PMI Japan Festa 2019
新時代に挑む

～10人の業界トップランナーに聞く ～

2019年11月23日(土)、24日(日)の2日間にわたり、PMI Japan Festa 2019
を横浜市港北区で開催します。

PMI Japan Festa は、7月に開催したPMI 日本フォーラ
ムに次ぐPMI日本支部における二大イベントの一つで、ボラン
ティアの方々が全て企画・運営しているものです。

■開 催 日■

11月23日（土）･24日

2019年

（日）
■講

演■

10:30 ～ 17:45 （23日）

9:30 ～ 16:30 （24日）

■交流会

■

■受講証明■
■定

員■

17:55 ～ 19:45 （23日）

10PDU､ITC実践力ポイント10時間分
現地

：各日とも450人（申込み順）

同時中継：定員制限なし
■主

催■

■場
所■
【講演会場】

【交流会会場】

PMI日本支部 セミナー・プログラム

慶應義塾大学日吉キャンパス
協生館2F 藤原洋記念ホール
横浜市港北区日吉4-1-1
東急東横線､市営地下鉄 日吉駅 徒歩1分
慶應義塾大学日吉キャンパス

来往舎 ファカルティ･ラウンジ

◇ 中･高･大学生の無料同伴‼
本イベントにご興味をお持ちで、中学・高校・大学に通
う子女（未来のPM）はお一人無料で同伴いただけます（交
流会は有料）。この機会にぜひ、一緒にご参加ください！

■参加費（税込）■
PMI日本
支部会員

法人ｽﾎﾟﾝ
ｻｰ社員

一般

受講証明

1日目の
み

13,000円
15,000円

18,000円
20,000円

28,000円
30,000円

5.0PDU

2日目の
み

13,000円
15,000円

18,000円
20,000円

28,000円
30,000円

5.0PDU

両日参加

24,000円
28,000円

34,000円
38,000円

54,000円
58,000円

10.0PDU

交流会

2,000円

2,000円

2,000円

＿

上段の金額は、10月24日（木）15:00までに入金確認できた方
（クレジット決済は10月24日24時まで）への早割料金です

◇ 同時中継システム

（PDU受講証明書を発行）

講演の模様を全国・海外向けにオンラインで同時中継し
ます。スマートフォンやタブレットでも聴講可能ですので、
当日、会場にお越しになれない方は是非ご利用ください。
通信環境および視聴機器のセキュリティ状況や性能に
よっては、ご視聴いただけない場合がありますので、事前
に視聴テストサイトをご確認の上でお申込みください。

PMI Japan Festa 2019

慶應義塾大学 日吉キャンパス

PMI Japan Festa 2019
新時代に挑む

～10人の業界トップランナーに聞く ～

■プログラム構成■

☚

イベント案内サイト

【11月23日（土）】

☚

講演概要

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

10:30 - 11:30

11:45 - 12:45

14:15 - 15:15

15:30 - 16:30

16:45 - 17:45

農業は
イノベーションの宝庫

介護 × AI ≈ 自立支援

もう道に迷わない！
AIプロジェクト実践編
～ IT企業が
枝豆を売るワケ ～

JAAF RunLink （日本陸
笑いの教育3.0
連ランナー登録制度）
目指せ、登録者2000万人と ～新時代に必要な笑いの学
そのデータビジネス
び方～
オリンピック/世界陸上での「競 ダイバーシティの理解が求めら
技陸上」に加え新たに「ウェル れる社会の中で求められるの
ネス陸上」と銘打った公認大 は「感じ方の多様性も認め合
会以外の大会。一般ランナー える笑い」。笑いを教えるトップ
にもサービスの供給、管理を行 ランナーが、その前線で感じた
うRunLink事業のスキームとは。こと・今後の課題と展望とは。

～ 生涯すこやかに暮らせるま
ちへの挑戦 ～

農業を生業とする地方で課題 出生数低迷と高齢化が進行
が山積する中、農業×ANY＝ する豊橋市がAIケアマネジメン
Happyをコンセプトとし、農業 トを始めることとなった経緯やこ
×流通（＝やさいバス）、農 れまでの実証研究・効果検証
業×教育（Glocal Design の取組み、今後の展望。
School）など新規事業創造。
愛知県
豊橋市長

AI関連の医療・農業・建設・
小売り分野でのプロジェクト事
例、「AI開発と従来ソフトウェ
ア開発との違い」などAIプロ
ジェクトに必要なビジネスサイ
ドのテクニックとは。

JAAF RunLink
チーフオフィサー

日本即興コメディ協会
代表

（株）エムスクエア・ラボ
代表

早野 忠昭 様

矢島 伸男 様

加藤 百合子 様

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

9:30 - 10:30

10:45 - 11:45

13:00 - 14:00

14:15 - 15:15

15:30 - 16:30

食べる宝石「ミガキイチゴ」
誕生の軌跡

花のチカラ。

佐原 光一 様

（株）オプティム
執行役員

山本 大佑 様

【11月24日（日）】

～ ｱｸﾞﾘﾃｯｸが変える未来 ～

～ プロマネのための
フラワーレッスン ～

数分間隔で蓄積した温度､湿 見る、贈る、もらう、生ける、育
度､風向､CO2濃度などのデー てる・・・。36年間にわたり花と
タとベテランの勘を融合して誕 真剣に向き合ってきたエキス
生した「ミガキイチゴ」。その軌 パートが語る、自分のココロを
跡と、未来に向けた「農業×IT 変え、相手のココロを変える本
＝アグリテック」の可能性とは。 当の花のチカラとは。
（株）GRA
代表取締役CEO

岩佐 大輝 様

ガルパンと共に歩み、楽しんだ 世界が認めた“上質な日常” プロジェクトの成否は提案段
大洗町
階で決まる！
～ 誰もが参加できる
～ 「庭のホテル 東京」
～ 体系的に学ぶ､PMとしての
仕組みづくりと向き合い方 ～
の奇跡 ～
提案活動の進めかた ～
地域の発信力高揚のため、町 30代半ばで一介のパート主
の商工会有志3人で立ち上げ 婦から経営者になり「庭のホテ
た「大洗まいわい市場」、アニメ ル」開業という大プロジェクトを
「ガールズ＆パンツァ－」とのコラ 実現するまでの経緯､開業後
ボによる街おこしに関わる苦労 の苦楽。今年3月に野村不動
産グループ入りした理由とは。
と気付き、今後の展望。

（株）HARUE FLOWER （株）Oaraiクリエイティブマネ
代表
ジメント 代表取締役

櫻井 はる枝 様

常盤 良彦 様

受注を目的とした提案期間の
プロジェクトマネジメントである
「プロポーザルマネジメント」。そ
のBOK､プロジェクトを成功に
導く提案活動の進め方を体系
立ててご紹介。

（株）UHM
取締役

日本ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会
代表理事

木下 彩 様

式町 久美子 様

