
第１４回全国

体験フォーラム

全国ほんもの体験ネットワーク第14回全国ほんもの体験フォーラム
 in奈良・飛鳥実行委員会〒634-0112 奈良県高市郡明日香村島庄5番地（明日香村商工会館内）

TEL 0744-54-1525  FAX 0744-54-1526
【事務局】飛鳥ニューツーリズム協議会

ォーラムォーラム
体験交流型観光×インバウンドで
地域を元気にしよう！

E-mail
info@honmono-taiken.com

 in 奈良・飛鳥
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飛行機

電車

近畿道→阪和自動車道 美原IC→南阪奈道路 経由 …………… 約85分

阪神高速道路→南阪奈道路 経由 ……………………………… 約70分

阪和自動車道 美原IC→南阪奈道路 経由 ……………………… 約40分

…………………………………………………………………… 約70分

…………………………………………………………………… 約70分

全体フォーラム会場から情報交換会へのご移動は、近鉄電車のご利用が便利です。
課題別分科会のシャトルバスにつきましては、お申込み専用サイト内でご確認いただけます。

●近鉄 大和八木駅「北口」より地下通路を通り徒歩約5分。
●大和八木駅周辺ホテルにご宿泊の方は、先にチェックインをお済ませください。

近鉄京都駅

南阪奈道路 葛城IC 高田バイパス 大和八木
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大阪市営地下鉄御堂筋線 近鉄特急

近鉄特急

近鉄特急

約60分

近鉄難波線・奈良線 近鉄京都線・橿原線

約60分

約120分

伊丹空港
近鉄急行
約30分

空港リムジンバス
約30分

近鉄 大阪上本町 大和八木駅

 約45分

大和西大寺駅

●空港リムジンバス運賃： 大人（片道） ‥‥‥‥‥‥ 640円
●基本は1時間毎２本運行
●詳しくは、「大阪空港交通株式会社 空港リムジンバス」窓口サイトにてご確認ください。
　http://www.okkbus.co.jp/timetable/itm/t_ueh.html

関西国際空港
高速リムジンバス

約75分
大和八木駅

●高速リムジンバス運賃： 大人（片道） ‥‥‥‥‥ 1,950円
 大人（往復乗車券） ‥‥ 3,700円
●基本は1時間毎1本運行
●詳しくは、「奈良交通株式会社  高速リムジンバス」窓口サイトにてご確認ください。
　http://www.narakotsu.co.jp/kousoku/limousine/yagi_kanku.html

プログラムのご案内

ご案内

●会場には駐車場がございません。マイカーでお越しの方は会場周辺の有料
駐車場をご利用ください。
橿原市営八木駅前北駐車場（約250台収容）・タイムズ近鉄橿原駐車場（約
300台収容）などが周辺にございます。
尚、有料駐車場は満車になる可能性があります。出来る限り、公共交通機関
のご利用をおすすめいたします。
●会場周辺道路は混雑が予想されますので、あらかじめ余裕を持ってご来場く
ださい。
●団体バスご利用の皆様には、「バス乗降所・バス待機場所」を事務局より追っ
てご連絡させていただきます。

お申込み専用ウェブサイト

http://honmono-taiken.com

南口 ロータリー着

写真提供：橿原神宮、明日香路写真コンクール事業実行委員会　等

車・バス

マイカー・団体バスでご来場をお考えの皆様へ

全体フォーラム・情報交換会
会場：奈良県橿原文化会館（大ホール）・橿原ロイヤルホテル

3 25

3 24

課題別研究分科会・体験ツアー
会場：明日香村・橿原市・高取町・桜井市

体験ツアー
会場：明日香村・橿原市・高取町・桜井市

2018年
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日
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第１4回全国ほんもの体験フォーラム
in 奈良・飛鳥

開催にあたって
　このたび、奈良県・飛鳥地域において「第14回全国ほんもの体験フォーラムin奈良・飛鳥」を開催することとなりました。
　飛鳥は日本が形づくられた場所「はじまりの地」です。はじめて飛鳥を訪れた多くの皆様が感じる「何か懐かしい・・・」
という雰囲気。これは飛鳥時代から奈良時代に至るまで日本の中心であった、飛鳥がもつ独特の空気感です。
　飛鳥ではここ数年、中国・台湾・シンガポール・マレーシア・アメリカ・オーストラリアなど様々な国の方が「民家ステイ」
に参加いただき、インバウンド教育旅行の受入れが急速に伸びています。日本の生活・文化や風習を地域住民と一緒
に体験することにより、素晴らしい草の根レベルでの国際交流が実現しています。
　今回のフォーラムでは、明日香村・橿原市・高取町・桜井市というまさに歴史舞台のど真ん中といえる各地域で、国
内外からの教育旅行受入れについて、体験交流型観光の担い手である皆様からご意見をいただき、共に学びたいと考
えております。「ほんもの体験」の理念のもと全国から参加いただく皆様が、さらなる体験交流型観光の発展を実現さ
れることを願ってやみません。どうぞおひとりでも多くの方々のお越しをお待ちしております。

第14回全国ほんもの体験フォーラムin奈良・飛鳥実行委員会

主催 ： 第14回全国ほんもの体験フォーラム in 奈良・飛鳥実行委員会
明日香村／橿原市／高取町／桜井市／飛鳥広域行政事務組合／奈良県／奈良県商工会連合会／
（一財）奈良県ビジターズビューロー／明日香村商工会／橿原商工会議所／高取町商工会／
桜井市商工会／（一財）明日香村地域振興公社／飛鳥京観光協会／（一社）橿原市観光協会／
高取町観光協会／（一社）桜井市観光協会

共催 ： 全国ほんもの体験ネットワーク

【事務局】飛鳥ニューツーリズム協議会
〒634-0112 奈良県高市郡明日香村島庄5番地(明日香村商工会館内)  
TEL ： 0744-54-1525   FAX ： 0744-54-1526   E-mail ： info@honmono-taiken.com

古代律令国家が形成された「日本国はじまりの地」であり、千年
の歴史が見え隠れする橿原市。体験ツアーでは、歴史に憩う橿
原市博物館にて、出土した土器を手に取り、普段入ることので
きない裏側を特別に見学いただきます。また、第一代天皇である
神武天皇が即位した橿原宮址に創建された橿原神宮での正式
参拝の後、重要伝統的建造物群保存地区であり、中世からの面
影を残す今井町ガイドツアーへご案内します。

橿 原 市 かしはら

明日香村は飛鳥時代の数多くの史跡と日本の原風景といわれ
る美しい景観を、通称・明日香法といわれる厳しい規制の下、
村民が守り続け、「明日香まるごと博物館」として謳っています。
体験ツアーでは、電気自動車で村内を巡り、キトラ古墳ガイド
や誰も知らない明日香村の秘仏を拝観、そして特産のイチゴ・
あすかルビーもお楽しみいただけます。皆様の五感で日本のふ
るさとを体感してください。

明日香村 あすか

お申込み専用ウェブサイト

http://honmono-taiken.com

お申込みは、下記「専用ウェブサイト」からお願いします。（同ウェブサイト内から、詳細をダウンロードいただけます。）

●全体フォーラム、及び昼食（弁当 お茶付）
●情報交換会
●課題別研究分科会、及び昼食（弁当 お茶付）
●体験ツアー
※「お申込みフォーム」画面の表示に沿ってご入力ください。
　追って、確認メールをお送りいたします。

●宿泊施設
●シャトルバス
※JTB西日本 奈良支店が運営する「予約画面」に繋がります 
　ので、表示に沿ってお申込みください。

お申込み方法

「ほんもの体験フォーラム・各種」のボタンから
お申込みいただくもの

「ご宿泊・シャトルバス」のボタンから
お申込みいただくもの

今井町 畝傍山

奈良県桜井市は、古代より「ヤマト」と呼ばれてきました。三輪
山の麓に国のはじまりとなる「ヤマト政権」が誕生し、やがて古
代国家へ。桜井市は、まさに日本の原点と言えます。記紀ゆかり
の地や眺めが素晴らしいビューポイント、霊験あらたかなパ
ワースポットを訪れ、この地の食や体験を通して、日本の歴史
文化を体感してください。

桜 井 市 さくらい

飛鳥大仏石舞台古墳

高取町は、推古天皇が薬狩りを行った土地として名高く、その後も大和
の置き薬や製薬業で「くすりの町」として有名です。また、植村氏が居城
していた高取城跡は、日本百名城、日本三大山城にも数えられ、苔むし
た勇壮な石垣からはロマンが感じられます。城下町として栄えた土佐
町並みでは、武家や商家など歴史ある住宅がそのまま残っており、三月
には各家がお雛さまを展示する「町家の雛めぐり」が行われます。春の
風と歴史の香りの中、忘れられないひとときをお過ごしください。

高 取 町 たかとり

談山神社 　三輪山

高取城跡 高取町武家屋敷



全体フォーラム
11:00～ 昼食・受付

13:30～   第１部   

14: 10～   第2部  

15: 10～   第3部  

14:00～ 休憩

15:00～ 休憩

16:45～ 次回開催地 長崎県五島市PR

17:00 閉会（閉会後、情報交換会会場へ移動）

18:00
～20:00

13:00～ 開会式（あいさつ）

1奈良県における体験交流型観光の取組みについて
 　奈良県観光局観光プロモーション課長　山中　淳史 氏
2飛鳥地域におけるインバウンド、及び体験交流型観光の取組みについて
　飛鳥ニューツーリズム協議会

【基調提案】
【公開パネルディスカッション】

1地方の活力は体験交流が切り札である
3自治体は体験交流人口拡大を中心政策に

2体験交流はあらゆる教育の源である
4人材確保と育成は地域にとっての生き残り戦略である

下舘　満吉 氏 ふるさと体験学習協会会長／平庭観光開発㈱代表取締役社長
小林美佐子 氏 越後田舎体験推進協議会事務局長／公益財団法人雪だるま財団理事長
高橋　　充 氏 ㈱南信州観光公社代表取締役社長
福本　修一 氏 一般社団法人近江日野交流ネットワーク／日野町商工観光課参事
大巳　和記 氏 広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会事務局／
 広島商工会議所 産業・地域振興部 地域振興チームリーダー

山下　與範 氏 一般社団法人まつうら党交流公社副理事長／
 「松浦党の里 ほんなもん体験」青島体験振興会会長

加蘭　明宏 氏 沖縄体験ニライカナイ代表／一般社団法人沖縄体験観光協会理事
下田　正寿 氏 飛鳥ニューツーリズム協議会事務局統括／明日香村商工会経営指導員

※都合により変更となる場合がございます
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イナカを巡る外国人向けプラットフォームSATOYAMA EXPERIENCEを運営。
外資系コンサルティング会社を退職し、足かけ2年にわたる世界のツーリズムを学ぶ旅を経て、飛騨古川
に移住。里山や民家などの現存する地域資源を活かしたツーリズムを主とした数々の地域再生ソリュー
ションをプロデュース。平成24年地域づくり総務大臣表彰にて個人表彰を受けるほか、環境大臣賞（「五
感で感じるまち大賞」、平成23年）、グッドデザイン賞（平成25年）、エコツーリズム大賞優秀賞（平成26
年）など、多方面からの評価を受ける。近年、空き古民家をオフィス用途に転用した「里山オフィスプロ
ジェクト」にも着手。

奈良県橿原文化会館(大ホール)
奈良県橿原市北八木町３丁目６５－５  TEL:0744-23-2771

<会場＞

橿原ロイヤルホテル
奈良県橿原市久米町６５２－２ TEL:0744-28-6636

<会場＞

体験×インバウンドがキー！ 楽しい国ニッポン実現への道のり
株式会社　美ら地球　代表取締役
総務省地域力創造アドバイザー
内閣官房クールジャパン・アンバサダー

山田　拓 氏

藤澤　安良 氏 全国ほんもの体験ネットワーク会長／㈱体験教育企画代表取締役

●郷土料理、地酒等による立食パーティー　（柿の葉寿司、特産イチゴ・あすかルビー、飛鳥鍋 他）
●奈良県内各酒造会社による日本酒PRコーナー
●奈良県の伝統芸能等の披露

※都合により変更となる場合がございます

第１分科会
明日香村

藤澤　安良 氏 全国ほんもの体験ネットワーク会長／㈱体験教育企画代表取締役
関根　武 氏 東武トップツアーズ㈱ 埼玉西支店支店長

山下　與範 氏 一般社団法人まつうら党交流公社副理事長／「松浦党の里 ほんなもん体験」青島体験振興会会長
湯田　弘信 氏 南会津農村生活体験推進協議会事務局長／みなみやま観光㈱統括課長
丸木　大助 氏 福井県美浜町 みはまブランド開拓課課長
西河　佳子 氏 一般社団法人近江日野交流ネットワーク事務局
山中　剛 氏 飛鳥ニューツーリズム協議会事務局コーディネーター
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農山漁村生活体験民泊(農泊・渚泊)の推進
1民泊の基本理念と安全対策の徹底
2心の平和・食育・仕事・自然など教育効果の追求
3受入れ家庭数の維持拡大とその方法
コーディネーター
パネリスト

第2分科会
明日香村

西沢　猛 氏 南阿波よくばり体験推進協議会事務局長／牟岐町産業課参事

立入　朝樹 氏 ㈱日本旅行 本社 教育旅行部チーフマネージャー／京都修学旅行仕入・誘客推進センター所長
田村　直也 氏 広島湾ベイエリア・海生都市圏研究協議会／広島商工会議所体験型修学旅行誘致担当コーディネーター
加蘭　明宏 氏 沖縄体験ニライカナイ代表／一般社団法人沖縄体験観光協会理事
井上　正幸 氏 一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社事務局長
三木 裕太郎 氏 明日香村役場参事・総合政策課課長

コーディネート組織と自治体連携のあり方
1自治体の覚悟と政策、推進のための関わり方
2人材の確保と育成、補助金申請と財源の確保
3サービス手配業の登録制度、地域限定旅行業務への対応
コーディネーター
パネリスト

第4分科会
高取町

西川　龍一 氏 日本放送協会放送総局解説委員室解説委員
渡辺　優 氏  ㈱ＪＴＢコーポレートセールス 教育第一事業部営業三課課長
下舘　満吉 氏 ふるさと体験学習協会会長／平庭観光開発㈱代表取締役社長
竹前　雅夫 氏 飯田市役所市民協働環境部部長
吉田　哲也 氏 NPO法人なみあい育遊会代表
吉田　浩司 氏 高取町観光協会会長

学校教育への理解と拡大、その課題と対策
1学校教育現場への理解を深めるために
2「主体的・対話的で深い学び」への対応
3教育旅行での旅行会社の役割と期待

1企業研修・ＣＳＲ誘致へのアプローチ
2インバウンド拡大の条件と情報発信
3テーマ旅行企画や個人旅行への対応
4産業観光の推進とそれに伴う地域内二次交通の確保

コーディネーター
パネリスト

第5分科会
桜井市

小林美佐子 氏 越後田舎体験推進協議会事務局長／公益財団法人雪だるま財団理事長
北村　達哉 氏 ㈱近畿日本ツーリスト中部 金沢支店支店長
川九健一郎 氏 ㈱ビジネス・サクセスストーリー代表取締役
丸岡　進 氏 一般社団法人そらの郷事務局長
竹下　明伸 氏 一般社団法人五島市観光協会 教育旅行・体験型観光担当　
山内　篤生 氏 桜井市役所観光まちづくり課副主幹
劉　睦 氏 奈良県観光局コーディネーター

体験交流観光マーケットの拡大とその対策

コーディネーター
パネリスト

全国ほんもの体験ネットワーク会長／㈱体験教育企画代表取締役

情報交換会

＜会場＞
明日香村中央公民館

奈良県高市郡明日香村川原９１－１
TEL:0744-54-3636

＜会場＞
高取町リベルテホール
奈良県高市郡高取町観覚寺１０２３

TEL:0744-52-3715

＜会場＞
明日香村

健康福祉センターたちばな・
かんなびホール

奈良県高市郡明日香村立部７４５
TEL:0744-54-5330

第3分科会
橿原市

楠田　拓郎 氏 NPO法人体験村・たのはたネットワーク理事長
川畑喜美子 氏 標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会理事／標津町ガイド協会会長
高橋　充 氏 ㈱南信州観光公社代表取締役社長
佐本　真志 氏 一般社団法人南紀州交流公社事務局長／カヌーインストラクター
東　泰照 氏 一般社団法人幡多広域観光協議会企画広報主任
細川　長人 氏 橿原市役所魅力創造部観光政策課長
石田　誠克 氏 飛鳥京観光協会ボランティアガイド世話人代表

感動を与えるガイド・インストラクターとは
1交流コミュニケーション型のガイドツアー
2安全対策・危機管理のプログラム進行
3理解が深まり、感動を与える伝え方は
4特区を活用した地域通訳案内士によるインバウンド推進
コーディネーター
パネリスト

＜会場＞
ミグランス（橿原市役所分庁舎）４階
コンベンションルーム
奈良県橿原市内膳町１丁目１－60
TEL:0744-22-4001（代表)

＜会場＞
木材振興センター
あるぼ～る

奈良県桜井市粟殿３５５
TEL:0744-45-3955

藤澤　安良 氏

コーディネーター

パネリスト

日本の活力と教育は体験交流から
サブ
テーマ

テーマ

第4部

会
場

：

奈
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県
橿
原
文
化
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館（
大
ホ
ー
ル
）

会
場

：

橿
原
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イ
ヤ
ル
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テ
ル

事例発表

記念講演

基調提案・公開パネルディスカッション



325・26
日 月

体験ツアー
明日香村・橿原市・高取町・桜井市

超小型モビリティMICHIMOで行く
「四神の館」見学と古代ガラス玉作り体験コース

最少催行人数：6名～最大20名
参加費：１人3,600円 参加条件：要普通免許

253
日

 13：00 第１・２分科会会場
  （近鉄飛鳥駅へ移動・MICHIMOレンタル）
 14：00 キトラ古墳壁画体験館
  四神の館見学（ガイドあり）
 15：00 古代ガラス玉作り体験 ～ 村内自由散策
 16：00 MICHIMO返却・終了

253
日

古墳巡りと出土土器
バックヤード作業の体験コース

最少催行人数：5名～最大25名
参加費：１人 3,000円
 13：00 第３分科会会場
 13：30 歴史に憩う橿原市博物館にて古墳案内と
  出土土器の整理体験
  （博物館展示解説と常設展示図録含む）
 15：30 自由行動（周辺散策：シルクの杜・足湯・
  直売所でお買い物 等）
 16：30 終了

253
日

歴史ガイドと春を訪ねるコース
～雛めぐり＋日本一の山城・高取城跡～

最少催行人数：2名～最大24名
参加費：１人 3,000円
 13：00 第４分科会会場
 13：30 土佐町並み雛めぐり・お茶席体験
 15：30 日本一の山城・高取城跡ハイク（往復約１km）
 17：00 終了　

253
日

日本屈指のパワースポットと
酒神お膝元の老舗蔵を訪ねる

最少催行人数：2名～最大20名
参加費：１人 3,500円
 13：00 第５分科会会場
 13：1 5 大神神社・神社周辺探訪
 15：00 今西酒造 利き酒体験 
 16：00 終了

263
月

坂田 金剛寺「秘仏 薬師如来・十二神将像
特別拝観」と春の味覚満喫コース

最少催行人数 ：6名～最大20名
参加費 ：１人4,800円（昼食代込み）
 9：00 石舞台古墳公園～都塚古墳（ガイドあり）
 9：30 金剛寺「秘仏 十二神将像特別拝観」（住職の説明あり）
 10：10 阪田農園いちご狩り
 11：40 棚田散歩～昼食：飛鳥山菜ランチ（提供：ポカフレール）
 13：00 終了

263
月
263
月

第一代天皇を祀る橿原神宮と
中世ロマン溢れる今井町ガイドツアー

最少催行人数：5名～最大25名
参加費：１人 3,500円（昼食代込み）
 8：30 橿原神宮 正式参拝
 10：00 “中世ロマンの町並み”今井町散策
 12：30 昼食：今井まちや館にて地産地消料理
  （提供：和彩まゆう）
 13：30 終了

263
月
推古天皇薬狩りの地・高取で
大和当帰に親しむ、美容健康薬草コース

最少催行人数：2名～最大24名
参加費：１人 3,500円（昼食代込み）
 9:00 薬の町と大和当帰のお話・当帰の足湯と
  入浴剤作り体験（七味作りも含む）
 12:00 昼食：雛めぐり特別ランチ
  （提供：町屋カフェnoconoco）
 13:00 終了

263
月

千年以上絶え間なく続けられてきた
‘祈り’と奈良の‘隠れ美味’に出会う

最少催行人数：2名～最大20名
参加費：１人 3,000円（昼食代込み）
 6：30 長谷寺
 7:00 勤行体験（～8：00）
 9：00 朝食（予定）
 10：30 笠そば・そばうち体験・昼食（提供：笠そば処）
 13：30 終了
※こちらの体験ツアーは早朝からの開始となります。
　集合時間に間に合うようご集合ください。

情報交換会

全体フォーラム
奈良県橿原市北八木町３丁目６５－５ TEL:0744-23-2771
●近鉄大和八木駅 「北口」から地下通路を通って徒歩5分

奈良県橿原市久米町６５２－２ TEL:0744-28-6636
●近鉄橿原神宮前駅 「東口」より徒歩すぐ
※大型バスは橿原ロイヤルホテル前にて乗降可

橿原ロイヤルホテル

奈良県橿原文化会館（大ホール）

明日香村

明日香村

橿原市

橿原市

高取町 高取町 桜井市 桜井市

第5分科会 木材振興センター あるぼ～る
奈良県桜井市粟殿３５５ TEL:0744-45-3955
●JR・近鉄桜井駅より徒歩15分
●大型バス 駐車可

第4分科会 高取町リベルテホール
奈良県高市郡高取町観覚寺１０２３ TEL:0744-52-3715
●近鉄壺阪山駅より徒歩15分
●大型バス 駐車可

第１分科会 明日香村中央公民館
奈良県高市郡明日香村川原９１－１ TEL:0744-54-3636
●近鉄橿原神宮前駅 「東口」より奈良交通バス（35分）→中央公民館前下車
　※会場へは、バスの本数が少ないため、8:36発飛鳥駅行のバスにご乗車ください
●大型バス 数台駐車可

奈良県高市郡明日香村立部７４５ TEL:0744-54-5330
●近鉄橿原神宮前駅「東口」より奈良交通バス（37分）→健康福祉センター前下車
　※会場へは、バスの本数が少ないため、8:36発飛鳥駅行のバスにご乗車ください
●大型バス 数台駐車可

第2分科会 明日香村健康福祉センターたちばな・かんなびホール

奈良県橿原市内膳町１丁目１－60 TEL:0744-22-4001（代表）
●近鉄大和八木駅 「南口」ロータリーより徒歩すぐ
●大型バス 近隣にて乗降可

第３分科会 ミグランス（橿原市役所分庁舎）４階 コンベンションルーム

課題別研究分科会

情報交換会会場
橿原ロイヤルホテル

大和八木駅周辺MAP 橿原神宮前駅周辺MAP

午後 午前

全体フォーラム会場
奈良県橿原文化会館

会場情報

253
日

243
土

243
土


