
 

第二回フェアツーリズム国際大会 
平成 25 年 9 月 25 日(水)～9 月 27 日(金) 

テーマ: 

歴史・文化を今に活かし、旅を磨ぎ、 

人をつなぎ、心と体をいやす故郷へ 
― フェアツーリズムの理念を活かした 

感動交流による農村回帰を目指して― 

「大切な貴方」への心からの熱い誘い 

進化する旅、深まる交流、

広がる実践の輪、高まる心 

 

 

 場所 

 大分県竹田市  

 

大会趣旨  

日韓はじめアジア諸国におけ

る多様な実践報告を通じ、グ

リーンツーリズムやエコツー

リズム、ヘルスツーリズム等

の今日的課題を探りあい、具

体的な国際的ツアー企画、提

案の交換を行い、観光交流の

国際化を図る。 

 

主催  

第二回フェアツーリズム 

国際大会実行委員会 

 

共催  

(社)持続可能な観光 

 社会的企業ネットワーク 

  

特定非営利活動法人 

日本グリーンツーリズム 

   ネットワークセンター 

 

 



 日程 

  

 

 

9 月 25 日（水） 場所；久住サンホール 

  13:30  受付開始 

  14:00  開会式  

  14:10  基調報告 

  16:00      パネルトーク 

  17:30   移動 久住高原荘へ 

  18:30       歓迎レセプション 

        20:30      歓迎レセプション終了 

  

9 月 26 日（木） 

9:00     各分科会 

18:00      交流会 

 

 

9 月 27 日（金） 会場：福祉センター 

     9:00    各分科会報告 

    10:30   総合討論    

    11:30     大会宣言採択 

  12:00     解散 ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

分科会テーマ  

 

第一分科会：教育旅行の適正化 ―最適な規模と体験交流の在り方―  

コーディネーター：工藤隆浩（竹田市観光ツーリズム協会事務局長） 

           会場   ：くしふるの大地 

   宿泊場所 ：久住高原荘 

 

第二分科会： 国際交流における言語、食、文化理解の在り方とは？ 

 コーディネーター：田村隆雅（NPO 法人 遠野山里暮らしネットワーク職員） 

    会場   ：森のぶらんこ、久住公民館 

    宿泊場所 ：久住高原荘 

 

第三分科会：大学の教育、人材育成及び社会貢献とツーリズム 

 コーディネーター：山浦陽一（大分大学経済学部准教授） 

    会場   ：神原地区、緒環 

    宿泊場所 ：岩城屋 

 

第四分科会：地域資源活用としての学校施設リユースの方法と可能性 

 コーディネーター： 青木辰司（東洋大学社会学部教授） 

    会場   ：芸短大竹田キャンパス、岡本分館田んぼの学校 

    宿泊場所 ：紅葉館、万象の湯 

 

第五分科会：情報発信の国際化とツアー企画 

 コーディネーター：養父信夫（雑誌『九州のムラ』編集長） 

    会場   ：竹田分館  

   宿泊場所  ：つちや、吉冨、一竹のいずれか。 

 

第六分科会：ツーリズムから農村定住へ 「農村回帰」の可能性と課題 

コーディネーター：佐藤彰啓（ふるさと情報館代表） 

 会場     ： 城下町交流館『集』 竹田創生館 

宿泊場所    ： つちや、吉冨、一竹のいずれか。 



 9 月 27 日（金）※閉会式終了後 

 

12：30～13：30 昼食 

13：30～14：15 岡城観光 

14：45～15：00 白水ダム見学 

15：15～15：30 円形分水見学 

15：50～16：10 明正井路 六連水路橋 

16：30 花水月到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹田の魅力はこれから 

そのまま帰るのは勿体無い 

 

竹田オプショナルツアー 

 

 

 

*27 日の宿泊を希望される方は 

竹田市観光ツーリズム協会 

電話番号 0974-63-0585 まで 

ご相談下さい。 

 

 

 

 



交通アクセス 

 

熊本空港より（一番最寄りです） 

 高速バスやまびこ号 花水月下車。（花水月からシャトルバスが出ます） 

阿蘇くまもと空港発 竹田温泉着 

9：44 11：33 

10：44 12：33 

11：44 13：33 

 

 

大分空港より 

 高速バスエアライナーで大分駅から JR 豊肥線経由 豊後竹田駅下車。 

（駅からシャトルバスが出ます） 

大分空港発 大分駅西口着 

9:35 10:40 

9:40 10:38 

9:40 10:45 

11:00 12:05 

 

 

福岡空港より 

 空港地下鉄線にて博多駅 西鉄バス乗り換えキャナルシティ博多へ。 

 YOKARO バスにて久住下車。 

＊1 YOKARO バスは会員制ですので下記の URL を参考下さい。 

http://yokaro.info/hajimete_.html 

＊2 キャナルシティ博多発 YOKARO バスは 10：45 発、久住に 13：27 に着きます。 

 

 

大分駅発 豊後竹田駅着 

11:56 13：00 

12:13 13：30 

http://yokaro.info/hajimete_.html


 

申込方法のご案内 

 

申込方法   参加申し込みは必要事項を記入の上、1 人 1 枚で下記申込先へ FAX、郵便でお申し込み下さい。 

申込期限   平成 25 年 9 月 6 日（金） 

参加費のお支払 金額は料金表をご参考にし下記の口座に振り込んで下さい。 

振り込みの確認が出来ましたら、パンフレットをお送り致します。 

 

銀行名： 九州労働金庫 

支店名： 竹田支店 

口座種別：    普通 

口座番号：     5504411 

名義人名： 第二回フェアツーリズム国際大会実行委員会 会長  首藤 勝次 

  

 

ご注意    分科会は定員を設けています。定員は約 20 名です。定員を超した場合はやむを得ず調整をさせ

ていただくことがありますので、お手数ですが第 3 希望までご記入下さい。 

 

 

 

料金表 

一日目交流会 3000 円 

二日目分科会 3000 円（参加費、昼食含） 

二日目分科会 3000 円（夜の交流会費） 

資料代    1000 円（必須） 

 

宿泊費(2 日分) 1,2000 円(一泊 6000 円) 

オプショナルツアー 1000 円 

          ＊宿泊希望の場合は竹田市観光ツーリズム協会までご相談下さい。 

           電話番号 0974-63-0585  

 

 

 



 

＜参加申込書＞ 

 

（申し込み先） 
                          

第二回フェアツーリズム国際大会実行委員会 事務局 
                

〒878-8555 
                            

大分県竹田市大字会々1650 番地 
                    

TEL：0974-63-1111 
             

下記の必要事項を記入して、左記申し込み先まで 

 

FAX 0974-63-0995                 
  

ＦＡＸまたは郵送でお申し込みください。 

  

                                
  フリガナ                                                       

  氏名                                                       

  
生年月日 

    
     年    月    日 

    
性別 

    
男 女 

  

      
           

          

  

自宅住所 

  〒 

 
 

― 
                      

    
                        

  

    
                         

  

  ＴＥＬ                       携帯電話                     

  ＦＡＸ                       Ｅメール                     

 

参加希望（丸を

つけて下さい） 
 

1 日目交流会 2 日目交流会 分科会 宿泊 ※宿泊先は分科会毎に指定 

   
 

    
泊あり 泊なし 

    
  

  

  

分科会 

  

  

    第一希望         第二希望         第三希望         

  第     分科会       第     分科会 
 

    第     分科会     

                          

 
オプショナルツアーに参加されますか。    はい   いいえ 

 
（宿泊する 宿泊しない） 

 

お問い合わせ 

第二回 FT 国際大会実行委員会事務局 竹田市役所企画情報課 担当：志賀 濱津 

Tel :0974-63-1111  Fax :0974-63-0995  Mail: asuka-siga@city.taketa.lg.jp 

GTNET 事務局 

Tel :03-3945-7452  Fax: 03-3945-7626  Mail: aoki@toyo.jp  

mailto:asuka-siga@city.taketa.lg.jp
mailto:aoki@toyo.jp

