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平成３０年７月吉日 

会 員 各 位 

一般社団法人日本アミューズメント産業協会 

会   長   里 見   治 

研修委員長   内 田 慎 一 

 

平成３０年度青少年指導員養成講座開催ご案内 

 

 アミューズメント施設従業者は、風俗営業に青少年の立入を許されている関係から、

青少年と接する機会が多く、施設を健全に管理運営するためには、青少年の健全育

成の立場から青少年問題についての知識を深めて、適切に対応することが重要で

す。 

 

 当講座は、ＪＡＩＡ会員から受講者を推薦していただき、毎年開催しているもの（旧ＡＯ

Ｕからの継続）であり、これらの方々を対象に実施しています。累計受講者数は４，５０

０人に達しています。今回も(公財)全国防犯協会連合会の協力を得て開催いたしま

す。 

 また、会員外の方々も参加いただけるようになりました。 

 ＊申込者多数の会員様には人数調整をしていただくことがあります。 

 

 受講修了者には「AOU 青少年アドバイザーの証」と併せて「ＡＯＵ青少年アドバイザ

ー」の名刺を全員に渡しており、それぞれの地域における青少年対策の中核としての

活躍が期待されています。 

 

 講座は、東京会場（国立オリンピック記念青少年総合センター）９月１２日（水）、１３日

（木）と大阪会場（プリムローズ大阪）１１月７日（水）、８日（木）の両会場で開催します。

別紙の申込み用紙にて８月６日（月）までにＪＡＩＡ事務局迄お申し込みください。 

 なお、ＪＡＩＡホームページに（ＵＲＬ http://ｊａｉａ.or.jp）にも案内を掲載する予定です

のでご参照してください。 
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第４９回 ＡＯＵ青少年指導員養成講座（東京会場） 

開 催 日 平成３０年９月１２日（水）～１３日（木）12 時 受付開始 

会   場 国立オリンピック記念青少年総合センター 

センター棟 ３F ３１０号室 

      東京都渋谷区代々木神園町３－１ TEL03-3467-7201 

      ＵＲＬ（http://nyc.niye.go.jp） 

第５０回 ＡＯＵ青少年指導員養成講座（大阪会場） 

開 催 日 平成３０年１１月７日（水）～８日（木）12 時  受付開始 

会   場 ホテルプリムローズ大阪 ２F「鳳凰の間」 

      大阪市中央区大手前３丁目１番４３号 TEL06-6941-1231 

      ＵＲＬ（http://www.primrose-osaka.com） 

主   催  一般社団日本アミューズメント産業協会（ＪＡＩＡ） 

共   催  公益財団法人全国防犯協会連合会 

 

会   費  会員１名  25,000円（税込）（宿泊費、改訂版実務風適法教 

本代定価 4,980 円含む） 

       非会員１名 120,000円（税込）（     〃       ） 

         

         ※会費は銀行振込となります。 

※会費については申込書到着後、申込責任者へ振込口座のご

連絡をいたします。 

（※振り込み手数料は貴社負担願います。） 

受講 申込  会員は下記ＪＡＩＡ事務局へ申込みください。受講者氏名等、

所定の事項を別紙申込書に記入し８月６日（月）までにＪＡＩ

Ａ事務局へ FAXor メールして下さい。（ＦＡＸ03－6272－9411、

ｅメール haneda@jaia.jp） 

※申し込み締切後のキャンセルについてはキャンセル料金

（税込）（会員１万５千円、非会員６万円）、受講者変更につ

いては受講者変更料（税込）（会員５千円、非会員５千円）

をいただきますのでご留意ください。また、受講開始日前８

日前以降にキャンセルの場合は受講料は返還いたしません。 

＊入金確認後、申込者の所属する会社申込責任者宛に「受講確認書」をメールいた

します。＊受講修了者には「ＡＯＵ青少年アドバイザーの証」を進呈いたします。 

http://nyc.niye.go.jp/
http://www.primrose-osaka.com/
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東 京・大 阪 会 場 日 程 

時間 第 1 日東京（9/12）大阪(11/7) 時間 第 2 日東京（9/13）大阪(11/8) 

 

 

 

 

 

12:00～ 

12:20 

12:25 

12:30 

 

 

12:40 

 

 

 

13:00 

 

14:30 

 

14:50 

 

 

15:50 

16:10 

 

17:20 

17:40 

 

18:00 

 

 

 

 

 

受付開始 

集合 

オリエンテーション 

開講式 

主催者挨拶 （内田理事・研修委員

長） 

講義 （内田理事・研修委員長） 

「ＪＡＩＡの事業活動及び養成講

座の意義とねらい」 

 

講義 （鈴木ＪＡＩＡ顧問 90 分） 

「風適法について」 

レポート作成・休憩 

 

講義 （内山講師 60 分） 

「青少年育成と大人・社会の役割」 

 

レポート作成・休憩 

講義 （森田講師 70 分） 

「実技と接し方」 

レポート作成 

グループ討議の進め方について 

※前回のグループ発表ＤＶＤ上映 

宿舎（東横イン）へ移動 

グループごとに夕食します。 

夕食は用意してありませんので、外

食になります。 

 

8:50 

9:00 

 

11:00 

11:20～ 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 

 

 

 

 

 

 

15:30 

 

16:00 

朝食（東横イン） 

集合（班長メンバー確認） 

講義 （保坂講師 120 分） 

「クレーム接客」 

レポート作成・休憩 

グループﾟ討議 

昼食※２Ｆ「カフェテリアふじ」

は 11:30 から食事可能ですが

12:00 前後は混雑が予想されます

のでご注意ください。 

（東京会場の場合） 

（大阪会場は会場に昼食をサー

バーします。） 

 

グループ研究発表 （140分）※ 

（店舗での困った事例などを各

班で課題を選択して発表する） 

 

 

 途中休憩をいれる 

 

閉講式（内田委員長） 

修了証書授与式 

アンケート提出後 解散 

※スケジュールは変更されることがあります。 
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「注意事項」（東京会場）＊研修会場と宿泊施設は別となります。 

１ 研修会場  国立オリンピック記念青少年総合センター 

        東京都渋谷区代々木神園町３番１号 http://nyc.niye.go.jp/ 

        （上記ＵＲＬからアクセスマップをダウンロードして下さい） 

２ 宿泊施設  東横イン新宿歌舞伎町 

        東京都新宿区歌舞伎町２－２０－１５TEL03-5155-1045 

        http://www.toyoko-inn.com/hotel/00078/index.html 

        （上記ＵＲＬからアクセスマップをダウンロードして下さい） 

３ 持参品   名刺、筆記具、（健康保険証） 

４ 服 装   館内は２８度設定されているので、襟付きシャツのクールビズ

（ジーンズ、Ｔシャツ、ポロシャツ不可）でお願いします。 

５ 受講時   携帯電話等の使用については禁止させていただきます。 

「交通機関」 

① 地下鉄千代田線利用時 

JR 東京駅より地下鉄丸の内線に乗り、霞ヶ関駅で千代田線に乗換「代々木公

園」駅下車、代々木公園方面出口４番から徒歩１５分 

② 私鉄小田急線利用時 

JR 新宿駅から私鉄小田急線（各駅停車）に乗り「参宮橋」駅下車、徒歩６分 

「注意事項」（大阪会場）＊研修会場と宿泊施設は別となります。 

１研修会場 ホテルプリムローズ大阪 ２Ｆ「鳳凰の間」 

      大阪市中央区大手前３丁目１番４３号 TEL06-6941-1231 

      ＵＲＬ http://www.primrose-oosaka.com 

２宿泊施設 東横イン大阪谷四交差点 

      大阪市中央区谷町４－１１－１TEL06-6946-1045 

      ＵＲＬ http://toyoko-inn.com/hotel/00150/index.html 

３持参品  名刺、筆記具、（健康保険証） 

４服 装  男性は背広、ネクタイ不要（ジーンズ、トレーナー等は不可） 

５受講時  携帯電話の使用については禁止させていただきます。 

「交通機関」 

ＪＲ新大阪駅より大阪市営地下鉄御堂筋線に乗り、「本町」で下車、中央線乗換

１つ目「谷町４丁目」駅下車１Ｂ出口から徒歩１分 

 大阪空港から梅田までバスで約３０分、関西国際空港から快速電車で約４５分

から６５分、バスで約５０分 

大阪市営地下鉄谷町線利用時大阪市営地下鉄東梅田駅より３つ目「谷町４丁 

目」駅下車１Ｂ出口徒歩１分 

 

http://nyc.niye.go.jp/
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00078/index.html
http://www.primrose-oosaka.com/
http://toyoko-inn.com/hotel/00150/index.html
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下記（サンプル）の受講確認証を申込み責任者にお送りいたしますので、各受

講者に配布してください。なお、受講者の現業務上における「風適法」につい

て最低限のご理解をしていることをご確認の上、ご出席していただくようお願

いいたします。 

 

また、「風適法」に関するご質問及び「店舗での問題点」に関するアンケートを

予め受付いたしますので、申込責任者へ配布する用紙にてＪＡＩＡ事務局まで

９月５日までにＦＡＸしてください。（FAX03-6272-9411） 

「東京会場の受講確認書（サンプル）」 

平成３０年度青少年指導員養成講座受講確認書（サンプル） 

このたびは平成３０年度青少年指導員養成講座のお申し込み有り難うございまし

た。下記の要領で開催いたしますので、当日１２時に受付にお越しください。 

記 

開催日 平成３０年９月１２日（水）～１３日（木） 

受 付 平成３０年９月１２日１２時 

    （食事は用意しませんので、各自で早めに摂っておいて下さい） 

会 場 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ棟３Ｆ３１０号室 

    東京都渋谷区代々木神薗町３－１ TEL03-3467-7201 

    http://nyc.niye.go.jp/（アクセスマップ有り） 

主 催 一般社団法人日本アミューズメント産業協会 

    TEL03-6272-9401 

共 催 公益財団法人全国防犯協会連合会 

会 費 １名 ２万５千円（税込）※宿泊費、改訂版実務風適法教本代含む 

    （なお、会費は銀行振込となります。振込口座は申込責任者へご連

絡いたします。） 

※申込締切後のキャンセルについてはキャンセル料金（税別）（会員１万５

千円、非会員６万円）、受講者変更については受講者変更料（会員５千円、

非会員５千円）をいただきますのでご留意ください。また、受講開始日前８

日前以降にキャンセルの場合は受講料は返還いたしません。 

 

以上 

 

 

 

http://nyc.niye.go.jp/
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※「風適法」に関する質問と「店舗での問題点」に関する質問を受付ますので

下記にご記入の上、９月５日までにＦＡＸしてください。 

  

（ご記入後、ＪＡＩＡ事務局まで FAXをお送りください。） 

 

・ 風適法に関する質問 

 

                                                     

                                                     

                                                     

 

                                                     

 

                                                     

 

                                                     

・店舗での問題点に関すること 

                                                     

 

                                                     

 

                                                     

 

                                                     

 

                                                     

 

                                                     

（会社名） 

（御氏名） 

 

ＪＡＩＡ事務局 FAX０３－６２７２－９４１１ 
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青少年指導員養成講座講師プロフィール 

 

鈴木 剛夫 （すずき たけお） 

現職 一般社団法人日本アミューズメント産業協会 常勤顧問 

経歴 中央大学 法学部法律学科 卒業 

   昭和４６年警察庁入庁 

   昭和６３年警察庁警備局付 

   平成１０年ＮＥＣ第一官庁ソリューション事業部長 理事 

   平成１８年(社)全日本アミューズメント施設営業者協会連合会  

   平成２２年「実務風適法」著す 

   平成２６年「実務風適法（改訂版）」著す 

   平成３０年一般社団法人日本アミューズメント産業協会 常勤顧問 

 

内山 絢子 （うちやま あやこ） 

現職 一般社団法人日本アミューズメント産業協会 顧問 

経歴 東京教育大学 教育学部心理学科 卒業 

   昭和４３年警察庁 （科学警察研究所）入庁 

   平成１４年目白大学 人文学部現代社会学科 教授 

             人間学部心理カウンセリング学科 教授 

 

保坂 真民 （ほさか まみ） 

現職 ㈱日本コンサルタントグループ 

   百貨・専門店研究所 パートナーコンサルタント 

経歴 一ツ橋ビジネススクール卒業 米国Ｂ.Ｂ.Ｓ.Ｈ大学３学年中退 

   ㈱電通 総務部・SP 業務部にて販売促進業務及び施設マネジメント業務 

   ㈱PISA ウラク事業部 富裕層を対象とした超高級商材の営業及び営業

企画・クラブメンバー向け日本 NO1.ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ業務 人材業界・オートク

チュールブランドへのコンサルタントとして独立。現在に至る。 

 

森田 廣（もりた ひろし） 

現職 財団法人日本交通安全教育普及協会 

経歴 東京電機大学電子工学科 卒業 

   昭和４６年(社)青少年育成国民会議入局 

   昭和６１年より、青少年指導員養成講座に講師として参加 

   平成８年育成運動部長 

   平成２０年事務局長 


