
                                         

     

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
東京オリンピックは、もうすぐそこまで迫っています。2013 年のオリンピック総会、開催地決

定の最終投票直前に行われた東京のプレゼンテーションで TV ジャーナリストの滝川クリステ

ルさんが行い、東京が決定されることになったスピーチで約束したのは「おもてなし」。皆様は、

外国のお客様をお迎えする用意はもうできていますか？ 今回のミニ講座では、埼玉大学で、英

語を教えている准教授の Leander Hughes 先生を中心に、どうやってコミュニケーションスキ

ルを高めるか、本当の「おもてなし」の心を知っていただくのに役立つために異文化の理解を

どう深めていくかについて、パネルディスカッション形式で実施します。ぜひ、ご参加くださ

い。(この講座は英語で実施されます。)  
 

日 時：平成 29 年 2 月 22 日（水）13:00 ～ 14:30 

場 所：さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン 

（JR 浦和駅東口 コムナーレ９階/浦和パルコ上） 

参加費：無料 

定 員：50 名 

講 師：Leander S. Hughes (リアンダ ヒューズ） 氏 

埼玉大学英語教育開発センター准教授。同時に、さいたま市国際交流センターで、coordinator of 
international relations （CIR）として活躍中。 
 

 [お申し込み・問い合わせ]  

(公社)さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン 

                      （JR 浦和駅東口 コムナーレ９階/浦和パルコ上） 

電話：048-887-1506  FAX：048-887-1505  E-mail：iec@stib.jp 

申込用紙【ミニ講座 2 月 22 日開催】 

※お電話・メールでのお申込みも承っております。            満席になり次第締め切ります。                                      

「2020年東京オリンピックに備えて」 

ミニ講座 
～本当のおもてなし こころ開いて～ 



                                                       

     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
The 2020 Tokyo Olympics is fast approaching. Are you ready to show our foreign visitors the 
omotenashi (Japanese-style hospitality) promised by TV journalist Christel Takigawa in the 
presentation that helped win Japan’s bid to host the games? Come join this panel-style discussion 
featuring Saitama University Associate Professor of English, Leander Hughes, to learn how you can 
improve your communication skills and gain a keener inter-cultural awareness that will help you to 
show our guests some true omotenashi.  (This mini-seminar will be conducted in English.) 
 
(seminar conducted in a combination of English and Japanese) 
Date/Time: February 22, 2017 (Wed) 13:00 – 14:30 
 
Venue:  Saitama Tourism & International Relations Bureau   
International Exchange Center Puratto Salon 
 (Comunale/Parco, 9F, in front of the East Exit of Urawa Stn.) 
 
Entry Fee: Free!  
 
Max Seating: 50 
 
Lecturer: Leander S. Hughes is an associate professor at the Saitama University Center for English 
Education and Development. He also works as a coordinator of international relations at the Saitama 
Tourism and International Relations Bureau. 
 
 
[Contact / Sign-Up] 

The Saitama Tourism and International Relations Bureau   International Exchange Center 
Puratto Salon (East Exit of Urawa Stn: Comunale 9F above Parco) 
TEL: 048-887-1506  FAX: 048-887-1505  E-mail: iec@stib.jp  

 
 
 

Sign-Up【Mini-Seminar, February 22】 
※You can also sign up by phone or email.       Deadline: (Registration open until seating limit reached.) 

Name  TEL: 
（Mobile:） 

 

address Saitama City（       -ku） 
Elsewhere  （      City・ku） 

Other Info:  

                              

～True Omotenashi Requires an Open Mind～ 
Getting Ready for the 2020 Olympics 

Mini-Seminar 


