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面島隠
イル洵ウ
ツアー

お … 人 様 3,580円 (税 込、や レカ乗船券、昼食)

-20名   車 2名

【11月 21日 (水 )】

9:45 I集合】

かづさイルカウォッチング乗り場

住所 :南島原市加津佐町乙251¬ 1

10100～ 11〕 5 1イルカウォッチング】約60分

※早崎海峡には300頭の里予生のイルカが

定住しています。イルカの事貿は年間を通し

て変わらないので1年 中会うことができます。

樹 :40～ 13」 51昼食・買い物〕原城温泉 真砂

※オーシャンピューの会場で郷土料理

「具難煮」を含む御膳をいただきます。

昼食後はお買い物。特産品はじめ農作物

などお土産購入タイム

13:20    〔分科会会場へ出発】

※荒天時はイルカウォンチングIよ 欠航となり:'す。欠航時は内容査寃となります

のでご了7承 票います。

Ⅲ II工41riir、|:                 |

(―社 )南島原ひまわり観光協会

〒859-2412長崎県南島原市南有馬町乙1395

TEL:0957・ 65‐ 6333 FAX:0957‐65哺 336

(営業時間》830～ 1■ 30

貯プラ割渉夕μリアーF馨部軽

16:30

16:50

書I`:島 ケドlfモ t摯  J ll/22(木 )23(金 )

防人が策いた吉代山用。

『トレツキング』or『シ…洵ヤツク』で

口境を層じる旅

0金田城トレッキングコース

お―人様9,800円 lI孵込)

0シーカヤツク体験コース

お―人様12,800円 l税 込)

-40名
20名

〔11月 22日 (木 )】
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21日 (水 )

分科会食場出発

各震林漁蒙民宿にて民泊体験

0平 成30年11月 22日 休 )益筆舶 舶 遮 uttkヵ蜘

h

0西海 Ⅲ外海 0県央 (大村・東彼杵`波佐見)等南島原

対馬 鰺壱岐  五島 ■小値賀

く大会題旨〉

長崎県は離島・半島が多く、山・海・島などの様々な自然環境に恵まれ、それぞれの地域で峙

色のある文化が育まれています。また、古からの海外との交流の歴史を物語る文化財や逸話な

どが県内各地に数多く残されています。さらに、平成27年には「明治日本の産業革命遺産」が、

そして今年は「長崎と天草地方の潜伏キリンタン関連遺産」が世界文化遺産に登録されました。

全国各地でこのような様 な々地域資源を活かし、グリーン・ツーリズムが展開されてきたところ

ですが、交通の利便性の確保や過疎化の進展といった問題とともに、これまでグリーン・ツーリ

ズムを開拓・牽引きれてこられた方 の々高齢化、後継者の不足が課題となっています。

長崎大会では、分科会の半数を離島で開催し、それぞれの地域の異なる状況の中で、「次世

代につなげるグリーン・ツーリズムとは」をテーマに、先進事例に学び、世界に視野を拡げ、皆さ

んで考え、次世代,未来へつなげるグリーン・ツーリズムを目指します。

111月 23日 (金 )】

8:00    各農林漁家民宿から出発

9:00～ 11コ 5選 択ヨース(0寅 形)

0金田城トレッキングコース

7世 紀に防人たちが禁いた朝鮮 式の古

代山城。国の情別史跡にも指定されてい

ます。海 に突き出た大きく長い石垣は、まさ

に圧誉。防人たちの苦労に思いを馳せます。
降

ン

姿
瓢陥籍
のコントラストを、1毎抜0メ ートルからお楽しみく

ださい。

奪

意'

11:30～ 12:00シ ョッピング

12i30～ 13:30乗船手続き・お見送り(@厳原港〉

※オブショナルツアー歩れのお客オ子はジェットフォイル往復
′
ダのどイ」チBになります。

*対 kしまでの往復旅 !セ け男」途必要です。 /添乗員 ガイドか一人同 1〒 致します。

イ 1'白 2食 ,き  ※2日日の二食代は今みません (各 riて ごUL入
)

IⅢⅢ |`||'|■■            |

対馬グリ…ン・ブルーツーリズム協会
〒817-1533長崎県対馬市上県町志多留307

TEL:0920‐ 85‐ 1 755 FAX10920‐ 85‐ 1756

《営業時間》月～金曜日 9:00～ 18:00
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[主 催]全国グリーン・ツーリズム・ネットワーク長崎大会実行委員会

[共 催]NPO法 人日本グリーンツーリズム・ネットワークセンター

長崎県グリーン・ツーリズム推進協議会

(県内グリーシツーリズム実践者 組は長崎県、県内19市町、員崎槃農葉協同組合中央去、長椅果農葉会議、長崎県市長会、長崎県町持会、妻鶴颯報光連盟、

長崎県生′舌協同組合連合会、長崎県労働者4轟れと協議会、NBC長綺放巌株式会社)

ツアー名 ツアー名

'fl｀

'生
J｀

ツアー代 金

ツア…代金

最小継行 人数

行 程

本大会は公益財団法人 江頭ホスピタリティ事業振興財団の助成を受けています。



分科全会場マツず

:モ森持う犠凛

0再 発見ゴ西瀬の宝物  ♂
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C● )道の駅 夕陽が丘そとめ〈雪 ■)横瀬西港

イ′,,■会〉横瀬地区コミュニテイーセンター
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(大 村。東彼杵・波佐見)

(受 ,)くらわん館 (円芸の館 )

lξ ,約 (習吾母督|す監 ほ♀:色嘉)

r,■今〉旧波佐見町立中央小■被

講堂兼公会堂

旧競性兒町主中央小学篠

5町合併時に、GT組織を牽引する仕組みが途絶え、市内での連携が岳果題のまま現在

に至る酉海市。しかしながら、発展の歴史、それぞれの団体での取り組みは静かに進

行している。今、西海市のGTの歴史を組解とながら、西海市で活躍する人材に光を当

て、再び西海市の宝物を確認しあいながら新しいステージに進もうとする私連の様子

を見ていただきたい。2コ ースの視察と講演、パネルディスカッションの構成です。

i■ ttt・
fl横

瀬地区コミュニテイーセンター

千::`■ IⅢ 長崎国際大学人間社会学部回際観光学科 准教授 原 暫弘
Ⅲftrit、 ■I■ 長崎国際大学人間社会学部国際観光学科 講師 小島 大輔

I I逹
～
■  1山 と海の郷さいかい橋本ゆうき、さいかいガイドの会高島正和

軍
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(分 II会 )ホ テル外海イン
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⑤ivれ IFi

蜂 類D  v  ttR螂→

む 0

(蟹,分 II套)フ リ…ウィ
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スタジオ

受付

視嘉 ①史跡めぐり ②さいかい元気村

厨漂

パネルディスカッション 硝括

移動 (徒歩10分 )

理観会

各蔵林淵家民泊先へ移動

犠凍頚港の波止場

模瀬夕と区コミュニティーセンター

:―
海の駅 船番所

優,分科套)射馬市交滅センター

0

●
"た

,■換
しょ |

0フ リーウイルスタンオ

各農林辣t寮民泊先にて朝食

お散歩など、各農泊で

大

"へ

向け出発(貸切バスで移動)

西海市内の各宿

く貸切バス乗車場所>
0みかんドーム(10100出 発)

0菌海橘公園駐車IB(lα lS出 発 )

シーハットおおむら

●

旧食も慎ξ膳脇  対獨市奏,i

肥tttR  センター●

大交流会―全体会

<留重事項>賢付場所に公共交重機関で来られる方は佐世保′もからiOiSO発 か,210巽の船に乗″aし てくださtヽ。("Я I‖ 大船株式会■ 運賃070日 )

C臣麗罰題,1,S00円 CEttD体 験料 (ガイド/食体験)1,000円 、選親会3,000円 、宿泊費 (1泊朝食込)S,500円

硼 田う 交流昼食会2,000円 …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

“

名分]合計 13,000円

0お問い合わtナ先/く団体名〉さいかい元気村協議会 (往所)西海市西海口丁中蒲商郷39∈2 TEL090‐ 1195‐ 7676 担当i増山④

(堅 ,)福江港

′分科会)大浜地区公民館

③

、  ?  ●

=餌手 e五

ⅢⅢ
■趙
『‐

4よザ
公腎ra:|!!しジ,_ンタ0

俊,分二十会)若 者交流センター

● 翻 辮 推 考える
～世界追巖とグリーン・ツ…リズム～

●  i● 小●資野

五′

⑤ 日本で最も新しく登録された世界文イと滋産「長崎と天草地方の潜伏キリンタン関連

遺産J。 その構成資産のうち2つが「外海の出津皇落」と「外海の大野集落」です。ま

た、日本の棚田百選に選定された「大中尾棚田」もあり、地域資源が豊富です。世界文化進産に認定された集落の案内、地

域の郷土料理、また日常を少し体験します。そして、持続可能な観光・地域づくりについて、皆さん共に考えましょう。

1帝よヽ II… ホ`テル外海イン

f iと ―ヽ| ■一般社回法人九州のムラ 代表理事 養父信夫

,Iliェ |、li、 外海ツ‐リズム協議会 会長 平 則子         尋 Ⅲ手甲専申申甲瞬囀寧暉暉曝

長崎駅出発 (費 切バスで移重じ)

奥合 蔓付               選の駅「夕陽が丘そとめJ

外海きるく(H濠

“

聴、大野生落)

体験0からべ煮じめ作り②だど汁作り

O棚日米でおむすび作り0バン、葉子作り

⑥フラワーアレンジ又はブーケ作り

分科会会
'う

に整合            ホテル外海イン

講演及び交流会

各震林癬家民鴻先へ移動        外海地区及び琴海″と区

善農林漁家民′白先にて

'刀

食

H,と まで各民泊先でゆつくりお週ごしください

大村へ向け夕|′,を 出発 (琴海経由)

琴海地区台漉

大交流会→全体会

■

ンーハットおおむら

く留意事項>宿泊地区は,1海及び琴海IEオ lザます。 コ日目の昼食1よ各自であ消ませください。 ,,日 目の千本験,1は 無
'キ

です。

二二子 )=● 1,500円 CE回レ交流会3,000円 、宿泊費 (1泊 朝食込)5,500円 m交 流昼食会21000円  ………………[1名分]合 g+12,000円

0お問い合わせ先/(団体名)外海ツーリズム協議会 l俊所〉長崎市赤首町446 TEL 0959翌50598 担当:早

2

甘 IiⅢ ,1

西海分孝4舎

予定人員 50名

"西

'毎

備孝キ舎
Ⅲ

《1日 目》
11月21日 (水 )

《2日 目》
11月22日 (木 )

予定人員 40名

2018年 世界文化避産登録

世界文化遺産

長崎と天革地方の

潜伏キリシタン閃運遺産

約OS分

長崎空港

佐世保駅

博多駅
(1日 目》

11月 21E(水 )

(2日目》
11月22日 (本 )

繊
勧



予定人員 200名

鼻央貧幸キ全
(大村・東彼杵・波佐 見 )

モ呂Bイン′〔ウィド受入 蔵駒の秘訣
♂ ●

全国で麟員数/5000人 に追るいいの増燎るこし

“

力隊。討馬市でも平成23年の導入以来21名 の‖員力f、 爆々

な分野で活隠しています。地増の伝絋や女イと、こらしのユロや藤猟など、グリーンツーリズムのユタとなる資源は、

地■に生まれ言つた人にとっては当たり前のこと。それに爆力を感じ、商品化で書るのは 素に「よそ士Jな のかもし

れませた。本,科査では、対用で活動するよそ■が、何をお力にはじ、どのようにそれを活かそうとしているのかと

贈り合いながら、拇域おこしい力Hの「使いみちJを探ります。

地慨おこし協力日の使いみち
～よ諧■・者■iばかもの力1作るA―リメント～

6

録と海に囲まれた自然豊かな県央地区では、年間を通して多くのインバウンドの受

け入れを行つています。受け入れの中で感じる実践者の生の声をパネルディスカッ

ションを通してお伝えし、今後のインバウンドの受 1サ 入れについて曽さんと一緒に

考えていきましよう。

―

旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂

―

高千穂ムラたび代表取締役 飯干淳志

―

NPO法 人グリーンクラフトツーリズム研究会会長 児玉 盛介

大村 市グリーン・ツーリズム推進協議 会会長 山口 成美

東そのぎグリーンティーリズム協縦舎会長 中山 久嗣

―

対馬市交流センター[大会議菫]

―

対馬グリーン・ブルーツーリズム協会 事務局長 川口1学 子 (元対増おこし協力昧)

―
鞠羅き鑽綿前

L臨
議

(習
細そ:許解鍵し協力醐

つしまホワイトハウス オーナー 福山耕大 (福島出身 ツウルから移住)

大石震園 大石裕二郎(長崎県燦早市出身 静側からの孫ターン,際鉾ぞ。4F■ 1::目

-1.50て
ltt GEttD体験料1121,0門、夜の大交流会3,000円 、民泊宿泊資(1泊朝食込)5,500円 ※赤テル代は下記団体へお問,｀ 合わせください

CH∋ 体験料1,000円、交流昼食会21000円 ……………………………………………………[1名分]合計14,200円

0お問い合わせ先/く団体名〉NPO法人グリーンクラフトツーリズム研究会 (俊所)東彼杵郡波佐見口丁中尾郷660 TEL09“虚7 60Sl 担当:姻 中

(団体名)大村市ゲリーン・ツーリズム推進協議会 lイ主所)大村市弥手〕寺町186 イビL0957‐55‐5288 担当:原

各民泊

対用市交流センター

対馬観光

"産
協会等

対層やまねこ望港

親構 Jヽ蔵田 千尋譲

<体験メニューの内容>①郷■Iキ理体験 (伝絨保存資fせ′しlを開tヽ た「ろくぺえよづくり体験)く 留意事項>
④釣

"体
験 (岸壁から、または小れを使って湾内でl         '希 望される1に,日 の体験メニューと2日目の観光コースの内浴で民泊先を決めていきま,。

Oンイタケ4り (対馬名産原木シイタケの収僣体験)        全体会終了l'は航空機しか偏りの便が無く、ジェットフォイルでの需t,は 翌日となt'ますので オブンョ

Oジビ主体験 (イ ノンシヤシカを使った料理体験)          ナルツアーヘのな,′Πうど楡討をお願いし章す。オブショナルツア
=に

ついては、景柊真をど塩ください。

~1,500円 GEttD弁 当代600円、体験料 1,500円 、宿泊費 (1泊朝食込 )7,800円 C=回 レ弁当代600円・'……'[1名 分 ]1餅

=t12,000円
0お問い合わせ先 /〈団体名)対馬グリーン・ブルーツーリズム協会  く住所〉対馬市上 県町志多留307 TEと 092046‐ 1755 担当 :〕 H口 '大石

攀
くらわん館(波佐見町)登付

体験

①焼音的携付け体験
②ピザ作り体験
③散策(擁著物工場見学)

バネルディスカッション
夜の大交流会

各宿泊先へ移動

IE滅佐見町立中央小学役講堂歳公会童

大村・東役審・激携見

①航空機

“

l月の4合
費切パスで移動

“

210対鳥空港勇～12i40歳 B差 )業 査準コ薄は、曇々

のジェットフォイル利用の増合
貨切バスで移動1124S厳原港第～,0:iO套 IB着 )邦 套尋],お後、二査

Aネ ルディスカッション

を農林漁寮民泊売へ移動し、体験
民泊到着(中騨ヨース～16子 00)・ (綺部ヨース～16:SO),(1と 郎コース～17:00)

夕食 械療

対鳥やまおこ空港

世原港フェリーターミナル

対馬市交流センター

書民泊

缶宿泊先にて朝食

体験与

(激信見)胸芸の里中尾山散練

(東復杵)茶畑見学とお葉の滝れ方体験

(大 ')民泊見学 村のかじ震見学

大交流書→全体套

<全体会Inへのパス>
10:15  くらわれ館   霙(激性見〕

tO:45  彼常児童体育館 発 (東彼杵)

※大村のコースは見学用パスで直行

シー′ヽットおおむら

朝虫後、各A林歯求民泊先から出発、島内観光

(1ヒ 郎コース,韓回展望所～対鳥野生生わ保離センター

(中郎コース,和多郁美神社～鳥l目子岳～万於院

(南部コース,豆殿崎～天符多久顧凛神■～出戻し自然公園～万松院
対罵市交流センター到府後、塁奮
全体套◆加(テ レビ争韻システム〕
①航空機″J用 の

'3合
16:00～ 1730シ ョッピング等
貸切バスで移動(17る 0金 1出勇～18瀬 5対R空港着)

のオツシヨナルツアーー
争加の娼合

資切バスで移HO(16:00会 蝸勇～17:∞民消着)

0電彗剣‰

各農林涌家民泊先にて嘲食

集合そ難村武

世界逮産「原城跡」をガイドと見学

全体会書場へ移動

大交流会―全体会

各民泊先

原城跡空堀手前広
'岳

,席城跡

♂
6

南島原市の農林漁集体験民泊は事業開始から間もなく10年 が経過し、国内の修学

旅行に加え、インバウンドの受 tサ 入れを行いながら多くの南島原ファンを作つてきまし

た。また、地域内では合併以降民泊をとっかけに旧町の垣根を越えた機の緊がりがで

き、民泊実践者の会「南島原ひまわり村」を設立するなど新たなコミュニティを作つて

います。今回は、六次産業化や廃技舎活用など民泊の次なる地域づくりについて考えます。

鋼畷霞罰い 旧吉川小学校 (旧 校含)

鰻目 題調 囲〓 置隣 学校法人東海大学 経営学部 観光ビジネス学科 教授 小 林 寛子

婚 廃校活用実践者・民泊実践者 太倒 香代子    地域住民代表・民泊実践者 鬼塚 美佐予

民泊実践者/南島原ひまわけ村 村長 檎圏耕三  南島原市企画振興部 商工観光課 課長 山口痛弘

● 交流民宿の現状と課題
交流民宿によってもたらされる壱岐の人の良さ、食材の良き、自然の良さを味わえる。

島ならではのおもてなしを4子うことで、インターネットからではわからない、

も域の魅力を I分 に味わうことができるプログラムです。

X壱岐の交流民宿は、民宿を営む大程や女将さんが宿独自の体験プログラムを案施すること
で、数多くの教育旅行の晏入を実現した壱岐ならではの取服です。

蝦曜題懇囲酔フリーウィ
"レ

スタジオ

鰻溺霧躍霞雇湧壱岐交流民宿運営委員会 委員長 下条

集合                   フリーウィルスタジオ

晏付・宿紹介

事例発表

意見交換

各交流民宿先にて体験交流
※点さばを野菜 果物の収を 1,り 体互央.バン,りなど

正文

酪 融 :鞠 蜘 頼 攀 韓 Iヂ rp琴 峯3爾
1200     謙早駅出舞(貨切′(スで移動,

～13BO  宴合,晏付                旧吉川小学孜

13ね0～1430  みかん狩り体験             コ I'地区

14お0～ 1■30  事例発表、講洟ツ ネヽルディスカッション   旧吉川小攣故

17る0～ 1900  交流会

19110～    入村式・各藤林漁家民泊先へ移動     旧吉川小学装・各民泊先ヘ

la〔 oo～ 13:30

1■ 00～ 1■30

lS:00～ 17!00

各交流民宿先にて嘲食

―支国博物館集合

―支国1,物館見学

フリーウィルスタジオヘ移動

シーキャンドル作t'体験

昼食 (御弁当)

全体会参加 (テレビ今議システム)

シーハットおおむら

C臣望コE》 11600円 EEttD体験料 (みかん狩 :')1,000円 、交 )ラ任会3.000円 、宿泊費 (1泊朝食込)6.480円

電 属 ∋ 交流昼食会2,000円 … …… … … … … … … … … … … … … … … … … …… T… … …[1名分]合計 131980円

0お問い合わせ先/(団体名)(―社)南島原ひまわり観光協会 (住所〉南島原市南有涌町乙1395 TEL 005}65お 333 担当:鴨 内・永池

3

フリーウィルスタジオ

<留な手填>体験の内容は民宿先にて異なりますので、ど―任ください。

勲 1,500周 GttED宿泊費 (1泊2食 、体験lpl込 )91720円 CIttD博絢館観資料320円 、体験料1,680円 、弁当代1,000円 … [1名 分]合計 14,220円

0お聞い合わせ先/(団体名)一般社団法

^薔

岐市観光連露 〈住所〉壱岐市郷ノ浦町本村触683‐2 TEL 092し 473700 担当:藤田

4

対馬分琴キ舎

予定人員 90名

,L車

'韓
綸

・  

―

|

《1日 目》
11月21日 (水 )

(1日 目》
11月21日 (水 )

《2日 目》
11月22日 (ホ )

《2日 目》
11月22日 (木 )

歯島亘貧科全

予定人員 30名
善山支貧琴半会

=

予定人員 30名

《1日 目》
11月21日 (水 )

《1日 目》
11月21日 (水 )

《2日 目》
11月22R(木 )

《2日 霞》
11月22日 (木 )



●
体臓民泊による
地観爆興の減及効果について 全 タリーン・リーリズと。

ネットヮータ長山奇大会
舞流唇食会&全体客

平成30年¬1月22日 (木)i

♂
$

鰯輩雄琴幹 大浜地区公民館

鶉 翔 長崎県五島振興局地域づくり推進課長 明石 克磨

碧導輯曇葦群拳 五島市農業振興課長 日脇 栄二 五島市観光協会事務局長 今村 安規子

五島市観光物産課長 角野 隆  大浜地区体験交流協議会会長 御手洗 正利

幅遭港

大派地睡公見館

鬼岳

繊謝ビツターセンター

五島市役所 会‖室

,5,00～ 15:10

集合・登付

船釣り体験 (雨天時変更あり)

大浜地区公民館へ移動

事例舞斎ツ ネヾルディスカッション

共同涸理

交】流舎

各農林漁求民泊先へ移動

離村式

鬼岳へ移動、視禁

錠瀬ビジターセンターヘ移動、観察

全体会会場へ移動

昼食

全体会今加 (,レビ金驚システム)

幅江港へ移動

ジェットフォイル発

ン…ハットおおむら[メインアリーナ]

全国のグリーン・ツーリズム実戯者、

行政・団体関係者、グリーン・ツ…リズムに

興味のある方ならどなたでも参加いただけます。

■瞬目■1次世代につなげる

グリーン・ツ…リズムとは
13:20

長崎県大村市幸町25‐ 33 TEL 0957‐20721Xl

対馬・壱岐・五島の分科会はテレビ会議システムでの参加となります

嬢 JR大村駅力
'ら
バス10分、経歩20分 車て5分  長崎空港から′ヽス20分、■で

'0分
  | は)

載

“
1■ 00  受 付

福江港

く留意事項>2日匂の全体会はジェットフォイルの時F,3の 宿I合 二 途中観席となりますのでご7スくださヽ 。ヽ

罐置題題01,500円 C簿 :特壽体験料4,860円 、宿泊費(1泊 夕食朝食酉 7.560円 蕪す熊鬱昼食代600円 …………………【1名 分]:学研14,520門

9お問い合わせ先/く団体名)五島市役所農業振興課 (住所)五島市福江町年l TEL 0959 72 7816 担当:石原

11:30  交流昼食会

13:00  全体会開会

鵬 演 B":多 田 喜―郎

一般仕団法人書蘭の二奏,=員 会事務局長

13:50  各分科会報告

範
14:30   バネルディスカッション

lS:40  大会童言

● 小さな昌から世界に向けてゴ′♂
16:00  閉 会

6

長崎県で一番小さな自治体、小値賀町1に の島では観光を産業に経済の活性化を

図つてる|'ま す。世界から観光客を呼び込み、関係人口、交流人口の拡大、新たな収

入源の確保により島で生巌が成り立つ仕組みづくりを進めています。これまでの活

動によるノウハウや新たな挑戦に向けた活動について君苫演、事例発表を行います。

熱 森 〔懇 標 壽 若 者 交 流 センター

韓 霧 蘭暇壽 イデアパートナーズ (株 )代表取締役 井手 修身

甥 NPO法人おセ争かアイランドツーリズム協会 理事長 前日 敏幸

NPO法人おセすかアイランドツーリズム協会 民泊部会長 中本す信子

小値賀口丁産業振興召票理事 松尾 幸治

若者交流センター

会長本田 節

一一一一一一一一一一一，“弾弾

一一尋一一一器尋器一一一””抑

（一】車】一一一一”脚弾

一一一一一一一一一一郷弾事務局長多田喜．郎

（【中中剪〕一一一”″中
晏付

崎滅 事,∫発表、意見交換

各農器漁家民泊先へ移動

※希望者は古民家ステイ宿泊も可

交流会 若者交流センター

各農林漁家民泊先にて1月 食

全体会参加者
`ユ

ターミナル隻合

高速船シークインにて佐世保へ

佐世保着～費切バスにて大村会場ヘ

会場コl着～受付

交流昼食会―全体会 シーハットおおむら

<留意事項>古民家ステイ宿,自の
'撮

合 系′自ま
'サ

料金11,000円 ～(お一人)。 信,自先により異なI′ ます。資車(ξ]食 )1と ,きません。

蕃こ:こ 第生蓼1,500円 磐躍園駿交流会1.080円、宿泊費 (1泊 朝食込)51400円

簸霊回腰交流昼食会21000円 ……   …………………………………………………………………[1名分]合言+9,980円
(2日 日小値賀滞在を希望する者)体験料2.160円 、食事代1,000日                      (11,140円 )

藝お

“

珂い合わせ先/(団 体名)NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会 (住所〉北松浦郡小値賀町笛殊郷279Ⅲ 13 TEL0959石62646 末永

5

予定人員 36名

開催日

参加対象者

バネルディスカッション

(■ 1霞 霞鬱
11身21鳳〈水}

全国グリーン・ツーリズム・ネットワーク長崎大会申し込みホームページから申し込みいただけます。

https://wwwけ nagasakittgin201 8.Com
《申込期間》9月 10日 (月 )～ 10月 15日 (月 )

※やむをえない理由により、インターネットでの参加申し込みができない場合は、下記事務局までお問い合わせください。

《ご注奮〕
分11会 は光お顆にて決定させていただとます。定覺を改けていますつて、■むを得す手力覆 《ぉ間い合わせ先》
分丼会のB豪をさせていただくことかあl'ま す。

全ログリーン・ツーリズム・ネットワーク長峰大会実行委員会 事務局
分料金によつて1と、宿泊めfl日郎屋となることかあります.

員泊は旅歳やよテルコよ連い、およやアメニティクッズ毎をご用意しておりません。
  FAX.095‐ 895‐ 2588

タオル チヽスタオル ′`ジャマ ′売面激具 霊則り等はど常なください。

4権課鳴解棄騒裁満 &:蕪鍾ぎユlS岳幌ピ:輩露溌1 彊コS07015@pref.nagasaki.:g.,p

翻

※お問い合わせは、FAXまたはE malてお願いします。

/善分科会の辞調に関するお問い合わせ Iよ 各分科会のベージをご賞ください。

お申し込男てく′.さい。

申し込みのご案内

く倉露動
奪41膳罐鐸〔宋〉

0


