２月の 「プレミアムフライデー」 情報

2019年2月15日
プレミアムフライデー推進協議会

今月のプレミアムフライデーは、22日（金）です。
月別推奨テーマは「プレミアム はじめる フライデー」。プレミアムフライデーの週末は、何か新しいことにチ
ャレンジしてみるのはいかがでしょうか？ そこでプレミアムフライデーの週末の過ごし方のご提案として、今
回は「スキー・スノーボード」と「カルチャーセンター」を取り上げてみました。
プレミアムフライデー当日、各地において実施される「プレミアムフライデー」の取組事例のご紹介は直前
情報として2月21日頃に公開予定です。

【２月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案 ①】
■ スキー・スノーボードへ行こう！ ■
寒さが一段と厳しい季節になりました。
２月のプレミアムフライデーの週末に、スキー・スノーボードは
いかがでしょうか？
全国各地のスキー・スノーボード場の目的別検索、滑走状況や
付帯情報を検索するには、（公社）日本観光振興協会が運営
する 「全国観るなび」 のスキー・スノーボード特集のページが便
利です。
○ （公社）日本観光振興協会
2018-2019年 全国観るなび
スキー・スノーボードのページ
http://www.nihon-kankou.or.jp/snow/

各地のスキー・スノーボード場の中には、プレミアムフライ
デーや金曜日にキャンペーンを実施しているところがあり
ます。以下にご紹介します。
○ 雫石スキー場（岩手県）
月末金曜日にプレミアムフライデーナイターを開催
ナイターリフト券 1,800円 → 1,000円
http://www2.princehotels.co.jp/page.jsp?id=226993
○ 白馬八方尾根スキー場（長野県）
今年は2月22日(金)に「60周年 白馬八方尾根火祭り」
が開催されます。松明滑走や振る舞い、抽選会などイベ
ントが盛り沢山！フィナーレは、もちろん冬の夜空を彩る
打上げ花火です！
http://www.happo-one.jp/news/11577.html
○ スノーウェーブパーク 白鳥高原（岐阜県）
平日木・金 男デー＆レディースデー
リフト１日券 4,000円 → 2,000円（800円食事券付）
http://www.siratori-k.jp/swp/

全国観るなび
スキー・スノーボード特集
スキー・スノボスポットアクセス数ランキング
（2019.2.15 10:15 時点）
①志賀高原 木戸池スノーパーク（長野県）
②御在所スキー場（三重県）
③蔵王温泉（山形県）
④みやぎ蔵王スキー場すみかわスノーパーク
（宮城県）
⑤スカイバレイ（兵庫県）
⑥軽井沢スノーパーク（長野県）
⑦ひるぜんキッズスノーパーク（岡山県）
⑧チャオ御岳マウントリゾート（岐阜県）
⑨札幌藻岩山（北海道）
⑩ユートピアサイオト（広島県）

○ 軽井沢プリンスホテルスキー場（長野県）
プレミアムフライデー500円ナイター！
月末金曜日、ナイターリフト券、通常価格おとな
1,800円、中高生・シニア1,300円が500円！
http://www2.princehotels.co.jp/page.js
p?id=183917

【２月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案 ②】
■ カルチャ—センターのご紹介 ■
２月のプレミアムフライデーのテーマは「はじめる」です。
皆さんは何をはじめてみたいですか？
今回は全国各地に拠点を持つカルチャーセンターを中心にご紹介します。
このほか、地域の百貨店や公民館などの公共施設でも数多くのカルチャー教室が開講されています。
プレミアムフライデーをきっかけに何か新しいことにチャレンジしてみませんか？
〇 NHKカルチャー （株式会社NHK文化センター）
https://www.nhk-cul.co.jp/

〇 よみうりカルチャー （株式会社読売・日本テレビ文化センター）
https://www.ync.ne.jp/

〇 朝日カルチャーセンター 朝日ＪＴＢ・交流文化塾
https://www.asahiculture.jp/

〇 毎日文化センター
http://www.mainichi-ks.co.jp/m-culture/

〇 三越カルチャーサロン （日本橋三越本店新館9階）
https://mitsukoshi.mistore.jp/bunka/culture/index.html

〇 一般社団法人日本カルチャ—協会
http://www.jcai.jp/
資格を取得して当協会の講師になれる講座、副業・独立・開業・転職に役立つビジネスセミナー、生活に役立つ趣
味のカルチャー講座まで、多数の分野の講師が在籍し、全国各地で講座を開講しております。
WEBから24時間お申込みが可能です。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

〇 池袋コミュニティ・カレッジ （株式会社セブンカルチャーネットワーク）
（西武池袋本店別館8・9階）
https://www.7cn.co.jp/7cn/culture/cc/
池袋コミュニティ・カレッジでは、テニスとゴルフの体験レッスンを実施しております。詳細は以下をご参照ください。
（コミカレテニス） https://www.7cn.co.jp/7cn/culture/cc/class/tennis/index.html
（コミカレゴルフ） https://www.7cn.co.jp/7cn/culture/cc/class/golf/index.html

事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、
ぜひお寄せください。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp

※「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー・トピックス ①】
■ 2月の 「プレ金大学」！ ■

参加者募集中

社会人の学び直し（リカレント教育）の機運を高める趣旨に賛同した大学等が提供する講座・イ
ベントが、順次スタートしています。この取組は、昨年11月のプレミアムフライデー（11月30日）
を契機に、月末金曜日のプレミアムフライデーを中心に大学が開催する社会人向け講座・イベ
ントを「プレ金大学」と銘打って進めていくものです。
今月のプレミアムフライデー（2月22日（金））には、以下の大学等において開催されます。
プレミアムフライデーを活用した自分のための学びの時間にいかがですか？
札幌市立大学 サテライトキャンパス

将来人口推計をどう行い、どう使うか
本格的な人口減少社会に入り、各地方自治体は地域状況に即して「人口減少の緩和と対応」を模
索する難しい政策課題を抱えています。本講座では、「対応」に必要となる地域人口変動のメカニズ
ム・将来人口推計手法に関する知識、「緩和」の手段と効果を検討する際に必要となる出生・死亡・
移動の変化が将来推計結果に与える影響について解説し、将来人口推計の政策応用例として、
自治体でできる将来世帯推計の方法を紹介します。
■日
■場

時 ： 2019年2月22日（金） 18:30～20:00
所 ： 札幌市立大学サテライトキャンパス
（札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45ビル12階）
■ U R L ： http://www.scu.ac.jp/campus/crc/kouza-3/
http://www.scu.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2018/12/370590ef9117ee29f6186286cc950971-1.pdf
※要事前申込。申込については、上記の大学HP内、公開講座のページ及びPDFをご確認ください。
放送大学

放送大学ＢＳキャンパスｅｘ （ＢＳ２３１チャンネル）
2018年10月から「学び直しのための新しいチャンネル」としてBS231チャンネルでの放送を開始しま
した。人生100年時代における「学び直し」のきっかけにつながる番組を多数ラインナップしており、
いつでも・どこでもご覧いただけます。１～３月のプレミアムフライデーは特別な編成とし、データサイ
エンスやサイバーセキュリティといったビジネスパーソンの関心の高い番組を集中的に放送します。
■日 時 ： 2019年2月22日（金）～ 23日（土） サイバーセキュリティシリーズ（全３コマ）
■場 所 ： どこでも （ご自宅のＴＶからご視聴いただけます）
■ U R L ： https://bangumi.ouj.ac.jp/bslife/index.php
※放送時間は、上記の放送大学ホームページにてご確認ください。

株式会社オカムラ Tie ACADEMY

海外（NeoCon）から学ぶ、新たなワークプレイスデザインとトレンド
毎年、アメリカのシカゴで開催される世界最大の家具展示会「NeoCon（ネオコン）」。
昨年50回目を迎えた2018年度において展示された最新オフィス家具、そして海外企業の最新オフィ
ス事例を通して、現在のトレンドを紐解き、これからのオフィスづくりのポイントをご紹介します。
■日
■場

時 ： 2019年2月22日（金） 15:30～17:00
所 ： Open Innovation Biotope “Tie”
（福岡市博多区博多駅前1-3-3 明治安田渡辺ビル2F）

※申込方法など詳細については、プレ金大学HPでの更新をお待ちください。
次のページに続きます

■ 2月の 「プレ金大学」！ ■ （前ページからのつづき）
ハリウッド大学院大学

美容業の付加価値経営 ～新業態開発事例研究～ Vol.1 QBハウス
日本のビューティビジネス業界に「ヘアカット専門」という業態を定着させた「QBハウス」※は、
2018年3月に東証第一部に株式上場し、現在、積極的に海外展開を進めています。
「QBハウス」の株式上場の目的と成果、今後の成長戦略について、北野泰男社長より山中
祥弘学長が話を伺います。 ※会社名はキュービーネットホールディングス株式会社
■日
■場

時 ： 2019年2月22日（金） 16:30～18:00
所 ： ハリウッド大学院大学 ハリウッドホール
（東京都港区六本木６－４－１ 六本木ヒルズ ハリウッドビューティプラザ 5階）

※申込方法など詳細については、プレ金大学HPでの更新をお待ちください。

早稲田大学 日本橋キャンパス WASADA NEO

お江戸日本橋学・カジュアルナイト！
お江戸日本橋の街づくりの特色や独自性を、産業、地域発展の歴史や経緯から探っていきます。
世界有数の大都市の江戸、その礎を築いた場所、それは商人が集まり互いに凌ぎを削る事で発
展を遂げた日本橋でした。
産業創造、界隈再生の伝統が息づき今でも話題に事欠かない日本橋の街づくりの背景を、ドリ
ンク付き２時間の講座でお楽しみいただけます。
■日
■場

時 ： 2019年2月22日（金） 18:00～
所 ： COREDO日本橋5階 WASEDA NEO

※申込方法など詳細については、プレ金大学HPでの更新をお待ちください。

静岡市プレミアムフライデー官民推進協議会

プレミアムフライデー２周年記念事業 「自分らしく生き生き働く」の実現へ
2017年2月に始まったプレミアムフライデー。働き方改革に取り組む企業関係者や大学関係
者を招き、柔軟な時間づくり・豊かな時間づかいの実践例を交えながら未来のライフスタイルや
社員一人一人が自分らしく働くことについてクロストークを開催いたします。
事前申込みの方法など、詳細は、以下のHP内にありますチラシをご参照ください。
申込み期限は2月20日（水）、定員70名（申込順）です。
■日 時 ：
■場 所 ：
■主 催 ：
■共 催 ：
■URL：

2019年2月22日（金） 17:30～18:50
B-nest 大会議室 （静岡市葵区御幸町3番地の21 ベガサートビル7F）
静岡市プレミアムフライデー官民推進協議会
常葉大学、静岡県立大学（「ふじのくに」みらい共育センター（COC事業））
http://shizumatch.jp/premium-friday/news/286/

今後の「プレ金大学」講座・イベントの開催予定や、取組の最新情報については、「プレ金大学」ホームページ
で随時掲載していきます。2月22日以降に開催予定の情報も順次アップしておりますので、ご確認ください。
○プレ金大学 ホームページ

https://premium-friday.com/prekindaigaku/

本企画は、株式会社ラーニング・イニシアティブの協力により実施しています。

【プレミアムフライデー・トピックス ②】
■日経Smart Work×プレミアムフライデー のご紹介 ■

参加者募集中

プレミアムフライデーホームページ内「お知らせ」欄でもご紹介しましたが、プレ
ミアムフライデー推進協議会は、日本経済新聞社と共催で、２月のプレミアム
フライデー当日に以下のシンポジウムを開催いたします。
参加者募集の締め切りが延長になりました。参加ご希望の方は、以下のURL
からお申込みください。

日経Smart Work×プレミアムフライデー ～これからの日本の働き方を考える～
3年目のプレミアムフライデー。
プレミアムフライデーにいつもより早く帰宅した人は、振替を含めると20パーセントを超えており、徐々に定着しつつ
あります。
月末金曜日は、仕事を早めに切り上げて、趣味や、学びや、家族との時間に。
限られた時間で効率を高めることは、仕事の質の向上にもつながります。
「働き方改革のリードカンパニー」や「成功しているプレミアムフライデー」の取り組みを参考に、本シンポジウムでは、
社会的な課題解決に取り組む官民連携の最新の情報を発信し、これからの日本の働き方を考える場とします。
■日 時 ： 2019年2月22日（金） 15:00～17:25
■場 所 ： ザ・グランドホール （東京・品川） （港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3F）
■参加費 ： 無料
■主 催 ： 日本経済新聞社、プレミアムフライデー推進協議会
■後 援 ： 経済産業省
■プログラム ：
15:00～ 挨拶
日本経済団体連合会 副会長 石塚 邦雄 氏
15:05～ メッセージ
経済産業省 ※予定
15:10～ メッセージ
厚生労働省 ※予定
15:15～ 基調講演
「プレミアムフライデーと日本の働き方の転換」
みずほ総合研究所 専務執行役員 調査本部長 チーフエコノミスト 高田 創 氏
15:45～ 講演
日本ショッピングセンター協会 理事 竹内 彰雄 氏
16:00～ 事例紹介 ①サントリーホールディングス ヒューマンリソース本部 人事部 部長 千 大輔 氏
②住友商事 理事 人事厚生部長 降幡 至功 氏
③NTTファシリティーズ ソリューション本部 ファシリティマネジメント部
システムエンジニアリング部門 スマートビル担当 担当部長 中西 宏行 氏
④串カツ田中ホールディングス 代表取締役社長 貫 啓二 氏
⑤静岡市プレミアムフライデー官民推進協議会 会長、
静岡商工会議所 会頭 酒井 公夫 氏
※講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※参加のお申込みの期限は2月19日（火）です。以下のURLからお早めにお申し込みください。
■ U R L ： https://events.nikkei.co.jp/12016/

事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、
ぜひお寄せください。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp

※「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

【プレミアムフライデー・トピックス ③】
■ 百貨店『プレミアム ウィンター バザール』について ■
日本百貨店協会に加盟する全国150店舗の会員店では、2019年１月のプレミアムフ
ライデー（1月25日）にあわせ、年始から始まる冬物のクリアランスセールに続く第二弾
『プレミアム ウィンター バザール』を開催しました。
１．『プレミアム ウィンター バザール オープニングイベント』の開催
1月25日(金) 11：30より、株式会社髙島屋・新宿髙島屋 ２F特設会場にて、『プレミアム ウィンター バザール
オープニングイベント』を開催しました。当日は、当協会の赤松会長をはじめ、ゲストとして、経済産業省 磯﨑副
大臣と、秋元康氏プロデュースのアイドルグループ『吉本坂46』のメンバーにお越しいただきました。
２．吉本坂４６ 『プレミアムフライデー応援隊』 就任式

また、オープニングイベントでは、この度、”プレミアムフライデー応援隊”に就任することとなった『吉本坂46』の
皆様に対する応援隊就任式もあわせて行われ、プレミアムフライデー推進協議会を代表し、経済産業省の磯﨑
副大臣から任命証が手渡されました。
【日時】 1月25日（金）11:30～12:00
【場所】 新宿髙島屋 2F JR口 特設会場 (渋谷区 千駄ヶ谷5-24-2)
【登壇者】（敬称略）
日本百貨店協会 赤松 憲 会長
経済産業省 磯﨑 仁彦 副大臣
吉本坂46：トレンディエンジェル（斉藤司・たかし）、スパイク（松浦志穂・小川暖奈）、村上ショージ、
はんにゃ（金田哲・川島章良）、小寺真理
※主催：日本百貨店協会 ※協力：プレミアムフライデー推進協議会

イベントの趣旨を
説明する赤松会長

スピーチされる経済産
業省 磯﨑 仁彦 副大臣

吉本坂46「プレミアムフライデー
応援隊」就任式

当日は大勢のマスコミ、一般のお客様
で賑わいました

３．「よしもと住みます芸人」が各店イベントの盛り上げに協力
今回の「プレミアム ウィンター バザール」にあわせ、全国22店舗の
会員百貨店にて、各地の「よしもと住みます芸人」の方々が、各店
オリジナルのイベントに参加し、盛り上げていただきました。
また、今年一年間のプレミアムフライデー期間中に、全国の百貨店
店頭において、『吉本坂46』のメンバーである『トレンディエンジェル』
から、店内アナウンス（録音）で、プレミアムフライデーの開催につい
て、お客様に呼び掛けていただきます。

新潟伊勢丹のイベントに参加された、新潟よしもと
住みます芸人の大谷哲也さん

■ 次回発行予定 ： プレミアムフライデー直前情報として2月21日頃の公開を予定しています

