
 
 
 
 
 

平成 30 年 2 月 23 日 
 

関 係 各 位 
SAVOR JAPAN 推進協議会 
Savor Japan Project Association 

 
平成 29 年度 SAVOR JAPAN ネットワーキング全国大会開催のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素より当協議会の活動に格別のご高配を賜り誠に有り難うございます。 

SAVOR JAPAN 推進協議会（Savor Japan Project Association）では、この度、

SAVOR JAPAN 制度創設からこれまでの成果、先行事例等を共有することにより、

SAVOR JAPAN ブランドのさらなるレベルアップを目指すとともに、SAVOR 
JAPAN のネットワーク構築・強化を図るため、標記全国大会を平成 29 年度認定地

域の一つである「小浜市（福井県）」にて開催することとなりました。 

つきましては、SAVOR JAPAN 制度や取組認定地域などを知って頂く絶好の機会

になりますので、SAVOR JAPAN 認定地域をはじめ、今後認定を目指す地域、さら

には SAVOR JAPAN 制度に関心のある幅広い方々に是非ともご参加頂きたくご案内

申し上げます。参加をご希望の方は、下記までご連絡頂けると幸いに存じます。皆様

のご参加をお待ちしております。 
末筆ながら、一層のご健勝とご発展を祈念いたしております。 

敬具 
 

記 

 

【開催日程】 平成３０年３月２２日（木）※視察研修参加の場合は前泊予定 

       午前：視察・研修 午後：全国大会・交流会（詳細別紙参照） 

【会  場】 御食国若狭おばま食文化館 

（〒917-0081 福井県小浜市川崎 3 丁目 4 番） 
【主  催】 SAVOR JAPAN 推進協議会 

【申込方法】 ①インターネットでの連絡：申込みフォームに必要事項を入力し送信し

てください。 

②別紙申込書に入力の上、メール（info@savorjp.com）あるいは FAX
（03-5275-1569）宛に連絡先をご教示ください。 

【連 絡 先】 SAVOR JAPAN 推進協議会事務局（担当：清水・瀧田） 
（（一財）日本総合研究所調査研究本部内） 
住 所：〒102-0082 東京都千代田区一番町 10-2 一番町Ｍビル 
電 話：03-5275-1615 F A X：03-5275-1569 
E-mail：info@savorjp.com 

 以上  
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平成 29 年度 SAVOR JAPAN ネットワーキング全国大会 開催要領 

 

【開催目的】 

 本全国大会は、SAVOR JAPAN ブランド力の向上を目指し、SAVOR JAPAN ビジョン

の共有、及び平成 28 年度認定地域の事例等を紹介するとともに、交流促進を通じたネット

ワーク構築を図るため、SAVOR JAPAN 認定地域と、今後認定を目指す地域等を対象とし

て開催する。 

 なお、下記プログラムは、平成 29 年度認定地域である「小浜市（福井県）」の研修地域等

を巡る現地視察とともに、SAVOR JAPAN 認定地域に今後の磨き上げに資する事例紹介等

で構成される全国大会により構成する。 

 

【プログラム（予定）】 

日時 行程 場所 

3 月 21 日（水・祝） 

16:00～ 視察説明会（若狭塗り箸研ぎ出し体験） @御食国若狭おばま食文化館 

17:30～ 各宿泊施設に移動 漁家民宿 

3 月 22 日（木） 

8:30 頃 現地視察（約３時間）（～12:00）  
 

宿泊施設 8:30 頃出発 

⇒内外海（うちとみ）地区における体験施設等の見学 

 （田烏区（養殖鯖、へしこ小屋）、阿納区（ブルーパーク阿納）等） 

⇒町並み保存地区（重要伝統的建造物群保存地区）見学（三丁町） 

⇒御食国若狭おばま食文化館見学 

⇒昼食 
 

13:00 ネットワーキング全国大会（12:30 開場） @御食国若狭おばま食文化館 

 

○ホスト地域からの挨拶、取組紹介（15 分） 

  ：小浜市長 松崎 晃治氏 

○講演（30 分） 

  テーマ：SAVOR JAPAN 制度の可能性（仮題） 

      ～持続可能な地域づくり・ブランドづくりに向けて 

  ：SAVOR JAPAN 推進協議会事務局 

 ○事例紹介（40 分）・意見交換（30 分） 

  テーマ：平成 28 年度認定地域の活動成果及び今後の課題（仮題） 

   ・事例紹介、今後の磨き上げに向けた示唆 等 

  ファシリテーター：SAVOR JAPAN 推進協議会事務局 等 

 

15:10～ 交流会（名刺交換、各認定地域の紹介等） @御食国若狭おばま食文化館 

16:30 終了・解散  

 

SAVOR JAPAN 推進協議会事務局 
（（一財）日本総合研究所調査研究本部） 
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平成 29 年度 SAVOR JAPAN ネットワーキング全国大会 申込みについて 
 

 平成 29 年度 SAVOR JAPAN ネットワーキング全国大会へのご参加につきましては、以

下をご一読頂いた上でお申込みください。なお、定員に到達次第受付を締め切りますので、

お早めにお申し込みください（視察約 50 名、全国大会約 100 名）。 

【参加内容について】 

①現地視察（3/22AM）に参加を検討される皆様へ（締切 3 月８日（木）まで） 

現地視察をご希望の方については、前泊（3/21 泊）のプランとなります。内容につきま

しては以下のとおりです。インターネットからのお申込み（申込みフォーム）か、あるいは

次頁参加申込書をご利用ください。後日、下記書類をメール送信又は送付いたしますのでご

確認ください。 

記 

   １．予約確認書 

   １．ご案内書（行程表、宿泊先、代金支払いなど） 

   １．旅行条件書（旅行契約、取消料など：当社規定） 

 

＜ツアーの内容＞ 

日時・・・・・３月 21 日（水祝）～22 日（木）    

集合場所・・３月 21 日 JR 小浜駅 15：30    

解散場所・・３月 22 日 JR 小浜駅 17：00 頃    

内容・・・・・開催要項（プログラム予定）をご参照ください。   

募集定員・・50 名 （最少催行人員 20 名）    

ツアー代金・・・おひとり 18,000 円（税込）    

ツアー代金に含まれているもの    

 ・バス代（二日間）   

 ・宿泊費（一泊二食付）   

 ・体験費（若狭塗箸研ぎ）   

 ・昼食代（3/22 分）   

 ・保険代（国内旅行傷害保険）   

 ・消費税等諸税   

＊宿泊は小浜市 内外海（うちとみ）地区の漁家民泊になります。   

 数地区の分宿になり、宿泊先はこちらで配宿させていただきます。   

 部屋は 1 名一室（和室）ですが、同部屋希望の方はお知らせください。   

 宿泊施設により、食事、お風呂、部屋等の利用条件が異なりますので予めご了承ください。 

 アメニティは揃っていないところがございますのでご準備ください。   

＊利用バス会社は三福観光バス（安全性評価認定 3 ツ星）です。    

＊当ツアーには添乗員は同行いたしません。    

 

＜ツアー内容お問い合わせ先＞    

株式会社 ミフクツーリスト （担当：松井）    

（一社）全国旅行業協会 正会員    

福井県知事登録旅行業第 2-148 号    

総合旅行業務取扱管理者/浦西洋平    

住 所：〒917-0072 福井県小浜市千種 2 丁目 1-7    

電 話：0770-53-0329    

E-mail： matsui@mifuku.jp    

（営業時間 9：30～18：30 日曜日定休）     
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以上 

 

②全国大会（3/22PM）のみのご参加者を検討される皆様へ（締切 3 月 19 日（月）まで） 

全国大会のみ（13:00 開演）の参加も可能です。 

インターネットからのお申込み（申込みフォーム）か、あるいは次頁参加申込書をご利用

ください。 

 

【本全国大会全体のお問合せ先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVOR JAPAN 推進協議会事務局 

（（一財）日本総合研究所調査研究本部内：清水） 

住 所：〒102-0082 東京都千代田区一番町 10-2 一番町 M ビル 

電 話：03-5275-1615 F A X：03-5275-1569 

E-mail：info@savorjp.com  
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E-mail：info@savorjp.com  

ＦＡＸ：０３－５２７５－１５６９ 

 

SAVOR JAPAN 推進協議会事務局 

（（一財）日本総合研究所調査研究本部） 行 

平成 29 年度 SAVOR JAPAN ネットワーキング全国大会 

参加申込書 

 

お名前（フリガナ）  

ご所属先（団体名等）  

所属部署  

役職名  

所属先住所 

〒 

 

 

 

ＴＥＬ／FAX  

E-mail  

※申し込み内容（参加希望の項目に○をつけてください） 

●現地視察参加希望 （視察プラン ￥ 18,000（税込））  

●全国大会のみ参加希望  

※備考 

 

※いただいた個人情報は、本大会の運営の目的以外での利用致しません。 




