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2017/11/30 
第 18 回 チームネクストイベント 

  「セミナー合宿 in 沖縄&総会」のご案内 
 
チームネクスト会員のみなさま 
第 18 回目の今回は、『技能研修制度を活用したベトナム人整備士さんの採用』や県内タク

シー業界初の企業内保育所「オレンジキッズランド」の開園など、沖縄県で積極展開され

ていらっしゃる株式会社沖東交通様を訪問させていただきます。 
また、併せて「2017 年度チームネクスト総会」を開催すると共に、中国人白タク現地視察、

ドライバー派遣のジャスタビ視察など、多彩な内容で開催いたします。 
寒い日が続きますが、皆様ご自愛いただき、奮ってご参加ください。 
お会いできることを楽しみにいたしております。              事務局 
 
協力：沖東交通グループ 様 
日時：2018 年 1 月 22 日(月曜)～1月 23 日(火曜) (基本 1泊 2日・オプション延泊設定有)         

定員：35 名様 先着順です。お早めにお申し込みください。 
会場：パシフィックホテル沖縄  2 階「ワイケレ」(ご担当:大浜様) 

〒900-0036 沖縄県那覇市西 3 丁目 6 番 1 号 Tel. 098-868-5162（代表） 
那覇空港よりタクシーで約 10 分 又は ゆいレール旭橋駅⇒徒歩約 15 分 

懇親会： 同ホテル 2 階「珊瑚の間」 
宿 泊： 同ホテル シングルルーム 
ご参加費用：2 万 6,000 円(確定/シングル宿泊費・懇親会費含む) 
      ※駐車場あり(無料) 
申込〆切：2017 年 12 月 12 日(火曜) 

 

1 日目 スケジュール 

13:00～13:30 パシフィックホテル沖縄 於)2階「ワイケレ」前で受付開始 

【第 1部】 

〔2017 年度総会〕 
13：30～13：35 事務局より挨拶 
13：35～13：40 世話人会よりご挨拶  
13：40～15：00 2017 年度総会 

①2017 年度活動報告並びに会計報告 
②次年度活動予定報告並びに活動への要望議論 

15:00～15:10  休憩 
〔セミナー合宿 in 沖縄〕 
15:10～15:15  開始 開会あいさつ 世話人会 
15:15～15:45  (一社)沖縄県ハイヤー・タクシー協会 事務局長 津波古 修 様 

(仮)沖縄県のタクシー業界のこれまでと現況  
15:45～15:55  質疑応答 
15:55～16:25  沖東交通グループ 代表取締役 東江一成 様 ご講演 

 (仮)「沖縄の地域ニーズへの対応戦略とこれからの戦略」 
16:25～16:30  質疑応答 
16:30～17:00  宮古タクシー事業協同組合 代表理事 下地隆之 様 ご講演 
        (仮)「宮古・八重山の中国人白タク状況と対策」 

図. パシフィックホテル沖縄 

図.オレンジキッズランド様 
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17:00～17:10  質疑応答 
17:10～17:40  人流観光研究所 所長 寺前 秀一 先生 ご講演 

「中国・東清鉄道の産業遺産について」 
17:40～17:45  第 1 部閉会のあいさつ 世話人会様 
17:45～18:30  事務局から説明の後、ホテル・チェックイン 
18:30～20:30  懇親会(世話人会よりご挨拶→沖縄県ハイヤー・ 

タクシー協会有志様 ご挨拶→近況報告)    
※二次会もご準備しています。 
 
2 日目 スケジュール 

【第 2 部】  沖東交通グループ様会社訪問と沖縄事情視察 
08:30        ホテルロビーへ集合 
08:30～09:30 沖東交通グループ・ダイトウ観光バスへ移動 
09:30～10:10 沖東交通グループ・ダイトウ観光バスの会社訪問 
       ①技能実習制度を活用した整備士採用について 

       ○技能実習活用のポイント説明 
・沖東交通ご担当者様からのご説明、技能実習生からの簡単な自己紹介 

10:10～10:45 オレンジキッズランドへバスで移動 
10:45～11:30 ②オレンジキッズランドの視察訪問 
       ○オレンジキッズランドのポイント説明 

 ・オレンジキッズランドご担当者様からのご説明 
11:30～11:40 首里城へ移動 
11:40～12:30 首里城で中国人観光客観察 (通訳によるインタビュー) 
12:30～13:00 国際通りへ移動(ゆいレール牧志駅へ移動) 

国際通りを観光しながらレストランへ移動 
13:00～14:00 昼食 サムズセーラーイン国際通り店(沖縄ステーキランチ) 
14:00～14:20 国際通りを観光しながらバスへ  
14:20～15:00 美浜アメリカンビレッジへ移動 
15:00～16:30 美浜アメリカンビレッジで白タク視察(通訳インタビュー) 
16:30～17:50 那覇空港へ移動 
17:50     解散 
※その他 
1.本セミナー合宿は、受注型企画旅行としてチームネクストが企画し、(株)タクシーアシ 

ストが請負実施するものといたします。 

旅行の開始は、会場であるパシフィックホテル沖縄敷地内入場時点とし、終了は、那覇 

空港の解散までとします。国内旅行取扱管理者：前田貴代子 東京第 3-5972 号 

2.前泊や延泊も承ります。(パシフィックホテル沖縄 1泊・11,000 円朝食付シングル) 

 

【オプション・延泊ゴルフ・フレーのお誘い】 

チームネクストの会員さんより、1 日延泊して 3 日目の早朝から「ゴルフに行きたい!」と

いうご意見をいただきました。 

そこで、ゴルフに行かれる方を募集します。 

ご参加人数によりコースは変更となりますが、那覇ゴルフ倶楽部クラスで平日 4B・2.5 万

円位の予算となります。(キャディー/カート付、3B、2B の場合は別途 1 千円程度の追加料

金要)。 

ご参加ご希望の方は、申込書にご記入の上お申し込みください。         以上 

図. 日本経済新聞 

図. 沖縄名物パフォーマンスステーキ 
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セミナー合宿 in 沖縄〔1 月 22 日(月)～1 月 23 日(火) 〕参加申込書 

※申込期限：2017 年 12 月 12 日(火曜) 必着!! 受付順 

◆次の各項目の□にレ点を付して確認の上、FAX 送信してください。 

□1. セミナー合宿と総会 2018 年 1 月 22 日(月)～23 日(火曜)に参加申し込みます。 

    何かご要望があれば、ご記入ください。 

 

 
□2. 宿泊について 

・基本的に、お一人 1室のシングルルーム利用とさせていただきます。 

・ご夫婦様などで同室ご希望の方については、可能な限りツインルームを設定しますが、 

スポーツシーズンで部屋数が少ないため、ダブルベッドルームでの対応となる場合が 

あります。(お二人で 1室の場合も人数様分の定額を申し受けます。)  

 

□3. 会場までのアクセスについて 

 ・那覇空港よりタクシーで約 10 分 又は ゆいレール旭橋駅⇒徒歩約 15 分です。 

・最寄駅から会場までのタクシー等の手配はいたしておりません。各自で会場まで 

お越しください。 

 

□4. ご参加費用について 総会・懇親会・宿泊・朝食・講演会等 合計金額 26,000 円 

です。(お申込みの方に、ご参加証とお振込み依頼書を後日郵送いたします。) 

 

□5.オプション延泊ツアー「ゴルフ」について 

・チームネクスト会員の方より、1日延泊して「1月 24日の早朝よりゴルフをして帰り 

たい」というご要望をいただきました。ゴルフプレー代と延泊宿泊料で追加代金が 3.6 

万円程度かかります。 

ご参加される場合は、下記の番号に○とお名前をご記入ください。 

  □ゴルフ参加します。 ご参加される方のご芳名 

 

<ご参加される方について> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※キャンセルは、12 月 18 日迄とさせていただき、それ以降は実費をご請求させていただく 
場合がございます。請求書(振込票)は後日お送りいたします。 

※受領後、FAX 返信いたします。 
   参加承りました。  事務局受付 2017 年   月   日     印 

チームネクスト事務局 行 FAX 03 - 5812 - 7349 

御 社 名： 
電話(    )    ―    ―   FAX(    )    ―    ―    

お役職名・ご芳名①： 

お役職名・ご芳名②： 




