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平成２７年１月 

 

平成２６年度 ＪＡ都市農村交流特別研修・婚活支援セミナーの開催要領【改訂版】 

  

１．趣  旨 

 本協議会では、昨年度より婚活事業に関する調査・研究を進めてきましたが、行政

をはじめとするＪＡによる婚活事業への取組みに対する重要性および関心の高まり等

を受け、全国の取組みの情報共有および知識・ノウハウの習得を目的としたＪＡ・中

央会担当者を対象としたセミナーを下記のとおり開催します。 

  

２．主  催 

全国農業協同組合中央会、株式会社農協観光、ＪＡ都市農村交流全国協議会 

 

３．開催日程 

平成２７年２月２７日（金）１０時３０分～１８時３０分 

※17時 00分より 18時 30分は交流会 

※詳細は、別紙１「日程表」をご参照 

   

４．開催場所 

 Ｎツアービル８Ｆ 第 1会議室 

  〒101-8613 東京都千代田区外神田１－16－８ 

※交流会は秋葉原パセラ電気街店にて開催（Ｎツアービルより徒歩３分） 

※別紙２「案内図」をご参照ください。 

 

５．対 象 者 

婚活事業に取り組んでいるおよび取組む予定のＪＡ・中央会・連合会の担当 

 

６．人員：３０名 

 

７．参加費用 

（１）Ａコース 交流会＋セミナー 

①ＪＡ都市農村交流全国協議会会員   お一人様 ３,０００円 

②ＪＡ都市農村交流全国協議会会員外  お一人様 ８,０００円 

（２）Ｂコース セミナー 

①ＪＡ都市農村交流全国協議会会員   お一人様 無料 

②ＪＡ都市農村交流全国協議会会員外  お一人様 ５,０００円 

  ※消費税、昼食、資料代含む（Ａコースは交流会代も含む） 
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８．研修申込締切日   平成２７年２月１３日（金） 

 

９．申込方法 

研修会システムまたはＦＡＸ・e-mail にてお申し込みください。 

〔全中研修会システム（ＵＲＬ：https://gnw.zenchu-ja.or.jp/janet/）〕 

 （県域によって、下記のいずれかの対応が基本となります） 

（１）中央会によるとりまとめを行う県下の会員等 

  県中央会が示す方法に従ってください。 

※ＪＡから中央会の申込について、別紙４「参加申込書」をご活用ください。 

（２）（１）以外（個々の会員による直接入力） 

   各会員が研修会システム上において、必要な事項を入力してください。 

  （３）（１）（２）以外（全国機関等） 

   別紙５「参加申込書」にて、ＦＡＸ又は e-mail にてお申し込みください。 

 

※研修会システムについてご不明な場合は、都道府県中央会までお問い合わせ 

下さい。 

 

10.費用の決済方法 

 請求システムを活用して振替決済を行います。 

 引落し実施予定日 平成２７年３月２７日（金） 

※研修会システム以外でのお申込みの場合は別途請求書を送付いたします。 

 

本件に関するお問い合わせ 

ＪＡ都市農村交流全国協議会事務局 

（ＪＡ全中 くらしの活動推進課 担当：石井・石岡） 

TEL：03-6665-6240／FAX：03-3217-5073  E-mail：kurashi.s@zenchu-ja.or.jp 

https://gnw.zenchu-ja.or.jp/janet/
mailto:kurashi.s@zenchu-ja.or.jp
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別紙１ 

 

 

【平成２６年度 ＪＡ都市農村交流特別研修・婚活支援セミナー日程表（予定）】 

 

 

＜２月２７日（金） セミナー＞       会場：Ｎツアービル８Ｆ 第 1会議室 

 

時 間 次 第 内 容 

10:00～10:30 受付  

10:30～10:40 

 

開会・挨拶・オリエンテーション 

 

 

10:40～11:30 

 

[プログラムⅠ：協議会活動報告] 

婚活を取り巻く環境およびＪＡグルー

プの婚活の取組みについて 

 

ＪＡ都市農村交流全国協議会 

 

国の少子化対策や人口減少社会問題などの

情勢や今年度より始めた協議会による会員

への婚活支援の活動について報告および今

後の取組みについて報告。 

11:30～12:30 [プログラムⅡ：ＪＡ実践事例報告] 

＜発表者＞ 

群馬県農協青年部協議会 

委員長 天笠 淳家 氏 

 

群馬県農業協同組合中央会  

群馬県営農総合支援センター 

農業対策部 中澤 克仁 氏 

 

ＪＡグループの実践組織による取組みにつ

いてご報告いただく。 

12:30～13:15 昼食 

 

お弁当をご用意しております。 
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13:15～15:30 [プログラムⅢ：業界取組事例報告] 

＜講師＞ 

結婚相談サービス業界 

株式会社ウェブ 経営計画部 

部長代理 石橋 伸行 氏 

課長代理 清本 道子 氏 

＜講師＞ 

アパレル業界 

株式会社ライフブランディング 

代表取締役 吉田 泰則 氏 

＜講師＞ 

研究機関 

株式会社リクルート マーケティング

パートナーズ 経営企画部 

リクルートマーケティングパートナー

ズ総研グループ 

グループマネージャー 横山幸代 氏 

 

ＪＡが婚活事業を取組むにあたり、未婚男

女の結婚をしない・できない理由・背景を

理解することは重要である。それらを成婚

に結びつけるために必要な要素を担う業界

の方々から、男女の出会いから成婚までの

プロセスにて重要なポイントをそれぞれの

業界の立場から取組みの現状をご紹介いた

だき、ＪＡグループへのアドバイス等して

いただく。 

15:30～15:45 休憩 

 

 

15:45～16:30 [プログラムⅣ：全体討議] プログラムのⅡ～Ⅲの講師陣をアドバイサ

ーとして参加いただき、会場参加者との全

体セッションを行います。日ごろの疑問・

悩み、課題を克服するためのアイデア・ノ

ウハウなどを会場内で共有し、今後の活動

へ活かしていただく。 

 

16:30～16:45 閉会・アンケート 

 

 

17:00～18:30 

 

 

[プログラム⑤：交流会] 

会場：秋葉原パセラ電気街店 

協議会の会員同士が、各種活動のノウハウ

や悩み・課題などを共有し、今後の取組み

への活力やヒントを得られる交流の機会と

する。 

 

※非会員参加も歓迎 

※軽食・飲み物のご用意あり 

 

※講師紹介は、「別紙３」を参照ください。 
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別紙２ 

 

【Ｎツアービル案内図】 

 

 

 

 

 

会場：Ｎツアービル８階会議室  

住所：東京都千代田区外神田１－１６－８  

＊ＪＲ秋葉原駅電気街口より徒歩１分 

＊万世橋署隣 

Ｎツアービル 8F 
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別紙３                                  

【発表者・講師紹介】 

 

プログラムⅡ：ＪＡ実践事例報告 

【発 表 者】 ＊共同発表 

群馬県農協青年部協議会    群馬県農業協同組合中央会  

委員長 天笠 淳家 氏    群馬県営農総合支援センター 

農業対策部 中澤 克仁 氏 

 

＜組織概要＞ 

群馬県農協青年部協議会（ＪＡ群馬青協）は、昭和３２年に県下の農協青年部が集

まり設立されました。現在の部員数は、県下１２ＪＡで１，１４０人です。 

 ＪＡ青年部員は、農家の中心的な担い手としての農業経営を行う一方で、農業を通

じて地域の環境や文化・教育活動にも力を注ぎ、地域において重要な役割を果たして

います。 

ＪＡ群馬青協の主な活動として各ＪＡの青年部活動を報告する「ＪＡ青年組織活動

実績発表」、ＪＡ青年部員の将来に向けての意見等を発表する「ＪＡ青年の主張」、日

頃現場での想いを訴える「一分間スピーチ」、地元青年部のＰＲする「１分間動画コン

テスト」などの群馬県青年部大会、広報活動としてＪＡビルで行われる収穫感謝祭で

青年部員の作ったもち米で餅つきの実演・体験、県下ＪＡ青年組織相互の親善・青年

部活動強化のための球技大会等を開催しています。 

その他、定期的に各組織の代表者を集めた役員会議の開催、地域ごとの支部交流会、

婚活事業、ＴＰＰの問題点を周知するための街宣活動を実施しています。 

また、平成２３年度からポリシーブック作成の取組みを開始いたしました。ポリシ

ーブックとは、青年部自らが作成する政策提言集であり、日頃の想いや自らが考える

農業政策を外部へ発信するツールとなっており、地元選出の国会議員への要請や中央

会役員との意見交換の際に活用しています。 

 こうした活動を通して群馬県農業発展に貢献する活動も担っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

プログラムⅢ：業界取組事例報告 

【講 師】 

株式会社ウェブ 経営計画部 部長代理 石橋 伸行 氏 

              課長代理 清本 道子 氏 

＜略  歴＞   

石橋 伸行 

２００９年 前職 アパレル商社より転職 株式会社ウェブ入社 

西東京支店・東関東支店勤務にて現場を経験し、本社マーケティング部を経て現職に

至る 

 

清本 道子 

２００９年 前職 某私立大学化学研究室より転職 株式会社ウェブ入社 

仙台支店・札幌支店勤務にて現場を経験し、本社マーケティング部を経て現職に至る 

トークコーディネーター、心理カウンセラーの資格を持つ 

 

＜企業概要＞ 

結婚情報ウェブは、創業１９９４年以来、すべてのお客様のご希望である「成婚」

にこだわり、専任カウンセラーがお客様とマンツーマンで「お相手選び」から「お見

合い」「ご交際」とお世話をさせて頂いております。 

「生涯の伴侶との出逢い」のお手伝いだからこそ、データや資料だけではお伝えし

きれないお客様の「お人柄」をしっかり把握してご縁を紡いでおります。そして、お

世話の成果として、日々数多くの成婚カップルが誕生しています。 

『お客様お一人おひとりの個性に合わせた手作りのお世話によりご縁を結ぶ』これ

が私どものしあわせ作りのポリシーです。 

全国各地に２７支店、どのエリアのお客様にもサービスの提供が出来るよう、体制

を整えております。 

 

 

【講 師】 

株式会社ライフブランディング 代表取締役 吉田 泰則 氏 

 

（株）伊勢丹入社以来、一貫してメンズファッションに携わる。伊勢丹メンズ館立ち

上げに参画し、伊勢丹メンズ館のバイヤーとして国内外のカジュアル・ビジネスウェ

ア、シューズ、バッグ、ネクタイなどの雑貨の買い付けを担当。 

現在は独立し、男性専門ファッションコーディネートサービスを提供するライフブラ

ンディングの代表を務める。 
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＜企業概要＞ 

ライフブランディングは、婚活やビジネス、デートなどの様々なシーンに最適な服

装をカジュアル・ビジネスウェアから靴、鞄などの雑貨までトータルで提案していま

す。 

南青山にある専用サロンの個室一ヶ所でコンサルティングからコーディネート、購

入までが完結するので、仕事で忙しい男性から絶大の人気を誇ります。 

日本初の男性専門コーディネートサービスとして、男性コーディネート実績は業界

No.1。大手結婚相談所や一般企業からの依頼で、婚活や男性ファッションに関するセ

ミナーを多数開催。  

「ガイアの夜明け」や「日経ビジネス」など多くのメディアでも取り上げられてい

ます。 

 

【講 師 】 

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 経営企画部  

リクルートマーケティングパートナーズ総研グループ 

（地域振興・少子化対策Ｔ、ゼクシィ ブライダル総研） 

グループマネージャー 横山幸代 氏 

 

＜略  歴＞   

 ㈱リクルート入社以来、新規事業開発、メディアプロデュース等を手掛け、1999年

より、じゃらんリサーチセンターにて、観光調査、訪日海外旅行者調査、農水省、観

光庁、地方自治体等の観光プロジェクトリーダーなどを歴任。同センター副センター

長を経て 2014年 4月現職。省庁、地方自治体と連携した地域活性化、少子化対策プロ

ジェクトを推進中で、2014年 7月には「まちキュンご当地婚姻届」サービスリリース。 

日本経済団体連合会「生活産業部会」委員、観光庁若者旅行振興研究会委員。 

 

＜企業概要＞ 

㈱リクルートマーケティングパートナーズのビジネスフィールドは、結婚、進学、

自動車、学びをはじめとするライフイベント領域です。カスタマーとクライア

ントの出会いの創出および、Web 領域における広告の最適化を提供することで、

"しあわせの総量"が増えている世界を目指します。 

中でも結婚領域では、幸せな家族のスタートとなる"結婚"を応援するため多彩

なサービスを展開しています。ブライダルマーケットをリードしてきた『ゼク

シィ』では、情報誌や Web サイト、相談カウンターを通じて、結婚するカップ

ルがふたりらしい‟未来につながる結婚式"をあげられるようサポートしてい

きます。また、婚活支援サービスを通じてパートナーとの出会いの場を提供す

るほか、結婚生活を支える保険相談窓口なども手がけています。
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別紙４ 

 

平成２６年度 ＪＡ都市農村交流特別研修・婚活支援セミナー 

参加申込書 

 
                                                   平成２７年  月  日  

ＪＡ→各ＪＡ中央会   

 

 

ＪＡ        中央会 

            部 

                  課御中   ＦＡＸ：      

 

 

 下記のとおり申込みをします。 

  

団体名 

 

 

（  ）ＪＡ都市農村交流全国協議会会員 

（  ）ＪＡ都市農村交流全国協議会非会員 いずれかに○印をお付け下さい 
 

連 絡 

担当者 

部署名 役職名 氏名 

   

電話番号 ＦＡＸ番号 

Ｅ－mail： 

参加者 部署名 役職名 氏名（ふりがな） 

性別・年齢 

A ｺ ｰ ｽ B ｺ ｰ ｽ 

１ 

 

   

 男 ・ 女   （    ）才 

  

２ 

 

   

 男 ・ 女   （    ）才 

  

３ 

 

   

 男 ・ 女   （    ）才 

  

 ※ＡまたはＢコースの該当する欄に「○」を記載ください。 

 

（ＪＡ会員等の皆様へ） 

  ※本申込書は、県中央会を経由して研修会の申込みを行う場合に限りご使用ください。 

 （県中央会のご担当者様へ） 

  ※県中央会から全中への報告は、「研修会システム」上より行っていただきますよう、 

お願い申し上げます。
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別紙５ 

 

平成２６年度 ＪＡ都市農村交流特別研修・婚活支援セミナー 

受講申込書 

                              平成２７年  月  日 

JA 都市農村交流全国協議会事務局 宛て 

(JA 全中 くらしの活動推進課内)                           

                      組織名：                 

                       

                      部署名：                 

                       

担当者名：                   

１．(ふりがな) 

氏   名 

    性 別・年 齢 

 

 

男 ・ 女   （    ）才 

２．所 属                      

部 

                    課 

３．役職名  

 

４．緊急連絡先（現在の勤務地） 

 

 

 

住 所：  

ＴＥＬ：   

ＦＡＸ： 

Ｅ－ｍａｉｌ：    

携帯電話：  

５．参加費用（要領 12 参照） Ａコース〔交流会＋セミナー〕 

会 員 □3,000 円 非会員 □8,000 円  

 

Ｂコース〔セミナー〕 

会 員 □無  料 非会員 □5,000 円  

 

６．備考   

 

注１：締め切り ２月１３日（金） 

注２：この申込書は、本セミナーの事務局・講師・参加者等に配布する名簿の作成のみに    

使用します。 


