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人材育成委員会

■ 協会行事
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活動内容

参加 参加
社数 人数

担当

2019年
4 月 9 日 第1回 理事会
委員長会議

第1回勉強会～MICEに於ける危機管理～

会員交流委員会
許可日

2019年
6 月 25 日

千葉MICE Day
会期：2019年7月23日
（火） 会場：かずさアーク

7月 9 日

第1回横浜グローバルMICEフォーラム
会期：2020年2月20日(木)・21日(金)

5 月 14 日 第1回 運営委員会

第4期 (2018年度) 社員総会

108 189 総務委員会

講演会

108 217 人材育成委員会

意見交換会

111 261 会員交流委員会

12 日 第5回 交流ゴルフ会

14

7 月 3 日 第2回 JCMA会員交流ボウリング大会 14

女性委員会

18 会員交流委員会
48 会員交流・次世代委員会

9 日 第2回 運営委員会

82 人材育成委員会

中止
12

会員交流委員会

23 広報委員会

8

13 会員交流委員会

28 日 トークショー＆ディナー

16

32 女性委員会

11

36 次世代委員会
― 国際交流推進委員会

80 159 総務委員会

講演会

82 176 人材育成委員会

意見交換会

93 213 会員交流委員会

25

81 人材育成委員会

技能取得講習会

10 日 第3回 拡大運営委員会（第9回 運営委員会）

国際交流推進委員会

7 月 3 日 東京都MICE連携推進協議会（第1回）

田中事務局長

11 月 28 日

東京都MICE連携推進協議会
国際会議誘致部会（第1回）

近浪代表理事

沖縄MICEネットワーク
第2回幹事会

ジョンソン会員

東京都MICE連携推進協議会
国際会議誘致部会（第2回)

近浪代表理事

Asia Pacific MICE Business Festival 2020に
祝賀ビデオメッセージ

2020年

29 日

近浪代表理事
近浪代表理事

沖縄MICEネットワーク
第3回幹事会/令和元年度第1回誘致部会

ジョンソン会員

マレーシアMACEOSとMoU締結

2 月 5 日 日本観光振興協会 観光関係団体事務局長会議（一水会）田中事務局長
3月 3 日

沖縄MICEネットワーク
令和元年度第2回誘致部会：開催延期

ジョンソン会員

日本観光振興協会 観光関係団体事務局長会議
田中事務局長
（一水会）
：中止

13 日 沖縄MICEネットワーク

第2回総会：中止

総務委員会

ジョンソン会員

26 日 公益財団法人東京観光財団 評議員会：中止（書面開催） 武内副代表理事

■ その他
内容
第6回観光立国推進協議会が開催

香川県新県立体育館整備計画に係るヒアリング
6 月 27 日
坂井業務執行理事
2020年

2 月 12 日 第2回 拡大運営委員会（第8回 運営委員会）

3 月 4 日 クルーズとレクチャー

近浪代表理事・
武内副代表理事

2019年

1 月 21 日 第1回 拡大運営委員会（第7回 運営委員会）

28 日 コミュニケーション研修

第4回茶道を楽しむ会

宇佐美業務執行理事

19 日 平成31年度 愛知・名古屋MICE推進協議会総会 宇佐美業務執行理事

日程

2020年

23 日 MICEスキルアップセミナー

4 月 16 日 愛知・名古屋MICE推進協議会幹事会

4日

17 日 第4回 理事会

第2回JCMA会員交流ボウリング大会懇親会

出席者

21 日 第7回観光立国推進協議会

19 日 第4回 茶道を楽しむ会

第5期 (2019年度) 中間社員総会

委員会等

1 月 16 日 東京都MICE連携推進協議会（第2回）

5～6日 ICCA APサミット視察ツアー視察ツアー ―

次世代委員会

日程

2019年

28 日

12 日 第6回 運営委員会

12 月 5 日 2019年度 技術資格取得講座

■ 関係団体の委員会等

8月 7 日

第5回 運営委員会

救命救急講習会及び危機管理について

第29回MICE エキスポ(IME2020)
会期：2020年2月26日
（水） 会場：東京国際フォーラム

9 日 沖縄MICEネットワーク 令和元年度第1回総会他 ジョンソン会員

10 月 8 日 第3回 理事会

11 月 7 日 第1回 広報・PR勉強会

第2回JCMA会員交流ボウリング大会

6 月 6 日 沖縄MICEネットワーク 令和元年度第1回幹事会 ジョンソン会員
28

10 日 第4回 運営委員会

11日～
サマーセミナーin札幌
12日

11 月 12 日

23 日 MICE業界関連団体会議

8 月 6 日 第3回 運営委員会
9 月 5 日 2019年度 第1回勉強会

会場：パシフィコ横浜

ICCA Asia Pacific Summit2020 誘致
会期：2020 年 5 月 6 月の 木～金 会場：パシフィコ横浜

6 月 11 日 第2回 理事会

MICEスキルアップセミナー「急速に変化するイベントテクノロジー」

内容

延期

人材育成・次世代委員会

延期

女性委員会

「新型コロナウイルス感染症により、MICE業界が受けている影響
3 月 17 日 とそれに対する支援策の要望」の提出
提出先：観光庁
「新型コロナウイルス感染症により、MICE業界が受けている影響
3 月 25 日 とそれに対する支援策の要望」の提出
提出先：首相官邸

第４回MICE人材育成協議会

