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ラグビーワールドカップ2019日本大会記念インバウンド振興キャラバンラグビーワールドカップ2019日本大会記念インバウンド振興キャラバン

～シビック・プライドがラグビーW杯のレガシーを生み出す～
いよいよ今年9月にラグビーW杯2019が開幕します。釡石・岩手・東北におけるラグビーW杯の真のレガシー

創出に向けて、官民のトップリーダーの皆様にご登壇いただき議論いたします。
いよいよ今年9月にラグビーW杯2019が開幕します。釡石・岩手・東北におけるラグビーW杯の真のレガシー

創出に向けて、官民のトップリーダーの皆様にご登壇いただき議論いたします。

2019年  5月  28日  [火]2019年  5月  28日  [火] 18:00~20:00 18:00~20:00 
開場：17:30~開場：17:30~
トークライブ：トークライブ：

石
釜in

無料無料

共　催 ： 一般社団法人日本インバウンド連合会（JIF）、釡石市、釡石市ラグビーワールドカップ2019推進本部
後　援 ： 東北運輸局、一般社団法人東北観光推進機構
共　催 ： 一般社団法人日本インバウンド連合会（JIF）、釡石市、釡石市ラグビーワールドカップ2019推進本部
後　援 ： 東北運輸局、一般社団法人東北観光推進機構

お
申
込
み

裏面の参加申込書にご記入の上、
5月24日（金）18:00までに、メール（info@jif.or.jp）
または FAX（03-3516-2373）にお送りください。

お
問
合
せ

一般社団法人日本インバウンド連合会（JIF）
東京都中央区日本橋本町3-4-5PMO 日本橋三越前10 階
JIF メンバーズサポート本部事務局　高橋、河田
TEL：03-3516-2372　E-mail： info@jif.or.jp 　携帯：090-5191-6839（当日）

パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

紺野 純一 氏
こんの じゅんいち

一般社団法人 東北観光推進機構
専務理事 推進本部長

昭和43年4月 日本国有鉄道入社
昭和62年4月 東日本旅客鉄道(株)入社
平成7年3月 びゅうプラザ仙台所長
平成12年12月 仙台支社福島駅長　
平成16年6月 仙台支社 仙台駅長
平成19年10月 仙台ターミナルビル(株)入社
平成24年6月専務取締役ホテル事業本部長兼ホテルメトロポリタン仙台総支配人
平成25年10月 専務取締役 ホテル事業本部長
平成27年6月 同社を退社。東北観光推進機構 専務理事に就任 推進本部長兼務
平成29年 4月 一般社団法人東北観光推進機構 専務理事推進本部長

エミリー・ハラムズ 氏
釡石市ラグビーワールドカップ2019
推進本部事務局・国際交流センター
国際交流員

オーストラリア・キャンベラ生まれ。関西大学
で交換留学し、オーストラリア国立大学卒業後、
「語学指導等を行う外国青年招致事業」（JETプ
ログラム）に応募し、国際交流員（CIR）と
して釡石市総務企画部オープンシティ推進室・
ラグビーワールドカップ2019推進室（兼）に
着任。現在、釡石市ラグビーワールドカップ
2019推進本部事務局・国際交流センターに配属。

パネル
ディスカッション

技術分野専門の翻訳者として、25年間、化学、エネルギー、
高機能材料などの翻訳に従事。震災を機に、同じ岩手の仲
間と、「東北の仕事を東北の力で」を旗印に、通訳・翻訳・
国際化コンサルティンググループの「ノース・リンク」
を立ち上げる。東北の通訳、翻訳案件のほか、2019年に
本番を迎える釡石でのラグビーワールドカップの機運醸成事
業のお手伝いも5年目。「一人一役」を目標に、釡石な
らではのインバウンドの盛り上げに取り組んでいる。

高木　純 氏
たかぎ　 じゅん

JIFメンバーズ副幹事長
NIPPON Platform 株式会社 
代表取締役会長 兼 海外事業 CEO

和田 竹美 氏
わだ たけみ

翻訳、通訳
国際化コンサルティング団体
ノース・リンク

パネル
ディスカッション

東南アジア各国で複数の起業失敗・成功
体験を持つ、アジアンな日本人「日本を
キャッシュレス化したい」との思いで、
40歳の誕生日に株式会社NIPPON PAY（現 
NIPPON Platform株式会社）を創業。
No venture, No gain（挑戦なくして得る
ものなし）の精神の下、世界に誇るユニ
コーン企業となるべく挑戦を続ける

閉会挨拶 『地球の歩き方』を発行する(株)ダイ
ヤモンド・ビッグ社を経て、2017年に
(株)パソナグループ入社。New Value　
Creation Fund投資政策委員会事務局にて
地方創生事業に取り組む。2018年4月
(株)かまいしDMC設立に参加。現在、
同社取締役事業部長。早稲田大学トラン
スナショナルHR研究所招聘研究員 。

河東 英宜 氏
かとう  ひでたか

株式会社かまいしDMC 
取締役事業部長

司会

浜 知美 氏
はま  ともみ

JIFメンバーズ正会員
アリティ―ヴィー株式会社
副社長

基調講演①

小野 協子 氏
おの きょうこ

東北運輸局　観光部長

2002年国土交通省入省。入省以来、海事局、
航空局等の幅広い業務を経験し、2012年から
内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室長として沖
縄の観光振興等を担当。その後、内閣官房日
本経済再生総合事務局、同行政改革推進本部事
務局等を経て、本年４月より現職。和歌山県
出身。

甲
子
川
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TETTO
釡石市民ホール

イオンタウン

カフェ＆レストラン
はまゆい釡石駅釡石駅

●TETTOアクセス

最終報

参加費 200名200名
（申し込み先着順）（申し込み先着順）

定員
20:30~22:00時　間交流会
5,000円参加費

カフェ＆レストランはまゆい
岩手県 釡石市 魚河岸３－3 魚河岸テラス ２F　※TETTOより徒歩約13分

JR釡石線釡石駅
三陸鉄道南リアス線釡石駅から
【徒歩】10分 【タクシー】5分
【バス】5分
（岩手県交通バス停「市民ホール前」
　または「釡石中央」で下車）

会　場 TETTO（釡石市民ホール）ホールB TETTO（釡石市民ホール）ホールB 

釡石市長

開催市挨拶
昭和51年3月31日 専修大学　法学部　卒業
昭和51年4月1日 家業（農林業）従事
昭和58年4月1日学校法人野田学園甲東幼稚園勤務
昭和63年4月1日 学校法人野田学園甲東幼稚園園長(平成18年3月31日まで）
平成15年4月30日岩手県議会議員(平成19年10月31日まで）
平成17年11月1日 学校法人野田学園理事長（平成19年10月31日まで）
平成19年11月11日 釡石市長  当選
平成19年11月18日 釡石市長  就任(現在３期目)

野田 武則 氏
のだ  たけのり

岩手県沿岸広域振興局長

開催県挨拶 昭和59年３月岩手大学人文社会科学部卒業
昭和59年４月岩手県事務吏員（一関労政事務所）
平成21年４月 岩手県商工労働観光部観光課観光振興担当課長
平成22年４月岩手県教育委員会事務局教育企画室企画課長
平成25年４月岩手県商工労働観光部科学・ものづくり振興課総括課長
平成26年４月岩手県復興局復興推進課総括課長
平成28年４月岩手県総務部総合防災室室長
平成30年４月現職

石川義晃 氏
いしかわ  よしあき

基調講演②

中村 好明 氏
なかむら よしあき

一般社団法人日本インバウンド連合会 理事長
一般社団法人国際22世紀みらい会議 議長
株式会社ジャパン インバウンド ソリューションズ 代表取締役社長

1963年、佐賀県生まれ。上智大学出身。
2000年、株式会社ドン・キホーテ入社。広報・ＩＲ・マーケティ
ング・インバウンドの責任者を経て、2013年、株式会社ジャパ
ン インバウンド ソリューションズ（JIS）を設立し、その代表に
就任。国・自治体・民間企業のインバウンド分野におけるコンサ
ルティングや教育研修事業、またJISの社業に加え日本インバウン
ド連合会の理事長、国際22世紀みらい会議の議長としても、観
光立国と地方創生の実現に向けて国内外で活動中。

「観光立国革命 ～インバウンドが切り拓く
                               釡石・岩手・東北の未来～」



組織名・団体名

ご氏名

電話番号

メールアドレス

ご同行者氏名

ご記入の上、5月24日（金）18:00までに、
JIFメンバーズサポート本部事務局メール（info@jif.or.jp）または 
FAX（03-3516-2373）までお送りください。

インバウンド白熱トークライブ  in  釡石
プログラム

 in 釡石
参加申込書

17:30 開　場

18:00~18:05 開会宣言
 中村 好明 氏 
 一般社団法人 日本インバウンド連合会 理事長

18:05~18:10 開催市挨拶
 野田 武則氏 
 岩手県 釡石市 市長

18:10~18:15 開催県挨拶
 石川 義晃 氏
  岩手県沿岸広域振興局長

18:15~18:30 基調講演①
 「東北におけるインバウンド戦略とラグビーW杯」
 小野 協子氏 
 東北運輸局 観光部長

18:30~19:00 基調講演②  「観光立国革命
 ～インバウンドが切り拓く釡石・岩手・東北の未来～」
 中村 好明氏 
 一般社団法人 日本インバウンド連合会 理事長

19:00~19:05 小休憩

※※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。

19:05~19:55 パネルディスカッション
 テーマ 「釡石市・岩手県・東北にとって
                   ラグビーW杯の真のレガシーとは何か」
 
 パネリスト
 紺野 純一氏
 一般社団法人 東北観光推進機構 専務理事推進本部長
 
 エミリー・ハラムズ氏（オーストラリア出身）
 釡石市ラグビーワールドカップ2019
 推進本部事務局・国際交流センター国際交流員

 和田 竹美氏
 翻訳、通訳、国際化コンサルティング団体ノース・リンク

 高木　純氏
 JIF メンバーズ副幹事長、
 NIPPON Platform 株式会社 代表取締役会長 兼 海外事業 CEO

 ファシリテーター
 中村 好明 氏
 一般社団法人日本インバウンド連合会　理事長

19:55～20:00 閉会挨拶
 河東 英宜 氏
 株式会社かまいしDMC 取締役事業部長

20:30~22:00 交流会（会場：カフェ＆レストランはまゆい）

インバウンド白熱トークライブインバウンド白熱トークライブ
参加申込書送付先：E-mail: info@jif.or.jp 　FAX: 03-3516-2373

5/28火

（トークライブ・交流会参加の方で、
同行者がいる場合、ご記入下さい)

氏名 ご所属・役職名　 ●トークライブ　参加　・　不参加

●交流会　　　　参加　・　不参加

●トークライブ　参加　・　不参加

●交流会　　　　参加　・　不参加

●トークライブ　参加　・　不参加

●交流会　　　　参加　・　不参加

・18:00～20:00　トークライブ 参加　・　不参加

・20:30～22:00　交　流　会 参加　・　不参加


