平成２４年度 ぐんまグリーン・ツーリズムサポーター育成講座

～【研修会受講生募集】～
都市と農村の交流で地域の活性化を目指しましょう！
グリーン･ツーリズムは地域おこしの起爆剤です。
正しい知識と地域に於ける交流の手法、体験プログラムの作成手法から、法令規制や
リスクマネジメントに至る内容でグリーン･ツーリズムや新たに脚光を浴びている
体験型観光の推進の人材を育てる研修会を開催します。
受講後は地域の核となる人材として活躍が期待されます。

期 日 ： 平成 25 年 3 月 6 日（水）１０：３０開始
平成２５年 3 月 7 日（木）１５：００終了
１泊２日（全日程の参加が基本となります）
会 場 ： 国立赤城青少年交流の家
（前橋市富士見町赤城山２７番地、ＴＥＬ027-289-7224）

受講費 ： ￥８，０００－ （１泊４食、懇親会費を含みます）
対象者 ： グリーン･ツーリズム、体験型観光に関る方･興味の有る
方ならどなたでも受講できます。

申し込み： 添付の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、
２月２８日（木）迄に下記宛に FAX または郵送。
同様の内容を下記宛メール送信でも可。
本年度の募集人数は２０名です（先着順受付）

主 催 ： 群馬県農村整備課
NPO 法人わくわく体験群馬サポートセンター
送付先 〒370－2128

高崎市吉井町本郷６７７－５

ＦＡＸ

０２７－３８７－９５０７

ＭＡＩＬ

support@wakuwaku-gunma.net

＜平成２４年度ぐんまグリーン･ツーリズムサポーター育成講座＞
研修会日程および講義内容
第一日目＜3 月 6 日(水)＞
時間
１０：００～
１０：３０～
１０：４０～

１１：３０～
１１：４０～

１２：３０～
１３：１０～

１５：２０～

１６：２０～
１６：３０～

１７：３０～
１８：３０～
２０：００

内容
受付開始 （国立赤城青少年交流の家、センター棟）
【開校式・オリエンテーション】
【第一講義】（５０分）
講師：宍戸信一
１．グリーン･ツーリズムとは
①グリーン･ツーリズムの現状と理解
②農山村での体験交流の現状
③地域資源とは
休憩１０分
【第二講義】（５０分）
講師：宍戸信一
２．体験指導者の基本的役割
①グリーン･ツーリズム体験とは
②地域に於ける体験指導者の役割
昼食
【第三講義】（１２０分） （フィールドワーク）
講師：中村文彦
３．フィールドワークのオリエンテーション
①実地踏査の目的と手法、着眼点について
講師：宍戸信一、鈴木達志、剣持雅信、中村文彦
４．周辺集落及び施設内に於ける実地踏査
①地域資源の発見、発掘
②地域案内コースの選定
③体験プログラム作成に関るファクターリング
＊帰着後、休憩。
【第四講義】（６０分）
講師：鈴木達志
５．体験プログラムの作成手法
①体験プログラムの作成手法とは
②体験プログラムの実行にあたって
休憩
【第五講義】 ＊夕食はさみ２０：００まで
講師：宍戸信一、鈴木達志、剣持雅信、中村文彦
６．体験企画の作成（グループワークによるワークショップ）
①体験プランの作成（模擬）
②地域資源のマッピング
③プランニングシートの作成
夕食・入浴（グループ毎に適時）
＊第五講義の続き（体験企画の作成、グループワーク）
＊最終成果物の提出、講師承認は２日目始めまでに完成
第一日目終了
【懇親会】
（別会場、持ち寄り歓迎）
＊自己紹介ほか
＊終了は２２：３０を厳守

第二日目＜3 月 7 日（木）＞
７：００～
朝の集い、終了後７：３０より朝食
８：２０～
研修会場に集合
【オリエンテーション】
８：３０～
【第六講義】
（９０分）
講師：宍戸信一、鈴木達志、剣持雅信、中村文彦
７．体験企画の完成、講師承認
＊講師承認ではグループ全員より内容を確認します。
１０：００～
休憩
１０：１０～
【第七講義】
（５０分）
講師：剣持雅信
８．体験プログラム実施の実際について
①プログラムの実施
②体験活動の安全対策、リスクマネジメント
１１：００～
休憩
１１：１０～
【第八講義】
（５０分）
講師：中村文彦
９．体験指導者に関る責任と関連法規
①グリーン･ツーリズム実施に必要な法令知識
②体験指導時の法律的・同義的責任とは
１２：００～
昼食
１２：５０～
【第九講義】
（１１０分）
講師：宍戸信一、鈴木達志、剣持雅信、中村文彦
１０．作成プログラムの検証およびアドバイス
①グループワーク成果物のプレゼンテーション
②講師及び受講生相互による内容検証
１４：４０
【終了式・事務連絡】
＊修了証授与
＊サポーター制度
１５：００
【解散】
＊全日程の受講修了者には修了証を授与します。
＊第三講義では近隣の集落にて実際のフィールドワークを行います。
＊第三講義から第六講義、第九講義についてはグループ行動となります。
＊受講申し込みは別紙の受講申し込み用紙に必要事項を記入しＦＡＸ、または必要事
項を記載の上、メールにて平成 25 年 2 月 28 日までにお申し込み下さい。
＊受講申し込みを頂いた方宛には、別途案内をお送りします。
＊受講費用は【￥８，０００】です。（1 泊 4 食、資料代、懇親会費含む）
受講申し込み者には別途納付方法をご案内します。申し込み後の直前キャンセルに
は別途、施設規定のキャンセル料が掛かりますのでご注意下さい。
＊尚、研修会場は青少年交流施設となります。深夜までの飲酒、２２：３０以降の外
出は出来ません。また、寝巻きや洗面具、入浴用タオルなどの用意はありません。

＜講師陣の紹介＞
【宍戸信一：ししどしんいち】
(財)都市農山漁村交流活性化機構 業務部 グリーン･ツーリズムチーム長
帝京大学 経済学部 観光経営学科 非常勤講師
平成10年度より｢グリーン･ツーリズムインストラクター育成スクール｣等、
人材育成事業を中心に担当し現在に至る。年間60件以上の講演活動及び
研修会等の講師として活躍中。
委 員：2009年 独立行政法人国立青少年教育振興機構
｢自然体験活動指導者養成事業｣運営委員
2009年 文部科学省｢学校支援ﾘｰﾀﾞｰ｣検討委員
2009年 (財)安藤ｽﾎﾟｰﾂ･食文化振興財団｢指導者養成ｶﾘｷｭﾗﾑ研究開発｣委員
2009年 環境省｢ｴｺｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ人材育成業務｣検討委員
2011年 環境省｢ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑｶﾞｲﾄﾞ人材育成業務｣検討委員
その他：NPO法人日本ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑｾﾝﾀｰ評議員
NPO法人自然体験活動推進協議会ﾄﾚｰﾅｰ
文部科学大臣ｽﾎﾟｰﾂ指導者の知識・技能審査事業認定野外活動指導者

【鈴木達志：すずきたつし】
(有)フリーウェイズアウトドアプランニング代表取締役
ＮＰＯ法人 伊豆自然学校 理事長
静岡県グリーン･ツーリズム協会伊豆支部会長
地域活性化伝道師（内閣府任命）
西伊豆いきいき漁村活性化協議会会長
伊豆体験型観光協議会（ジョイズ）会長
2005 年、西伊豆へ移住。地域活性化プロジェクトとして、農山漁村の地域資源を活用した着地
型体験交流プログラム「伊豆ほんもの自然体験」を開発、プロガイド、地域コーディネーターと
して活躍中。現在は伊豆全体での観光活性と漁村の活性化や民間事業者の連携を推進すると共に
情報発信と予約センターを設置しニュー･ツーリズムの推進を進めている。
ＮＨＫ「趣味悠々中高年の為のアウトドア入門」などの講師も務め、関連書面への執筆も行って
いる。

【剣持雅信：けんもちまさのぶ】
ぐんま山森自然楽校 代表
尾瀬ガイド協会理事、尾瀬自然ガイド
ＮＰＯ法人わくわく体験群馬サポートセンター副理事長

【中村文彦：なかむらふみひこ】
ＮＰＯ法人わくわく体験群馬サポートセンター理事長
ＮＰＯ法人日本タウン＆カントリー交流推進センター専務理事
群馬県地域おこしマイスター

＜本講座の問い合わせ先＞ ＊講座への参加申し込みは別紙申込用紙に記入の上、送付先まで
群馬県農村整備課中山間振興係
ＴＥＬ ０２７－２２６－３１５２

ＦＡＸ

（担当：須藤）
０２７－２２４－８７４４

ＮＰＯ法人わくわく体験群馬サポートセンター
（担当：中村）
ＴＥＬ ０９０－１８５０－８７７１ ＦＡＸ／ＴＥＬ ０２７－３８７－９５０７

平成 24 年度
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メールアドレス
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受講の動機
グリーン･ツーリズム等に関す
る同様の研修会の受講有無。

現在の活動、ご意見などよろ
しければご記載下さい。
＊ 印は必須項目です。

＜申し込み用紙の送付先＞
〒370－2128

ＦＡＸ

高崎市吉井町本郷６７７－５

０２７－３８７－９５０７

ＭＡＩＬ support@wakuwaku-gunma.net
◎電話での問合せ先
群馬県農村整備課中山間振興係
ＮＰＯ法人わくわく体験群馬サポートセンター

０２７－２２６－３１５２
０９０－１８５０－８７７１

