ツーリズム業界の人材育成 －今日と明日－ 」
JTBトラベル＆カレッジ校長
佐々木 敏雄 氏
●講演及び討議「May I help you? －案内所から見た訪日客の素顔－」
国際観光振興機構（JNTO）前TIC（ﾂｰﾘｽﾞﾄ･ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ）
所長
鈴木 誠一 氏
●講演及び討議「ビジットジャパンキャンペーンにおけるMICE（国際会議、展示
会、イベント等）の役割」
日本コンベンションサービス（株）

開発グループ

松田健

氏

●２００６年度
関西 26 2006.4.8（土）
神戸ポートピアホテル

27 2006.6.10（土）
県立神戸学習プラザ

28 2006.10.14（土）
県立神戸学習プラザ

●討議「コンベンションと国際交流」
高野 幸二郎氏（兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 館長）
大原 義弘氏（前、財団法人兵庫県国際交流協会 専務理事）
林 芳宏氏（財団法人神戸市観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業部長
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会 代表）
●講演「ツーリズム先進国“オーストラリア”に学ぶ」
マイケル・クリフトン氏（オーストラリア総領事）
●対談「あべこべの国、日豪の知られざる魅力について」
マイケル・クリフトン氏（オーストラリア総領事）
住野 昭氏（研究会 代表）
●討議「ICT（インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー）とツー
リズム～ICTがツーリズムにどう影響したのかを探る～」
和久屋 聡氏（兵庫県企画管理部教育・情報局情報政策課長）
山本 誠次郎氏（NPO法人ひょうご・まち・くらし研究所 理事）
高岡 謙二氏（エクスポート・ジャパン㈱ 代表取締役）
竹中 康裕氏（旅旅リンク・ドット・コム 代表）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会 代表）

29 2006.12.9（土）
神戸ポートピアホテル

30 2007.2.10（土）
県立神戸学習プラザ

東京 15 2006.5.15（月）
銀座吉水「かくえホール」

16 2006.7.20（木）
銀座吉水「かくえホール」

17 2006.11.16（木）
銀座吉水「かくえホール」

18 2007.1.18（木）
銀座吉水「かくえホール」

●討議「ツーリズム：交流の緒相」
丹羽 修氏（兵庫県参事兼観光交流局長）
ポール・リンチ氏（財大阪英国総領事）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会 代表）
●報告と討論「関西国際空港・神戸空港の現状と将来展望」
香川 謙次氏（神戸市空港事業室誘致課長）
住田 弘之氏（関西国際空港㈱お客様本部航空営業部長）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会 代表）
●講演及び討議「日本の魅力を生かす自然と人々」
原田 明夫氏（弁護士、（財）国際民商事法センター理事長、
東京女子大学理事長）
●講演及び討議「観光立国推進基本法の成立に向けて」
森田 清隆氏（社団法人日本経済団体連合会 産業本部）
●講演及び討議「インカミングニッポン・外から見た、内の目」
パウル・ケンプフェン氏（ﾆｯﾎﾟﾝﾘﾝｸ（有）副社長・明海大学特任教授）
●講演及び討議「（社）日本ツーリズム産業団体連合会（TIJ）の活動と今後の方
向性について」
田所俊彦氏（社）日本ツーリズム産業団体連合会（TIJ）事業部部長

●２００５年度
関西 21 2005.4.9（土）
県立神戸学習プラザ

22 2005.6.11（土）
県立神戸学習プラザ

特 2005.8.27（土）
神戸ポートピアホテル

23 2005.10.8（土）
県立神戸学習プラザ

24 2005.12.10（土）
神戸ポートピアホテル

25 2006.2.11（土）
神戸ポートピアホテル

東京 11 2005.7.21（木）
銀座吉水「かくえホール」

12 2005.9.15（木）
銀座吉水「かくえホール」

13 2005.11.10（木）
銀座吉水「かくえホール」

14 2006.1.19（木）
銀座吉水「かくえホール」

●討議「国際コンベンションの現状と課題～ビジット・ジャパンとコンベンショ
ンの役割～」
津田 貞之氏（㈱淡路夢舞台・ウェスティンホテル 会長）
林 芳宏氏（神戸観光コンベンション協会 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業部長）
辻 孝和氏（㈱ジェイコム コンベンション事業本部営業部長）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会代表）
●討議「外国人から見たビジット・ジャパン・キャンペーン」
ニール・フック氏（在大阪英国総領事）
クレイグ・フラー氏（ネスレピュリナペットケア㈱ 代表取締役）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会代表）
●講演「地球一周クルージングの体験」
三島 康雄氏（前奈良県立大学 学長）
●討議「神戸空港開港（2006年2月16日）に備えて」
渡邉 公章氏（社団法人ひょうごツーリズム協会 事業課長）
中瀬 俊明氏（神戸市 生活文化観光局観光交流課長）
香川 賢次氏（神戸市 みなと総局空港整備室誘致課長）
加藤 雄次氏（㈱ジェイティービー神戸三ノ宮支店業務課長）
（ゲスト）クリストファー・ウッド氏（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ総領事館副総領事）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会代表）
●討議「動き始めた新ツーリズム資源～ﾃｸﾆｶﾙﾂｱｰ・ｲﾍﾞﾝﾄ・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ・教育・ﾋﾞｼﾞ
ﾀｰ」
高木 英彦氏（近畿経済産業局 投資交流促進課長）
堀 清氏（財団法人日本修学旅行 大阪支部次長）
母倉 修氏（㈱ｼﾞｪｲｺﾑ ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ研究所 主席主任研究員）
クリストファー・ウッド氏（オーストラリア総領事館 副総領事）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会 代表）
●対談「ビジター（訪日外客）と在日外国人との関係について考える ～世界華商
大会（２００７年９月）神戸開催に備えて～」
林 同春氏（神戸華僑総会 名誉会長）
住野 昭氏（研究会 代表）
●講演「ホスピタリティとツーリズム」
崎本 武志氏（駿台トラベル＆ホテル専門学校 講師）
●講演「国際観光立国に関する提言と経団連の取組について」
森田 清隆氏（社団法人日本経済団体連合会 産業本部）
●講演「新”観光”戦略（New Tourisum Strategy）の提唱（私案）」
登 誠一郎氏（独立行政法人国際観光振興機構 理事）
●講演「動き始めた新しいツーリズム資源」
住野 昭氏（ツーリズム研究会 代表）

●２００４年度
関西 16 2004.4.10（土）
県立神戸学習プラザ
17 2004.6.12（土）
県立神戸学習プラザ
18 2004.10.9（土）
県立神戸学習プラザ

19 2004.12.11（土）
神戸ポートピアホテル

20 2005.2.12（土）
県立神戸学習プラザ

東京

6 2004.5.20（木）
（財）日本交通公社

7 2004.7.15（木）
（財）日本交通公社

8 2004.9.16（木）
（財）日本交通公社

9 2004.11.18（木）
（財）日本交通公社

10 2005.1.20（木）
（財）日本交通公社

●講演「中国観光産業の概要～世界一をめざす中国のインバウンド～」
周 文傑氏（中国国家観光局大阪事務所 所長補佐）
●講演「ノルウェーのツーリズムについて」
河合 正男氏（特命全権大使 大阪担当）
●報告及び討議「兵庫県ツーリズム政策の現状と課題」
前田 秀俊氏（兵庫県 産業労働部国際交流局観光交流課長）
荒木 茂顕氏（神戸商工会議所 総務部参事役）
岩本 和典氏（社団法人ひょうごツーリズム協会事業課長）
（コーディネータ）
住野 昭氏
●討議「ビジット・ジャパン・キャンペーンの取組と問題点」
前田 雅裕氏（財団法人大阪観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 主幹・観光部長）
中村 光信氏（ヒルトン大阪 セールスマーケティング部長）
中瀬 俊明氏（神戸市 生活文化観光局観光交流課長）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会代表）
●討議「ホスピタリティー（もてなし）の実践～現場からの報告と課題」
小林 義寛氏（兵庫県 産業労働部観光交流課長）
淺野 充氏（神戸グリーンホテル 常務取締役）
森山 芳子氏（ＫＯＢＥ観光ガイドボランティア 代表）
船木 優子氏（㈱ユー・エス・ジェイ 飲食部教育研修担当）
（コーディネータ）
住野 昭氏（研究会代表）
●講演「中部国際空港の開港は日本のインバウンドを変える」
中村 治男氏（中部国際空港㈱ 営業部ｴｱﾎﾟｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ副長）
●講演「インバウンド振興の為、これからの宿泊産業のあり方」
山口 祐司氏（桜美林大学 名誉教授）
●講演「スローツーリズムの時代」
清水 洋一郎氏（㈱ジェイコム 取締役営業開発本部長）
●講演「産業観光の未来とインバウンド振興～テクノツーリズムの実態～」
母倉 修氏（㈱ｼﾞｪｲｺﾑ ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ研究所主席主任研究員）
森田 清隆氏（社団法人日本経済団体連合会 産業本部）
●講演「次世代ポータルサイト～これからの情報発信のあり方」
野崎 修氏（㈱ＫＤＤＩエボルバ 営業第二本部営業部部長）
大谷 隆之氏（ネクストコム㈱ Right Nowセンター
セールス＆マーケティングマネージャー）

●２００３年度
関西 11 2003.4.19（土）
県立神戸学習プラザ

12 2003.6.14（土）
県立神戸学習プラザ

13 2003.10.18（土）
県立神戸学習プラザ

14 2003.12.13（土）
グリーンヒルホテル神戸

●講演「外務省とツーリズム」
大久保 基氏（外務省大阪担当大使）
●講演「外国人ツーリストが一人歩きできる街を目指して～ホスピタリティをカ
タチ（形）に～」
松本 道弘氏（大阪商工会議所 理事）
●講演「ヘリテージ・ツーリズム」
ニール・フック氏（在大阪英国総領事）
●講演「ﾍﾘﾃｰｼﾞ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰの養成と文化財を生かしたまちづくりについて」
村上 裕道氏（兵庫県教育委員会 文化財室文化財課長）
●緊急報告「ＳＡＲＳ新型肺炎とツーリズム関連ニュース」
劉 成氏（中日新報新聞社 社長）
●特別報告「東京支部近況報告」
林 俊介氏（財団法人日本交通公社 研究調査部主任研究員）
●講演「シルクロードと日本人の生活」
鄭 保塁氏（中国国家観光局大阪事務所 首席代表）
●シンポジウム「関西のホテル経営～現状と課題」
（京都）友澤 弘氏（京都ホスピタリティ研究所 代表）
（大阪）中村 光信氏（ヒルトン大阪 営業部統括部長）
（神戸）蔵田 毅氏（神戸ポートピアホテル 取締役宿泊部長）
（淡路）谷口 進一氏（㈱夢舞台 専務取締役

15 2004.2.14（土）
県立神戸学習プラザ

東京

1 2003.5.15（木）
（財）日本交通公社

2 2003.7.17（木）
（財）日本交通公社

3 2003.9.18（木）
（財）日本交通公社

4 2003.11.20（木）
（財）日本交通公社

5 2004.1.15（木）
（財）日本交通公社

●講演「国際テクニカルビジットの推進について」
伊藤 正道氏（近畿経済産業局 通商部長）
●シンポジウム「同」
近藤 博子氏（近畿経済産業局 通商部国際課長）
飛田 弘文氏（三洋電機㈱ 役員ｽﾀｯﾌﾕﾆｯﾄ秘書担当チーム部長）
荒木 茂顕氏（神戸商工会議所 参事役）
（コーディネータ）清水 洋一郎氏（株）ジェイコム
●ツーリズム研究会東京支部の設立
●講演「ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに向けたインフラ整備のための提言」
小田中 克巳氏（社団法人日本ﾂｰﾘｽﾞﾑ産業団体連合会 事業部長）
●講演「日本旅館の勝ち組、負け組～旅館業界から見たインバウンドの現状と問
題点 （インバウンドは負け組の象徴なのか？）～」
井門 隆夫氏（㈱ツーリズム・マーケティング研究所主任研究員）
●講演「訪日外客の受け入れによる観光まちづくりの視点」
阿比留 勝利氏（㈱ジェド・日本環境ダイナミックス 代表取締役）
●講演「２００２年ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ･ｻｯｶｰ外国人観戦者対応の実態と課題」
林 俊介氏（財団法人日本交通公社 主任研究員
●講演「ツーリズムとの関係で見るイベント業界の動向について」
宮地 克昌氏（イベント・プロデューサー）

●２００２年度
関西

6 2002.4.13（土）
県立神戸学習プラザ

7 2002.6.8（土）
県立神戸学習プラザ

8 2002.9.21（土）
県立神戸学習プラザ

9 2002.11.16（土）
県立神戸学習プラザ

10 2003.2.15（土）
県立神戸学習プラザ

●パネルディスカッション「ホテル・ツーリズム～新市場を編集する」
桧垣 真理子氏（ザ・リッツカールトン・大阪ｸォﾘﾃｨ担当部長）
浅野 充氏（㈱グリーンヒルホテル 常務取締役）
牧田 明雄氏（兵庫県立淡路夢舞台 国際会議場ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ部長）
（コーディネータ）
住野 昭氏
●課題討議「東アジアからの観光客の現状について」
惣福 正光氏（国際観光振興会 京都事務所長）
●会誌掲載者との質疑
（編集）城戸 孝明氏（日本経済新聞社 編集局記者）
清水 洋一郎氏（㈱ジェイコム 営業開発局長）
坂上 英彦氏（㈱日本総合研究所 主任研究員
●講演「地域活性化策としてのツーリズム」
中嶋 邦弘氏（財団法人国際エメックスセンター 専務理事、等）
●講演「ＰＰＰ官民連携とツーリズム」
清水 洋一郎氏（㈱ジェイコム 取締役営業開発局長）
●講演「中国との交流拡大と課題」
劉 成氏（中日新報新聞社 社長）
高田 和美氏（財団法人兵庫県青少年本部 専務理事）
（コーディネータ）
清水 洋一郎氏
●講演「インバウンドの現状と課題」
岩井 雄司氏（国土交通省 近畿運輸局企画観光課長）
●講演「韓国からのインバウンドの現状と課題、対応策について」
李 容淑氏（㈱リンカイ 社長）
（コーディネータ）坂上 英彦氏（㈱日本総合研究所主席研究員）

●２００１年度
関西

1 2001.4.14（土）
県立神戸学習プラザ

2 2001.6.9（土）
県立神戸学習プラザ

3 2001.9.8（土）
県立神戸学習プラザ

●ツーリズム研究会の設立
●講演「国際交流とツーリズム」 住野 昭氏（龍谷大学 講師）
●講演「２１世紀の旅行エージェントはどう変わるか」
清水 洋一郎氏（㈱ジェイコム 営業開発局長）
●講演「ビジター産業に進路をとれ～日本の都市再生への提言～」
坂上 英彦氏（㈱日本総合研究所 主席研究員）
●講演「関西ショッピング・センター計画～U.S.J.に流入する買物客～」
城戸 孝明氏（日本経済新聞社 紙面編集部記者）
●講演「日本のコンベンションの将来」
中村 順一氏（国立京都国際会館 館長）

4 2001.11.10（土）
県立神戸学習プラザ

特 2002.1.30（水）
県立神戸学習プラザ

5 2002.2.16（土）
県立神戸学習プラザ

●パネルディスカッション「ひょうごのツーリズム振興～兵庫県のツーリズムを
三つの視点から～」
・「国際ﾂｰﾘｽﾞﾑの振興」森 哲夫氏（兵庫県商工労働局観光交流課長）
・「地域振興と経済効果」山本 誠次郎氏
（21世紀ひょうご創造協会 特別研究員）
・「環境とツーリズム」谷津 龍太郎氏（APNセンター センター長）
（コーディネータ）
清水 洋一郎氏
●講演「国際交流と日本の外交」
望月 敏夫氏（外務省 大阪担当特命全権大使）
※大学連携「ひょうご講座」友の会との共催
●パネルディスカッション「国際交流、三つの視点から」
・「教育と国際交流」宮崎秀紀氏（21世紀ひょうご創造協会理事長）
・「都市とコンベンション」大塚 辰美氏
（兵庫県立淡路夢舞台 国際会議場館長）
・「大阪市の文化・観光戦略」堤 道明氏
（大阪市ゆとりとみどり振興局企画調整課長）
（コディネータ） 住野昭氏 ｸﾗｲﾑ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(有)代表取締役

