
月 日

20 特別国際セミナー 高橋 浩祐 氏

編集長

21 広報ＰＲアカデミー2015
広報・ＰＲ基礎講座
4月21日・22日・23日 （1日目） 花上　憲司 氏
会場：富士ソフト アキバプラザ　

野村 武司 氏

石橋 眞知子 氏

井澤 幹夫 氏

中村 勝彦 氏

22 （2日目） 芦澤 愛有子 氏

木村　茂樹 氏

青田 浩治 氏

23 （3日目） 田代　順 氏

細川　一成 氏

五十嵐　寛 氏

28 第164回定例研究会 伊藤 儀雄 氏

23 第238回定例会　(関西部会) 脇浜 紀子 氏
17

20 第165回定例研究会 野澤 正憲 氏

21 第19回 広報ゼミ　 森永 真弓 氏

21 第239回定例会 牛尾 裕行 氏
　(関西部会)

1 第4回通常総会
　　　　懇親パーティ

4 第12回 広報活動研究会　

10 広報・PRアカデミー2015 田代　順 氏

17 「PRプランナー3次試験対応講座」

16 第166回定例研究会 大信田 雅二 氏

18 2015年度「広報基礎講座」 （1日目）

（関西部会 ） 鹿間　孝一 氏

殿村 美樹 氏

（企業部会）

スカパースタジオ見学
訪問先：スカパーＪＳＡＴ㈱ 東京メディアセンター

 「メディアの本質と報道」

                     2次試験 毎日インテシオ(大阪)

会場：グランド ハイアット 東京 2Ｆ「アニス」

第16回ＰＲプランナー資格検定

「テレビ東京のニュース報道

～野澤企業報道部長が部員に託していること～」

会場：学習院大学（東京）

「体感！　ガスで創る未来の暮らし」

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ

メディア・コミュニケーションプロデューサー　

（株）ＴＭオフィス

㈱テレビ東京 報道局次長 兼 ニュースセンター長 兼 解説委員

「チャージ730！」チーフ・プロデューサー

(株)電通パブリックリレーションズ

企業広報入門

広報・ＰＲパーソンに求められる心構えと

ザ・ハフィントンポスト日本版 

井澤リスクマネジメント事務所

大阪ガス

日本経済新聞東京本社

(株)スペインクラブ

編集局特別記者兼論説委員

 編集局 企業報道部長　

ＡＱＵＡ博多(福岡)

～「ワールドビジネスサテライト」から「チャージ７３０！」まで！～

「日本経済新聞社の企業取材の体制と報道

会場：大阪ガス「ハグミュージアム」

会場：アカデミーヒルズ49

2015年度の活動実績

講師名項目　　　　　　　　　　　　　　　テーマ

デジタルメディアと広報・PR

（公社）日本パブリックリレーションズ協会

(株)スペインクラブ

(株)インテグレート

(株)野村総合研究所

4
月

「新時代のジャーナリズムをけん引する国際ネット・メディア

(講義と演習)

「続・テレビ局がつぶれる日」

会社名　　　　　役職名

会場：グランド ハイアット 東京 2Ｆ「バジル」

第1講座

第2講座

産経新聞　

ハグミュージアム館長

「合格するニュースリリースの作成法」

「PR基礎知識パーフェクト講座」

パブリックリレーションズ概論

(株)電通パブリックリレーションズ

(株)ハーバーコミュニケーションズ

讀賣テレビ放送　アナウンサー

エートゥゼットネットワーク

(株)電通パブリックリレーションズ

コミュニケーション・スキル

ＰＲ会社の役割と仕事の実際

「危機管理広報入門」 

マーケティングPRの基礎

ニュースリリースの基本と作成（講義と演習）

メディアリレーションズの基本

5
月

６
月

「ソーシャルメディア時代の情報リスク対策」

（企業部会） 会場：富士通㈱ 汐留本社 24Ｆセミナールーム

会場：ＡＰ東京丸の内

会場:中央電気倶楽部

会場：アカデミーヒルズ49

「ザ・ハフィントン・ポスト」の使命と今後の展開」

広報・ＰＲと倫理・法規・ＣＳＲ ＴＭＩ総合法律事務所

～わが国最大級のニュースサービス活用の可能性を探る～」

会場：アカデミーヒルズ49

ヤフー㈱　
メディアサービスカンパニー ニュース本部編集部 リーダー

会場：日本記者クラブ

マスメディアの特性とアプローチのポイント

(株)フルハウス

「『Yahoo!ニュース トピックス』の編集と進化」



23 第33回ＰＲスキル研究会 土屋　明子 氏
（ＰＲ業部会）

23 広報・PRアカデミー2015 赤坂 幸正 氏
7月1日 「PRプランナー3次試験対応講座」

1 広報活動研究会

2 ＰＲプランナーフォーラム 嶋　浩一郎 氏
（ＰＲプランナー部会）

8 広報・PRアカデミー2015 許　光英 氏
14 「PRプランナー3次試験対応講座」

15 広報・PRアカデミー2015 田代　順 氏
21 「PRプランナー1次試験対応講座」

22 広報・PRアカデミー2015 [モデレーター]
「PRSJ　特別シンポジウム」 神岡 太郎 氏

[パネリスト]
世耕 石弘 氏
村川 祐介 氏
山田 まさる 氏
井口　理 氏

23 夏季情報交換会

28 広報・PRアカデミー2015 永井 昌代 氏
8月4日 「PRプランナー1次試験対応講座」

25
3次試験

29 第240回定例会 久保 拓哉 氏
　(関西部会)

23
 1次試験

24 第167回定例研究会 嶋　浩一郎 氏

28 拡大関西広報ゼミ 竹田　忍 氏
（関西部会 ）

10 第34回ＰＲスキル研究会 石川　慶子 氏
（PR業部会）

17 広報・PRアカデミー2015 青田 浩治 氏
「広報・ＰＲ実務スキルアップシリーズ」

18 第168回定例研究会 荒武 祐子 氏

18 2014年度「ＰＲアワードグランプリ」

エントリー説明会

25 広報・PRアカデミー2015 鈴木 正人 氏
「広報・ＰＲ実務スキルアップシリーズ」

25 第241回定例会  石　平
（関西部会 ）

2014年度「ＰＲアワードグランプリ」

第17回ＰＲプランナー資格検定

8
月

「カンヌライオンズ2015」にみるこれからのＰＲ ㈱博報堂ケトル 

（企業部会）

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター 

「コンテンツ・マーケティングとＰＲ」 ㈱博報堂ケトル 

「パブリックリレーションズ視点でデザインする

ソーシャル志向のマーケティング

～生活者と企業・組織が共創する新たな価値とは～」

会場：富士ソフトアキバプラザ

一橋大学 商学研究科 教授

(株)電通パブリックリレーションズ　コミュニケーションデザイン局長

トヨタマーケティングジャパン コミュニケーション局主任

近畿大学 広報部 部長

(株)インテグレート

「広報・ＰＲ企画の立案作成」
（マーケティング分野）

(株)インテグレート　

（コーポレート分野）」 プロジェクトマネージャー

会場：早稲田大学　早稲田キャンパス（東京）

北海道建設会館（札幌）

会場：アカデミーヒルズ49

・パブリックリレーションズの基本

・企業経営とパブリックリレーションズ

毎日インテシオ（大阪）

劇団四季
会場：中央電気倶楽部 広報宣伝部長　

会場：大阪凌霜倶楽部サロン

会場：アカデミーヒルズ49

取締役

・メディアリレーションズ

～多彩なメディア展開の融合が創るオズワールドの仕掛けを探る～」

会場：富士通ラーニングメディア品川ラーニングメディアセンター（東京）

代表取締役社長 

「メディアトレーニングの組み立て方

スターツ出版㈱

「劇団四季の広報戦略」

          富士通ラーニングメディア 関西ラーニングセンター（大阪）

経済解説部編集委員　

(株)インテグレート

(株)電通パブリックリレーションズ

(株)電通パブリックリレーションズ

日経新聞東京本社

 ～戦略、服装。姿勢等～」

代表取締役社長 

会場：㈱オズマピーアール プレゼンルーム

㈱バリュープレス 
代表取締役　

凸版印刷　トッパン印刷博物館

(株)スペインクラブ

「リリース配信サービス最新事情」

会場：胡同文華 銀座コリドー街店

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター 

「マーケティングPR活用講座」

 「オズモール」編集部 編集長　

「ニュースリリース活用講座」
会場：富士ソフトアキバプラザ

9
月

APCO Worldwide(同)
シニア・ディレクター

会場：㈱オズマピーアール プレゼンテーションルーム

６
月

・マーケティングとＰＲ

7
月

拓殖大学客員教授  

ＡＰ名古屋（名古屋）

会場：(公社)日本パブリックリレーションズ協会　会議室

第16回ＰＲプランナー資格検定

「東京女子を中心とした会員220万人を魅了する“オズモール”の秘密

「中国経済と習近平政権」
会場：中央電気倶楽部

会場：アカデミーヒルズ49

会場：アカデミーヒルズ49

会場：アカデミーヒルズ49

※定例会終了後、説明会を開催

会場：富士ソフトアキバプラザ

～ＰＲの世界的潮流と日本におけるＰＲの課題 ～」

・コミュニケーションとＰＲ

㈲シン 
取締役社長／広報コンサルタント　

「広報・ＰＲ企画の立案作成

・広報・ＰＲマネジメント



エントリー説明会(大阪)

29 第20回 広報ゼミ　

2 広報ＰＲアカデミー2015 岩井 秀仁 氏
「広報・ＰＲ実務スキルアップシリーズ」

6 広報ＰＲアカデミー2015 尾上 玲円奈 氏

8 第3回ＰＲ経営者懇談会 次原 悦子 氏
（PR業部会）

16 第14回 広報活動研究会　

17 第242回定例会
（関西部会 ）

21 第169回定例研究会 藤井 彰夫 氏

22 2015年度第1回なでしこカウンシル 元村 有希子 氏
編集委員 

10 ＰＲプランナーフォーラム ｉｎ 関西 嶋　浩一郎 氏

11 第170回定例研究会 瀬尾　傑 氏

12 ＰＲプランナー交流会

18

17 第13回PRプランナー2次試験

18 広報・ＰＲアカデミー
「プロフェッショナル広報・ＰＲ実務シリーズ」 田中 正博 　 氏

19 第13回企業部会フォーラム 西村 陽一 氏
(企業部会) 報道局長 

20 第28回広報学校
竹川 正記 氏

田中 正博 　 氏

平井　道子 氏
管理部長

19 (2日目)
世耕 石弘　 氏

岸本　文利 氏

（ＰＲプランナー部会）

「朝日新聞の報道」
会場：㈱ＮＴＴデータ

朝日新聞東京本社 

経済部副部長

第2部　　模擬会見
～緊急会見と取材対応の基本

第3部　過去の緊急会見のＤＶＤ視聴

毎日新聞大阪本社編集局　「記者が求める取材の視線

第2講座

第3講座

第5講座

愛知県青年会館（名古屋）

会場：中央電気倶楽部

㈱博報堂ケトル 
代表取締役社長 

江崎グリコ(株)江崎記念館　訪問

～新たなＰＲ手法を探るワークショップ～」

（企業部会）

第一事業戦略部長　現代ビジネスＧＭ　

講談社 

「女性記者の目」

「『Nikkei Asian Review』にみる日本経済新聞社のメディア戦略

～グローバル化とデジタル化に邁進する日経の新展開～」

会場：日本記者クラブ「会見場」

「『現代ビジネス』が拓くデジタル時代のジャーナリズム

（ＰＲプランナー部会）

第1７回ＰＲプランナー資格検定

名古屋会場： ＡＰ名古屋

（関西部会 ）

～戦略広報と危機管理～

会場：日本外国特派員協会（ＦＣＣＪ） (株)サニーサイドアップ 
代表取締役社長 

東京会場： 東京富士大学

田中危機管理広報事務所　
代表取締役社長　会場:六本木アカデミーヒルズ49

会場：(株)NTTドコモ

「コンテンツ・マーケティングとＰＲ」

会場：ブラッスリーポール・ボキューズ銀座

毎日新聞デジタル報道センター 

～激変するメディア環境における雑誌ジャーナリズムの新展開～｣

会場：富士ソフトアキバプラザ

(株)電通パブリックリレーションズ

「クライシスト・コミュニケーション講座」

コンテンツ活用PR講座

「プロフェッショナル広報・ＰＲ実務シリーズ」 会場：アカデミーヒルズ49

(株)井之上パブリックリレーションズ

9
月

10
月

11
月

田中危機管理広報事務所　
代表取締役社長　

広報部長

第4講座
「近畿大学の広報戦略」

「不祥事発生とテレビ会見～二次被害をどう防ぐか」

第1部　テレビ報道からの視点

「女性記者の視線」

（学法）近畿大学広報部

大阪マーチャンダインズマート（大阪）

～発表の意図がきちんと伝わる広報戦

会場：明治大学和泉キャンパスメディア棟（東京）

読売新聞大阪本社編集局

毎日放送（ＭＢＳ）
コンプライアンス室エグゼクティブ兼広報部長

 「非常事態発生時の危機管理
～広報担当者が備えるべき心得と対応」

2次試験

会場：中央電気倶楽部

第１講座

日本経済新聞社
 編集局次長 兼 『Nikkei Asian Review』編集長

大阪会場：毎日インテシオ

「進化するインターナルコミュニケーション

（企業部会）

パナソニック㈱ スマートシティ（藤沢）見学

～社員との情報共有から社員の行動変革へ～」

会場：松山大学　東京オフィス　会議室

会場：富士ソフトアキバプラザ

「コーポレート・コミュニケーション」



20 異文化勉強会 
(交流委員会)

26 第44回 親睦ゴルフ会
(交流委員会)

8 広報ＰＲアカデミー2015 田代　順 氏
15 「3次試験対応講座」

9 2015年度ＰＲアワードグランプリ

最終審査会

11 第171回定例研究会 別府 充彦 氏

16 第243回定例会 馬場 秀司 氏

16 広報・ＰＲアカデミー 大川 陽子 氏
「プロフェッショナル広報・ＰＲ実務シリーズ」 細川 一成

22 広報ＰＲアカデミー2015 赤坂   幸正 氏
「3次試験対応講座」

6 広報ＰＲアカデミー2015 赤坂   幸正 氏
「3次試験対応講座」

6 平成28年広告界合同年賀会

12 広報ＰＲアカデミー2014 許　光英 氏
18 「3次試験対応講座」

14 第35回PRスキル研究会 松岡 洋平 氏
（PR業部会）

25
                     3次試験

25 新春PRフェスタ2016 
「新春PRフォーラム」
「賀詞交歓会」 伊藤 元重 氏

27 広報・ＰＲプロジェクト
優秀事例セミナー

29 新春PRフォーラム関西 小川 友次 氏
（関西部会）

3 広報・PRアカデミー2015 田代　順 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

4 臨時総会

4 田中　洋 氏

5 第21回 広報ゼミ　

10 広報・PRアカデミー2015 田代　順 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

15 ＰＲプランナーフォーラム

コース：日本カントリークラブ

会場：六本木アカデミーヒルズ49

「 スウェーデン大使館 訪問

会場:六本木アカデミーヒルズ49

会場：六本木アカデミーヒルズ49

「合格するニュースリリースの作成法 」

朝日新聞・寺社文化財みらいセンター　

(株)電通パブリックリレーションズ
プロジェクトマネージャー

会場：六本木アカデミーヒルズ49

CSRコミュニケーション講座 (株)電通パブリックリレーションズ

（コーポレート課題）

事務局長　　

・広報・ＰＲマネジメント

・インベスターリレーションズ
・エンプロイーリレーションズ 
・ネットＰＲ

第17回ＰＲプランナー資格検定

中央大学大学院 ビジネススクール

会場：中央電気倶楽部

「広報・ＰＲ計画の立案作成」

2
月

・パブリックリレーションズの基本 (株)スペインクラブ
・企業経営とパブリックリレーションズ

品川ラーニングメディアセンター（東京）

会場：富士ソフト　アキバプラザ 

「広報・PR企画の立案作成」

㈱インテグレート

「ニュースアプリとＰＲ　

11
月

㈱インテグレート

会場：帝国ホテル「孔雀の間」

1
月

(株)スペインクラブ

「未来につなぐ文化財保護～朝日新聞の新たな試み」

マーケティングディレクター

会場：富士通ラーニングメディア

「広報・ＰＲ計画の立案作成」

会場：六本木アカデミーヒルズ49

会場：（株）オズマピーアール　プレゼンルーム

～モバイル×デジタルなニュースの読まれ方」

（関西部会 ）

（マーケティング課題）

会場：富士ソフトアキバプラザ

（マーケティング課題）

会場：六本木アカデミーヒルズ49

「伝統と革新で輝く宝塚歌劇の経営戦略 宝塚歌劇団理事長

スマートニュース㈱ 

第1部　日本PR大賞「パーソン・オブ・ザ・イヤー」

「シチズン・オブ・ザ・イヤー」表彰式及び受賞者記念スピーチ

第2部　新春特別講演 東京大学大学院

会場：グランド ハイアット 東京 経済学研究科　教授　

「アキバホール」

「日本政府の重要施策の理解促進と日本のブランディングに邁進する 内閣府大臣官房政府広報室長兼内閣審議官

政府広報　～知られざる政府広報の全体像を学ぶ～ （内閣官房内閣広報室担当）

会場：六本木アカデミーヒルズ49

「2016年 景気と経済を展望する」

会場：六本木アカデミーヒルズ49

会場：（株）オズマピーアール　プレゼンルーム

広報・PRアカデミー2015 「マーケティング・コミュニケーション講座」
「プロフェッショナル広報・ＰＲ実務シリーズ」 会場：六本木アカデミーヒルズ49

会場：大阪凌霜倶楽部セミナールーム 

～これからの100年～」

/戦略経営研究科　教授

「ＣＳＲと広報」
（企業部会） 会場：(株)AOI Pro. 会議室

会場：日経カンファレンスルーム

(株)スペインクラブ



17 広報・PRアカデミー2015 永井 昌代 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

17 第172回定例研究会 李 潤沢 氏

19 第244回定例会 鳴尾 仁秀 氏

23 広報・PRアカデミー2015 永井 昌代 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

23 第14回 企業部会フォーラム 山田 俊宏 氏
（企業部会）

24 ロス ローブリー 氏

29 第4回ＰＲ経営者懇談会 岩本　晃　 氏
（ＰＲ業部会）

6 第18回ＰＲプランナー資格検定

                       1次試験

9 ＰＲＳＪ特別シンポジウム

15 第22回 広報ゼミ　

17 第36回PRスキル研究会 嶋瀬　宏 氏
（ＰＲ業部会）

23 第173回定例研究会 小陳 勇一 氏

23 井口 理 氏

会場：六本木アカデミーヒルズ49

・メディアリレーションズ

3
月

会場：和泉ガーデンコンファレンスセンター

「これからの日本経済と朝日新聞の経済報道

毎日インテシオ（大阪）

ＡＱＵＡ博多（福岡）

2
月

会場：東京富士大学（東京）

・コミュニケーションとＰＲ

～朝日新聞社・経済部は取材・編集を如何に進めるか」

・マーケティングとＰＲ

APCO Worldwide(同)

「テレビメディア・映像ジャーナリズムの未来と広報・ＰＲ」

・行政・団体の広報活動 APCO Worldwide(同)
・国際広報・企業と危機管理
・経営倫理とプロフェッショナリズム
会場：六本木アカデミーヒルズ49

（関西部会 ） 会場：中央電気倶楽部 事業政策担当マネジャー　　

広報・PRアカデミー2015 「グローバル・コミュニケーション講座」 Edelman Japan KK

「中国社会におけるメディアと広報・ＰＲの最新事情」  人民網日本支社　　
～中国における広報・ＰＲ活動の進め方を探る～

会場：六本木アカデミーヒルズ49

（ＰＲプランナー部会）

「訪日インバウンドマーケットの最新事情と今後の動向」 （株）ＪＴＢ西日本・インバウンド

「コンテンツマーケティングとＰＲ」 アウトブレインｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　　
会場：㈱オズマピーアール　プレゼンルーム 社長　

「プロフェッショナル広報・ＰＲ実務シリーズ」 会場：六本木アカデミーヒルズ49 代表取締役社長

「オンラインNo.1メディアの戦略と展望」 東洋経済新報社
会場：学校法人 近畿大学 東京オフィス 「東洋経済オンライン」　編集長

「広告会社から見たＰＲビジネスの現状と今後」

会場：日本外国特派員協会（ＦＣＣＪ）

(株)博報堂
ＰＲ戦略局長 

会場：六本木アカデミーヒルズ49

「ソーシャル・コミュニケーション講座」 (株)電通パブリックリレーションズ
「プロフェッショナル広報・PR実務シリーズ」 会場：六本木アカデミーヒルズ49

広報・PRアカデミー2015
コミュニケーションデザイン局　局長

「ＢｔｏＢコミュニケーション」
（企業部会） 会場：(株)野村総合研究所

朝日新聞東京本社　
経済部長　


