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西暦 会⾧/人数 日付 都道府県 開催場所 勉強会等 講師等
DVD

枚数

2003年 15 7名 12月上旬 宿MLにより発足の提案

1月28日 メーリングリスト開設

平松佐智恵 3月15日 東京都 全国旅館会館 初顔合わせ 21世紀の旅館業と観光 全旅連会⾧ 小原健史

6月28日 京都府 祇園畑中 財務勉強会 石橋利栄

ＪＫＫに望むこと 全旅連会⾧ 小原健史

女性経営者に望むこと 第16代青年部⾧ 松田賢明

16名 1月18日 清都  会議

リゾートイン白浜 個人情報保護法の勉強会 ｸｴｽﾄ・ﾌｫｰ㈱ 伊藤寛記氏

3月29日 佐賀県 和多屋別荘 経営改善の実例報告 金融問題と事業再生 全旅連会⾧ 小原健史

6月1日 愛知県 豊田ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞホテル 第１回全旅連女性経営者の会

全国旅館会館 第２回全旅連女性経営者の会

第１回オープンセミナー 女将塾 三宅美佐子

女将塾 山本稔精

基調講演 小原顧問

第3回全旅連女性経営者の会

ﾎﾃﾙのﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄの基本について 全旅連専務理事 中村次⾧

設備施工について ｾﾗｳﾞｨ施工担当 神田久弘

石の選び方 庭造りについて 大里樹苗資園 富田茂直

第４回女性経営者の会

全国大会分化会の寸劇撮影

第5回女性経営者の会

第２回オープンセミナー

ほんまもんの顧客ｻｰﾋﾞｽとは 日本旅行 平田進也

宿泊業における節税対策 税理士 堀浩司

2月24日 大和屋本店 第６回女性経営者の会

3月15日 東京都 全旅連会館 第７回女性経営者の会

4月12日 東京都 全旅連会館 第１回女性経営者の会

5月11日 東京都 全旅連会館 第２回女性経営者の会

6月6日 東京都 赤坂ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
全国大会 分科会担当

  あなたは本当に経営ができますか？

第３回女性経営者の会

新しい時代の旅館ﾎﾃﾙ経営の第一弾 全旅連会⾧ 小原健史

旅館・ﾎﾃﾙのの社員教育について 稲熊真佐子

32名 第４回女性経営者の会

集客につながる絵手紙の書き方 日本絵手紙協会 霜垣ユミ子

経営に役立つ個性学 ビードゥー 佐廣辰也

第５回女性経営者の会

実学 旅館経営 湯元舘 針谷了

4月24日 東京都 全旅連会館 総会

財務勉強会 石橋利栄

オープンセミナー

7月10日 東京都 都道府県会館 企業理念について～なぜ今経営理念が必要か～ 日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ村上征一

会員による事例発表 稲熊真佐子 岡本尚子

第1回定例会

イメージアップ&売上を伸ばす色彩活用法 ハートフルカラー 石井亜由美

旅館再生の着眼点 美春閣 永山久徳

第2回定例会議

社員教育にも繋がる礼儀作法と実践 エデュウス 藤田素子

総会

ISOから学ぶ経営品質

   ～会社の経営品質向上のための着眼点～
全旅連会⾧ 佐藤信幸

2004年 16

9月28日 秋田県 男鹿萬盛閣

2005年 17

千葉県

9月15日 東京都
都道府県会館

11月14日 埼玉県 小さなﾎﾃﾙｾﾗｳﾞｨ

2006年 18

2月22日

大阪府

大和屋本店

2月23日

2007年 19

1月23日 大阪府 不死王閣

10月3日 岡山県 ゆのごう美春閣

大阪市中央公会堂

7月6日 三重県 涼風荘

10月17日 新潟県 滝乃湯

1月28日 山形県 銀山荘

4月17日 東京都 全旅連会館

稲熊真佐子

37名

2008年 20
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37名 オープンセミナー

これからの女性経営者に望むもの 小原健史顧問

経営計画の必要性・立て方・活用法 全旅連金融特別委員会 渡邉清一朗

会員による事例発表 ⾧松由紀子

第1回定例会議

今のネット事情 女将でもできるユーチューブ Googole大阪営業所 小林寿朗

Yahooメッセンジャーのインストールと体験 野口露珠

第2回定例会

私が「なかや」でやったこと なかや旅館 阿部剛

簡単にできる食器の補修講座 清水美枝

清水美枝 4月23日 東京都 全旅連会館 総会

47名 第1回定例会議

委員会体制 旅館でできる「地域活性化」のための取り組み 船井総研研究所 大坪敬史

スタート 第2回定例会議

こんな時どうする労務管理

 ～会社を守るために知っておきたいこと～
社会保険労務士 斎藤学

第3回定例会

1

49名 総会 1

旅館ホテル業界における法律問題

  ～旅館・ホテルの法律問題365日～

五木田・三浦法律事務所

      三浦雅生弁護士
3

第1回定例会議

初心者でもわかる「Twitter」 有限会社ザワン ノブ横地

強くやさしく美しい旅館ホテルの経営 小原健史顧問

オープンセミナー 観光づくりと地域連携

信州DCにおける観光と地域連携 滝の湯 武井功

信州から生まれる食文化 木の花屋 宮城恵美子

あなたは本当に経営ができますか？

  ～もしﾊﾟｰﾄﾅｰがいなくなったら～

パネラー 石橋利栄、永山いず

み、山田喜代

コーディネーター 稲熊真佐子

1

第2回定例会議

和のホスピタリティ 日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌ 洞口光由 1

モチベーションの上げ方 山田喜代

石橋利栄 4月21日 東京都 全旅連会館 総会

46名

6月7日 東京都 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京

第89回全旅連全国大会分科会

 消すな燃やし続けろ宿屋の火

   ～未来に繋げる宿屋のこころ～

パネラー

北原茂樹様親子（父・息子）

久保田浩基様親子（父・息子）

横山公大様 親子（母・息子）

北川雅代様 親子（母・息子）

2

第1回定例会議

東日本大震災の現状と対策 江戸屋 吉岡鞠子 2

川柳 岡本尚子

第2回定例会議

字てがみ 初心者講座 日本字てがみ協会 髙嶋悠光

ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 職場のﾄﾗﾌﾞﾙあれこれ～旅館ﾎﾃﾙ編～ 社会保険労務士 所信昭 1

落語で町おこし 国広佳子

ＬＥＤ節電効果について 東祐子

ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙﾌｸｵｶ 2

10月1日 滋賀県 きよみ荘 1

7月8日 福岡県

9月28日 栃木県 ﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝ益子舘 3

2010年 22

1月26日 富山県 ふくみつ華山温泉 リピーターの多い宿づくり

なんども泊まりたい宿づくりのために実践して

2009年 21

1月27日 群馬県 玉屋ホテル 3

7月13日 京都府 花筏 3

2011年 23

1月26日 山梨県 田中屋旅館

第16代青年部⾧ 松田賢明

4月14日 東京都 全旅連会館

7月7日 山口県 梅乃屋

Twitter、SNS講座など開催。エリアスタディ事例集

7月7日 茨城県 筑波山江戸屋

9月26日

福井県 宝永旅館

9月27日

2

9月28日 ⾧野県 ﾎﾃﾙ国際21

1

2008年 20

2 / 6 ページ



  JKK2003より／勉強会記録ALL

西暦 会⾧/人数 日付 都道府県 開催場所 勉強会等 講師等
DVD

枚数

第3回定例会議

マーケティング手法+SNSの必要 マーケティングアイズ㈱ 理央周 1

事業承継の王道 ㈱名南経営 亀井英孝 1

病気の子供を持つ家族に対するケア 齊藤靖子

44名 4月19日 東京都 全旅連会館 総会

第4回定例会議

聴覚障がい者の接し方と心得 手話 岡部満吉

自己啓発を始めよう 野口露珠

救命救急 いざという時 秩父消防署

益子舘で取り組むバンド活動 高橋美江

9月3日 びわ湖花街道 第5回定例会議

9月4日 大津プリンスホテル 湯元舘 経営方針発表会の見学

第6回定例会議

誰もが幸せを感じる宿泊施設へ

～おもてなしの輪を広げるユニバーサルツーリズム
夢ツーリストきたみ 北見貴志 1

メンタルヘルスについて 大久保クリニック 大久保圭策 1

雇用問題と就業規則の見直し ㈱ところ人事企画 所信昭 1

北川雅代 4月24日 東京都 剛堂会館 総会

48名 第1回定例会議

震災復興に向けた神戸市の観光まちづくり 神戸市産業振興局 中西理香子

ＪＫＫの創立の精神と旅館業の今日的な課題 小原健史顧問 1

顧客管理について ⾧坂正惠

第2回定例会議

旅館業賠償責任保険での対応・ケーススタディ
全旅連保険代理店

全旅連事業サービス 太田幸江

乳がんになってしまって

   …人は病気になるんだ･･･でも???
湯本英里

10月9日 斎藤ホテル 施設管理について 斎藤育子

第3回定例会議

業界が抱える喫緊の課題とその対応

～建物に係る固定資産評価の見直し・耐震改修

促進法の改正・消費税外税化～

全旅連会⾧ 佐藤信幸

大きな設備投資せずに、集客しよう

     ～有馬館の場合～
須藤佳子

1月23日 社会貢献に役立つ雇用と助成金 社会保険労務士 土屋講 1

51名 総会

10周年記念式典 式典
会員34名会員以外53名合計87名

（懇親会は77名）

「ほめ達!」が人と組織を活性化

～あなたの周りにはダイヤの原石がいっぱい！～

日本ほめる達人協会

    理事⾧ 西村貴好
1

第4回定例会議

客室に潤いのおもてなし

    【季節のなげいれ花講習会】
南天苑 山﨑一弘 1

7月9日 道頓堀ホテルの海外戦略 道頓堀ホテル 橋本明元 1

第5回定例会議

あなたの宿は≪美人≫ですか？

 素敵にビフォーアフター

  空間のメイクアップ術おみせします！

AO STYLE 住百合子 1

明日のみんなの笑顔のために

    “鉄道むすめ”が繋ぐ地域の連携

～出会いに感謝 みやびが織り成す人間模様～

栃木県青年部理事 奥村祐一 1

再生の中での事業継承 北川雅代

産業再生機構を使っての再建 湯守田中屋 田中三郎氏

第6回定例会議

新時代のﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ～活用と実践～ シンクフィールズﾞ 石原浩巳 1

Hidden Japan ～ 徳島の秘境をブランドする ホテル祖谷温泉 植田佳宏 1

1月28日 ３.５代目社⾧として 河原千晶

2013年 25

2月5日

大阪府 大和屋本店

2月6日

手作りの参考書

2012年 24

2月6日 愛知県 和陽館

6月26日

埼玉県 ホテル美やま

7月9日 兵庫県 兵庫県民会館

10月8日
⾧野県

上田勤労福祉センター

1

6月27日

滋賀県

2014年 26

1月22日
山形県 有馬館

4月26日 東京都 ル・ポール麹町

7月8日
大阪府 南天苑

9月16日

栃木県 湯守 田中屋

9月17日

1月27日
徳島県 阿波観光ホテル2015年 27
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岡本尚子 4月14日 東京都 助六の宿 貞千代 総会

54名 第1回定例会議

全旅連の現在の課題と将来像 全旅連会⾧ 北原茂樹 1

食物アレルギーについて 同志社女子大学 伊藤節子

京都おこしやすプロジェクトについて 京都府 中本晴夫

ユニバーサルデザインこそ最高のおもてなし 小原健史顧問 1

訪洛外国人観光客の現状
京都文化交流ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

赤星周平

宿泊施設におけるｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ

    成功事例とｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽのｽﾃｯﾌﾟ
㈱やまとごころ 帆足千恵 1

第2回定例会議

4000万人相互交流時代における

    観光立国戦略とｼﾆｱﾏｰｹｯﾄへの取り組み
㈱JTB 観光戦略部⾧ 加藤誠 1

外国人観光客誘客による地域活性とその戦略
ダイヤモンド・ビッグ社

       川端 祥司
1

楽天問題・古谷旅館について 古屋旅館 内田宗一郎 NG

クレジット精算について 石井敏子

1月14日 宝塚歌劇の観劇

第3回定例会議

トリップｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの活用 ﾄﾘｯﾌﾟｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ㈱ 青山浩一

65名 総会

一年間で大変身！<衣食住>の劇的ﾋﾞﾌｫｰｱﾌﾀｰをお見

せします ～ついつい、SNSに投稿したくなる<オ

シャレ>な宿の作り方～

AO STYLE 住百合子

第4回定例会議

女性の社会的地位の向上 前千葉県知事 堂本暁子 1

ノロ・レジオネラ・アレルギーについて 全旅連厚生委員⾧ 野澤幸司 1

新潟県 ２度の震災復活 新潟県理事⾧ 野澤幸司

オープンセミナー

地域におけるインバウンドの取り組み
東洋文化研究家

   アレックス・カー
1

パネルディスカッション

 地域が主役

  ～あなたの街にインバウンドを呼び込もう～

パネラー

①小俣緑（観光庁観光産業課）

②栗山圭子（京都新聞社）

③南めぐみ（ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ

ｸﾞｽ（株）

④河原千晶会員

1

第5回定例会議

Magic of Disuney Hotels ﾐﾘｱﾙﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙｽﾞ 桜井孝

クレーマー対策としての宿泊約款の活用 弁護士 三浦雅生

1

6月30日

10月6日

静岡県 古屋旅館

10月7日

兵庫県 ホテル若水
1月15日

4月18日 大阪府 不死王閣

7月12日 新潟県

6月29日

京都府 旅館こうろ

ホテル小柳

9月28日 滋賀県 琵琶湖ホテル

1月11日 千葉県 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰﾎﾃﾙ

JKK用スピードラーニング、インバウンド対応映像、ピンクリボンカード

2015年4月～2017年1月 岡本体制

2015年 27

2017年 29

2016年 28
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松﨑久美子 4月18日 兵庫県 ほてるISAGO神戸 総会

82名 千年のかくれんぼ

～にし阿波観光圏の目指すもの～

一般社団法人そらの郷

 事務局次⾧ 出尾 宏二
1

田舎だからこそ出来るおもてなし 谷口真理 -

宿泊産業の生産性向上とホスピタリティの両立

～マーケティングの観点を中心に～

東洋大学

国際観光学部国際観光学科

 国際観光学専攻 准教授

      徳江 順一郎
宿の労働環境改善委員会 事例発表会

   「時短処理 予約業務処理の短縮」

宿の労働環境改善委員会

    稲熊真佐子委員

10月17日 愛隣館における生産性向上の取り組み 愛隣館専務取締役 桑波田邦彦 1

旅館・ホテルで働く魅力を再発見！内外から紐

解く自社の働く方の魅力と課題

～旅館・ホテルで働く人の労働認識改革へ向け

て～「旅館で働く魅力と懸念について」

ワークショップ形式 -

①「宿泊サービスの魅力」

②「働く人に向けての工夫の具体策」

HOTEL SHE KYOTO

   代表 龍崎 翔子
1

88名 4月11日 東京都 大江戸温泉物語 総会

強い組織に不可欠なものとは

 ～労働環境の改善は未来を担う人材育成～

Work Life Brand

   代表 二ノ丸 友幸
NG

宿の労働環境改善委員会 事例発表会

「花真珠における生産性向上の取り組み」

宿の労働環境改善委員会

    迫間 優子委員
-

7月12日 志摩観光ホテル
持続可能性

日本の食材、フランス料理技法との融合

志摩観光ホテル

  総料理⾧ 樋口 宏江
1

～３０年前から雪国インバウンド～

   津軽地吹雪体験秘話ヒストリア
津軽地吹雪会 代表 角田 周

青森県の嫁っことなって。

    地域の魅力を世界に発信！
杉澤知恵 -

オープンセミナー

誰もが共に暮らしやすい未来へ

～ユニバーサルマナーから考えるおもてなし～

株式会社ミライロ 講師

日本ユニバーサルマナー協会

理事 岸田ひろ実

NG

ユニバーサルマナー検定（3級）

株式会社ミライロ 講師

日本ユニバーサルマナー協会

講師 原口淳

NG

7月11日 徳島県 ホテルかずら橋

10月16日

岩手県 愛隣館

1

2018年 30

1月10日 京都府
ワコールスタディ

ホール京都

7月11日

三重県

鳥羽ビューホテル

10月3日 青森県 グランメール山海荘

1月21日 京都府 京都タワーホテル

宿の労働環境改善取り組み事例集

2017年4月～2019年1月 松崎体制

2019年 31
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  JKK2003より／勉強会記録ALL

西暦 会⾧/人数 日付 都道府県 開催場所 勉強会等 講師等
DVD

枚数

田中美岐 総会

88名

「地方創生最前線！！！

 ～地方創生と観光について～」

株式会社博報堂

博報堂ブランドデザイン副代表

深谷信介

NG

ＣＡの目配り、気配り、心配り

     ～リーダーの為の褒め学～

①インターナショナル エア ア

カデミー 学院⾧

②株式会社 インターナショナル

エア アカデミー 取締役

③一般社団法人 航空人材育成協

会 理事

嶋田 嘉志子

NG

地域に人を呼び込み、

    旅館運営を若手に任せる仕組み作り

六峰舘代表取締役社⾧井上善博

六峰舘/後田氏、田中部⾧

倉橋設計/小宮山所⾧

NG

7月10日 キャッスレス消費者還元事業について 広報ＩＴ委員会 -

宿は人なり～旅館甲子園に出場させて頂いて～
株式会社ホテル松本楼

 代表取締役社⾧ 松本光男

会社を良くする秘訣～採用と教育～1
オリジン・コーポレーション

代表 杉井保之
NG

AIによるこれからのお客様対応

～チャットボットの利用～

マンゴシード株式会社

技術営業部 主任 平屋敷幸一

働き方改革に伴うパートタイマーへの影響 竹澤智弘氏（社会保険労務士） ×

草津町街づくり事業 草津町町⾧ 黒岩信忠

館内視察（湯畑草庵・源泉一乃湯 他）
草津ナウリゾートホテル

代表取締役社⾧ 小林恵生

国際社会の中の女性経営者

～さきがけの女性たちの足跡に咲いた花～

①作家 ②大阪芸術大学 教授

   玉岡かおる
NG

宿泊業の未来について

①Ｋ plus 代表

②明海大学

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ総合研究所所⾧

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ学部教授

③レ・クレドール名誉会員

阿部佳

NG

1月17日
ホテル・旅館の再生で学んだ事

（開催案内からタイトル変更）

神戸ベイシェラトンﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ

代表取締役社⾧ 木下 学
83名 4月15日 総会 Covit-19の影響により書面決議

10月14日
「ウィズコロナ期の運営とこれからの人材育

成」等 DVD作成のためのヒアリング

株式会社リョケン

 研究局 本部⾧ 大西ますみ

10月15日
月岡温泉まちづくり事業「歩いて楽しい温泉街

へ」（講演後、商店街の見学）

月岡温泉観光協会

 会⾧ 小竹英之

「コロナ禍における、これからの宿泊業につい

て」

株式会社船井総合研究所

上席コンサルタント 甘利 元
「今の時代だからこそ、事業主が知っておくべ

きリスクヘッジについて」

弁護士法人神戸シティ法律事務所

弁護士 平田尚久
NG

10月9日

群馬県

ホテル松本楼

10月10日 ホテル松本楼～草津

4月17日 東京都

JKKインバウンドポスター、ピンクリボンポスター

2019年4月～2021年3月 田中体制

2020年3月より新型コロナウィルスにより予定変更を余儀なくされました

2020年 2

1月16日

兵庫県
神戸ベイシュラトン

ホテル＆タワーズ

新潟県 白玉の湯泉慶

2月2日 zoom

都道府県会館401

7月9日
福岡県 六峰館

2019年 31
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