平成２７年度

ＪＡ都市農村交流特別研修・婚活支援セミナー

開催要領

平 成 ２ ７ 年 ９ 月
全国農業協同組合 中 央 会
ＪＡ都市農村交流全国協議会
１．開催主旨
人口減少社会の対策として、取組みが活発化している自治体やＪＡ等による婚活事業
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て、婚活に関連する各業界と連携したセミナーを下
記のとおり開催します。
２．主催
全国農業協同組合中央会、ＪＡ都市農村交流全国協議会、株式会社農協観光
３．開催日程
平成２７年１１月２７日（金）１０時３０分～１７時３０分
※１７時４５分～１９時３０分は交流会
４．開催場所
Ｎツアービル８階 会議室
〒101-8613 東京都千代田区外神田１－１６－８
ＪＲ秋葉原駅電気街口改札より徒歩１分 ※別紙３「案内図」をご参照ください。
※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）
５．対象者
婚活事業に取組んでいるまたは今後取組む予定のＪＡ・中央会・連合会の担当者
６．定員

４０名

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

７．研修内容

別紙 1「日程表」のとおり

８．研修費用（消費税込）
（１）Ａコース（セミナー＋交流会）
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、講師料含む（Ａコースは交流会代も含む）
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９．研修申込締切日

平成２７年１１月１３日（金）

10.申し込み方法
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。
11.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１２月２８日（月）
※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：石岡・寺田）
TEL：03-6665-6240／FAX：03-3217-5073
E-mail：kurashi.s@zenchu-ja.or.jp
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別紙１
平成２７年度

ＪＡ都市農村交流特別研修・婚活支援セミナー(予定)
日 程

10:30～10:45

表

開会・情勢報告・オリエンテーション等
※10:00 より受付開始

10:45～11:15

活動報告
ＪＡ都市農村交流全国協議会の活動報告
◇ＪＡ都市農村交流全国協議会事務局

11:15～12:00

実践報告
＜テーマ：婚活相談活動への取組み＞
◇報告者 ＪＡさいかつ

12:00～12:45

昼食 ※お弁当をご用意しています

12:45～13:30

実践報告
＜テーマ：青年部みどりの風プロジェクト＞
◇報告者 ＪＡ松本ハイランド

13:30～13:45

（休憩）

13:45〜14:15

グループワーク
実践報告を参考とし、各自の現状の共有のため

14:15～15:15

基調講演①
＜テーマ：婚活支援者(担当者)の為の 婚活セミナー＞
～婚活は、理想論より具体論～

（仮題）

◇講師 株式会社パートナーエージェント
上野店 コンシェルジュリーダー 大塚 洋子 氏
大宮店 コンシェルジュリーダー 畠山 祐子 氏
15:15～15:30

（休憩）

15:30～16:30

基調講演②
＜テーマ：結婚推進で大切なこと＞
〜相談者への対応のポイント〜 （仮題）
◇講師 Ｉ．Ｂ．Ｐ総合研究所

16:30～16:45

（休憩）

16:45～17:15

全体討議

所長 本城 稔

氏

講師・参加者全員と全体討議
17:15～17:30

まとめ・アンケート

17:45～19:30

交流会

※軽食と飲み物をご用意しています。

会場：秋葉原パセラ電気街店（研修会場より徒歩３分）
※研修内容については、一部変更になる場合もあります。ご了承ください。
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別紙２

【講師紹介】
【講 師 ①】
株式会社パートナーエージェント
上野店 コンシェルジュリーダー 大塚

洋子
大宮店 コンシェルジュリーダー 畠山 祐子

氏（おおつか ようこ）
氏（はたけやま

ゆうこ）

＜企業概要＞
株式会社パートナーエージェントは、結婚情報サービスは信用できない、出会えないこうした現状
を変えるべく、2006 年に設立されました。わかりやすい料金体系とサービス内容でお客様に本当に信
頼される結婚情報サービスを目指し、会員様の活動実績など情報開示を積極的に行っています。目に
見えないサービスを提供するからこそ、成果や実績について偽りなくお伝えすることで、正しい婚活
を選ぶ基準が出来ればと思っております。
弊社のサービスは豊富な成婚実績を基にしたデータロジックと専任コンシェルジュの想いを融合し
た、婚活を応援し支える、婚活支援サービスです。コーチングのスキルを取り入れた専任のコンシェ
ルジュとともに自らの目指す婚活を考えていただき、ゴールのイメージを共有します。加えて豊富な
実績データをベースに、弊社独自の婚活 KPI を設定することでより明確な婚活設計を行えます。
また、設計だけでなくコンシェルジュと定期的な活動の振り返りを実施し、計画の見直しや出会い
の場の提供など、お客様の活動状況に応じたサポートを行っております。
こうしたコンシェルジュとの二人三脚での婚活を通じ、ご自身の新たな魅力や価値観に気づいてい
かれることも、お客様により主体的に活動していただくことへと繋がっております。

【講 師 ②】
株式会社Ｉ．Ｂ．Ｐ総合研究所
本城
稔 氏（ほんじょう

代表取締役所長
みのる）

成婚率日本一の結婚・恋愛心理カウンセラー、心理カウンセラー、ライフ・キャリアコンサルタント、
子育てアドバイザー、精神・心理療法家
防衛省駐屯地カウンセラー、経営教育コンサルタント、
潜在意識改革トレーナー、メンタルイメージトレーニング・インストラクター
人事院公認・人事院式監督者研修指導
経済産業省認可・社団法人 日本経営士会正会員
雇用・能力開発機構・能力開発セミナー講師
日本選択理論心理学学会会員
日本リアリティセラピー協会会員
日本交流分析学会会員
日本メンタルヘルス協会心理カウンセラー
MPS マリッジコンサルタント協会主宰
アメリカ成人教育財団で結婚カウンセリングを学ぶ。
本城式結婚・恋愛オリジナルプログラム・ワークショップ継続参加者の８２％が結婚。
その記録は現在も更新中。マスコミに、日本一の成婚率の指導実績として取り上げられ、全国で活躍
中！
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別紙３
【会場地図】

Ｎツアービル 8F

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
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別紙４

平成２７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

連 絡
担当者

（

）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
部署名

いずれかに○印をお付け下さい

役職名

電話番号

氏名

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

男 ・ 女

（

）才

男 ・ 女

（

）才

２
３
※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２７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
JA 都市農村交流全国協議会事務局

月

日

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〔セミナー＋交流会〕
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 １１月１３日（金）
注２：この申込書は、本研修会の事務局・講師・参加者等に配布する名簿の作成のみに
使用します。
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