一般社団法人日本秘書協会 関西支部 定例会・セミナー等 一覧表
講師プロフィール

講師
（敬称略）

年日

（所属・役職は開催当時のもの）

演 題

会 場

2019年
1/27

新春例会 秘書が心得ておきたいビジネス風水
－環境学を取り入れて2019年に幸運を呼ぶ－
講演：宙ＳＯＲＡ（そら）（㈱華蓮 代表取締役、風水コンサルタント）

ＴＫＰガーデンシティ東梅田 バンケット７Ａ

2018年
11/10 川勝 美早子

島津製作所 創業記念資料館 主任学芸員

明治維新150年
－近代科学技術発祥の地をたずねて－

見 学 島津製作所 創業記念資料館
懇親会 京都ホテルオークラ ベルカント

11/7

日本秘書協会特別顧問、同協会認定講師

【関西セミナー】
秘書のためのビジネス文書と日本語表現

アットビジネスセンターＰＲＥＭＩＵＭ大阪駅前
1211号室

10/24 鈴木 直

講演執筆金令舎代表 アマチュア落語家
元株式会社大林組秘書室長

先輩からのメッセージ
『秘書の金言』から学ぶ秘書業の楽しみ方

阪急グランドビル貸会議室 会議室７

7/11

水本 徹

NPO法人 人間中心設計推進機構 理事

人間中心設計 ～手放したくない秘書になる～

アットビジネスセンター PREMIUM大阪駅前
1211号室

6/7

久田 美香

コクヨ株式会社 会長室 課長

秘書のスケジュール管理とデータの活かし方
～コクヨの場合～

アットビジネスセンター PREMIUM大阪駅前
1211号室

4/18

笑福亭 瓶吾

落語家（上方噺家）

落語家に学ぶ ～心をつかむ話し方～

阪急グランドビル貸会議室 会議室７

3/24

金子 ゆかり

一般社団法人日本秘書協会認定講師

【関西セミナー】
活きた秘書業務マニュアル－作成と見直し－

アットビジネスセンター PREMIUM大阪駅前
1207号室

2/21

乘松 和子

一般社団法人日本秘書協会 元理事長
【関西セクレタリーサロン】
元旧ゼネラル石油株式会社 社長秘書・秘書担当課長 私の秘書人生

1/27

新春例会～ハープの調べで新年を寿ぐ～
演者：山本 真帆（ハープ演奏家）
ゲスト：乾 龍介（フリーアナウンサー）

河田 美惠子

アットビジネスセンターＰＲＥＭＩＵＭ大阪駅前
1202号室
ガーデンシティクラブ大阪
「クラブラウンジ」
（ハービスOSAKA 6階）

2017年
11/9

乾 龍介

フリーアナウンサー
元朝日放送・アナウンス部長

アナウンサー生活半世紀
～人生はよく出来た問題集～

阪急グランドビル貸会議室 会議室7

10/4

中村 雅俊

十五夜に料亭「淀川邸」で交流会

太閤園「淀川邸」 紹鷗の間 他

9/20

中村 将幸

藤田観光株式会社
ラグジュアリー＆バンケット事業グループCOO
太閤園株式会社 代表取締役社長
プルデンシャル生命保険株式会社
エグゼクティブ・ライフプランナー、部長

礼節が人を作る！～プロフェッショナルの心得～

関西文化サロン「桐の間」

7/10

髙岸 陽子

ラクリア 代表 健康コンサルタント

活き活きと輝く人生にする秘訣

関西文化サロン「桐の間」

5/16

河田 美惠子

一般社団法人日本秘書協会 特別顧問

関西文化サロン「桐の間」

4/12

林 和清

歌人

【関西セミナー】
正しい 美しい ことば遣い
－知っているつもりで知らなかった日本語表現－
戦国を生きた女性 井伊直虎

2/22

山本 哲也

ボスの視点、秘書の視点

関西文化サロン「桐の間」

1/28

株式会社椿本チエイン取締役常務執行役員
兼 ツバキE&M 代表取締役社長
兼 U.S.Tsubaki Holdings,Inc.社長
新春例会～日本舞踊で新年を寿ぐ～
演者：小桜 佳之輔 （日本舞踊家 元歌舞伎俳優）

関西文化サロン「桐の間」

インターコンチネンタルホテル大阪
宴会場「ＨＩNOKI」

2016年
11/11 小桜 佳之輔

日本舞踊家 元歌舞伎俳優

日本舞踊に学ぶ～着物の美しい所作～

関西文化サロン｢桐の間｣

11/7

日本秘書協会・CBSファウンダー

【関西セクレタリーサロン】
後輩へ ～Work underからWork withへ～

クラブ関西｢C会議室｣

10/15 阿久津 利次

春日大社 庶務部 秘書課長、権禰宜

春日大社をたずねて
～式年造替特別行事への参列と正式参拝～

春日大社
菊水楼（会食）

9/6

高森 邦彦

一般社団法人日本秘書協会 理事 事務局長
元コクヨ株式会社 秘書役

【関西支部特別企画】
秘書として大切にしてきたこと

関西文化サロン｢桐の間｣

7/12

山村 純也

株式会社らくたび 代表取締役

真田幸村に学ぶ ～戦略と生き方～

関西文化サロン｢桐の間｣

5/19

石橋 俊明

個性心理學研究所 認定講師

「動物占い」に学ぶ
～職場でのコミュニケーション術～

OBPアカデミア

4/19

内池 秀人

写真家、フォトグラファー、ビデオグラファー

プロカメラマンと考える
～魅せる写真の撮り方・撮られ方～

関西文化サロン｢桐の間｣

2/22

芦原 美和子

一般社団法人日本秘書協会 認定講師

【関西セミナー】必ず役立つ英文ライティング

関西文化サロン｢桐の間｣

加藤 秀子
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講師プロフィール

講師
（敬称略）

年日

演 題

（所属・役職は開催当時のもの）

新春例会～サプライズ！マジックショーで新年を楽しく～
演者：田中 章裕 （ホテルニューオータニ大阪「SATSUKI」マネージャー）

会 場
ホテルニューオータニ大阪 「カトレア」

2015年
11/14 五世 野澤 錦糸 文楽三味線方 (2013年紫綬褒章受章)

文楽玉手箱
～三味線方に教わる文楽の魅力と文楽鑑賞～

国立文楽劇場
（講義と鑑賞）

10/28 木村 宗慎

茶道家

数寄のちから
関西文化サロン「桐の間」
～茶の湯に学ぶ、おもてなしの心と美しい所作～

9/28

乘松 和子

元ゼネラル石油株式会社 社長秘書 秘書担当課長
一般社団法人日本秘書協会特別顧問、認定講師

【関西セミナー】
ある秘書の一日(インバスケット)

関西文化サロン「桐の間」

7/22

大谷 徹奘

奈良薬師寺 執事

法相宗大本山 薬師寺執事 大谷徹奘師
特別法話会～幸せの条件～

関西文化サロン「桐の間」

5/13

黒川 吉庸

公益財団法人大阪府暴力追放推進センター
専務理事

反社会勢力の現状と企業防衛について

関西文化サロン「桐の間」

4/8

多田 弘

株式会社伊藤園 関西量販店部 副部長

美味しいお茶のいれ方

関西文化サロン「桐の間」

2/17

河田 美惠子

國學院大學栃木短期大学 教授
一般社団法人日本秘書協会 常任理事、認定講師

【関西セミナー】
秘書の接遇力
～究極の接遇力は小笠原流礼法にあり～

関西文化サロン「桐の間」

1/24

新春例会～胡弓の調べで新年を祝う～
演者：木場 大輔(胡弓演奏家、作曲家)

ホテルグランヴィア大阪
20階「鳳凰の間」

2014年
11/11 川原 宙子

株式会社華蓮 Karen Corporation 代表取締役
風水鑑定士・開運専門コンサルタント

ビジネス風水 ～幸せになる法則 ～

関西文化サロン「桐の間」

10/19 鏡原 和子

「中之島 なだ万」マネージャー

日本料理をいただきながら、作法を学ぶ

9/17

乘松 和子

元ゼネラル石油株式会社 社長秘書 秘書担当課長
一般社団法人日本秘書協会特別顧問、認定講師

【関西セミナー】
とことん答える秘書の慶弔

帝国ホテル大阪
「大阪 なだ万」
（講義と会食）
関西文化サロン「桜の間」

7/15

奥山 景布子

歴史小説家

王朝人の宮仕え
～平安京のビジネスパーソンたち～

関西文化サロン「桜の間」

6/7

松本 國良

株式会社 鶴屋吉信
工場長

和菓子の魅力を探る

京菓匠 鶴屋吉信 本店（講義と見学）
京都ブライトンホテル「フェリエ」（会食）

4/10

太田 颯衣

NPO法人とうきょう・はっぴーくらぶ 理事長
元株式会社ヴィヴィッド・ライフ研究所 代表

仕事も人生も楽しくなる、とっておきのヒント

関西文化サロン「桜の間」

2/13

水野 雄氏

一流秘書のコミュニケーション術
～後輩秘書に伝えたいこと～

大学コンソーシアム大阪

1/25

株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長
日本橋学館大学 客員教授
一般社団法人日本秘書協会 理事長
新春例会～舞囃子で新年を祝う～
演者：諧声会（京大観世会OB会）

ホテルニューオータニ大阪
「ニューヨークスワン」

2013年
12/4

木村 尚巧

浜田・木村法律事務所 弁護士

～もしもの事態に備えて～遺言書の書き方

大学コンソーシアム大阪

11/12 秋元 義彦

株式会社パン・アキモト 代表取締役

国際貢献ビジネルモデル
「救缶鳥」プロジェクトとは

大学コンソーシアム大阪

10/12 北川 和男

法相宗大本山 薬師寺 参与

世界遺産 法相宗大本山 薬師寺をたずねて

薬師寺薬師寺門前
「アムリット」（会食）

9/7

中西 敏之

ＨＲＳ認定テーブルマナー マスター講師

ワンランクアップのテーブルマナー

7/10

二村 建也

中小企業診断士 オプトヴァンガード代表

初めての方でも安心
決算書を読むための25のポイント

ホテルニューオータニ大阪
「サクラ」
（講義と会食）
大学コンソーシアム大阪

6/11

杉本 美晴

アット・ワンス株式会社 代表取締役

【関西セミナー】
会議・会合の上手な進め方

大学コンソーシアム大阪

4/17

奥 七重
濱野 美幸

マルカイコーポレーション株式会社 社長秘書
富士ゼロックス西日本株式会社 人事総務部

秘書と語る・秘書を語る

大学コンソーシアム大阪

2/6

中村 由美

カレーハウスCoCo壱番屋創業者秘書

日本一秘書の気配り力

大学コンソーシアム大阪

1/26

新春例会～変面と中国料理を堪能～
演者：江玉（中国文化遺産「変面」継承認定者）

2012年

ホテルニューオータニ大阪
「プリムローズ」
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講師
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年日
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演 題

会 場

11/20 竹下 香

アストラゼネカ株式会社 法務部シニアスタッフ

【関西セミナー】
～秘書として知っておきたい会社法の基礎～

大学コンソーシアム大阪

10/16 八尾 稔啓

アクティブライフプランニング代表

実践的ストレス活用法

大学コンソーシアム大阪

9/7

本井 康博

同志社大学神学部 教授 神学博士

～八重の桜、舞う～新島八重のライフスタイル

大学コンソーシアム大阪

7/7

仁垣 英幸

大阪ターミナルビル株式会社 企画部担当部長

新しい大阪駅「大阪ステーションシティ」探訪

大阪駅前第４ビル会議室(講義)
大阪ステーションシティ (見学)
ホテルグランヴィア大阪ﾊﾟﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ「ｱﾌﾞ」 (会食)

6/5

竹之内 源市

日本経済新聞社 大阪本社
編集局次長兼経済部長

【関西セミナー】
大学コンソーシアム大阪
～情報収集力アップのための日経新聞活用法～

4/17

平田 進也

株式会社日本旅行 西日本営業本部
営業推進事業部担当部長

ナニワのカリスマ添乗員が語る
～まごころのおもてなし～

大学コンソーシアム大阪

2/15

林 和清

歌人

よみがえる童謡詩人 金子みすゞのメッセージ

大学コンソーシアム大阪

1/28

新春例会
～新春会席とお茶席体験～
講師：橋本 委代子（裏千家 準教授）

ホテルグランヴィア大阪
「孔雀の間」（会食）
「鳳凰の間」(茶席）

2011年
11/15 田中 克明

JAPOO！代表

秘書のメディア活用術
－最新メディア機器の基礎知識と活用法－

大学コンソーシアム大阪

10/28 石川 愛

社団法人日本秘書協会 理事長

【関西支部秘書交流会】
理事長と語ろう

大学コンソーシアム大阪

10/4

山岸 景子

アストラゼネカ株式会社 総務部長
社団法人日本秘書協会 顧問

【関西セミナー】
基礎からのキャリア・ディベロップメント

大学コンソーシアム大阪

9/27

山本 正子

山本ヨガ研究所 所長

視力向上ヨガ（アイヨガ）体験

大学コンソーシアム大阪

7/13

戒田 靖子
久田 美香

古河電気工業株式会社 関西支社 総務課長
コクヨ株式会社 本社統括部 秘書グループ リーダー

秘書と語る・秘書を語る

大学コンソーシアム大阪

6/8

杉本 美晴

アット・ワンス株式会社 代表取締役

心理学からみたコニュニケーション

大学コンソーシアム大阪

5/21

小嶋 一郎

京都産業大学日本文化研究所
上席特別客員研究員

嵐山の奥座敷、
新緑と座禅と渡し船でリフレッシュ！

4/15

国枝 保

株式会社伊藤園
北近畿地区営業部 地区部長

美味しいお茶のいれ方

嵐山（京都）
千光寺
嵐山公園
関西文化サロン「桜の間」

3/5

鈴木 瑞穂

株式会社インプレッション・ラーニング

【関西支部土曜セミナー】
「印鑑について」

1/29

新春例会
～京橋花月講演観覧と新春会席～

大学コンソーシアム大阪
京橋花月（観覧）
ホテルニューオータニ大阪
「城見」（会食）

