東北出身学生による

山形おきたま地域みらいまちづくり
ワークショップ＆魅力体験ツアー
置賜地域で活躍する方々を招き、置賜を含む東北のまちづくりや未来像を考えるワーク
ショップを開催し、置賜地域の観光や暮らしの魅力を体験しながら置賜のまちづくりの
未来を考えるツアーを開催します。学生のみなさん、ふるってご参加ください！
お き たま

①置賜みらいまちづくりワークショップ
日

時

平成30年10月25日
（木）18:30〜20:30（受付開始 18：15）

会

場

仙台市中小企業活性化センター

対

象

定

員

（仙台駅前 AERビル6階

仙台市青葉区中央1-3-1）

東北に興味のある大学生・専門学校生

20名

山形県

基調講演
「東北・置賜地域の未来まちづくり」
（講師：宮原 育子氏）
置賜地域のまちづくりの体験発表
ワークショップ「東北や置賜の暮らしを考える」

お き たま

②置賜魅力体験ツアー

対象者

仙台駅東口

観光・送迎バス乗降場

東北に興味のある
大学生・専門学校生20名

（東北出身以外の学生の方もご参加いただけます）

参加費

添乗員

山形県
置賜地域

◆行程
【1日目 11/3（土）】
8:00 JR仙台駅東口
①南陽市 グレープリパブリック
（ワイナリー見学、現場で活躍されている方と意見交換）
②高畠町 熱中小学校（地域で活躍されている方と意見交換）
【昼食】
フルール・ドゥ・ソレイユ
③白鷹町 353黒鴨カフェ
（先輩移住者との歓談）
④長井市 けん玉広場スパイク
（地域おこし協力隊と情報交換）
18：00 【夕食】飯豊町 農家レストラン・エルベ
【宿泊】HOTEL SLOW VILLAGE
【2日目 11/4（日）】
8:20 出発（朝食後）
⑤小国町 小国町役場
（町と交流のある早稲田大学の学生の取り組み紹介・意見交換会）
【昼食】川西町 Kitchen＆Barカリスマ
⑥川西町 ライブスペースJam
（会社経営及び同館オーナーの取り組み紹介）
⑦米沢市 里山ビジョンハウス
地域で活躍されている方との意見交換
振り返りワークショップ（参加者での意見交換）
置賜を回って、気づいた課題や印象に残った点などを
最後に話し合う。
18：30 JR仙台駅 到着・解散

平成30年11月3日
（土）
〜4日
（日）

出発時間 8：00
（集合 7：50）
合

仙台市

参加
無料

美しい風景と豊かな食文化を受け継ぎながら、
先端産業も誘致している 置賜 の魅力を体験してください。

集

（軽食付）

（東北出身以外の学生の方もご参加いただけます）

プログラム

旅行期間

セミナールーム（2）B

参加
無料

無料

宿泊費、
食費
（1朝、
2昼、
1夕）
、
バス代含む。
集合場所
（仙台駅）
までの交通費、
上記以外のものは各自負担

同行します

利用バス会社 第一観光バス

主催：仙台市

協力：山形県置賜総合支庁、米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
◀申し込み方法は裏面へ

【運営事務局】 仙台リビング新聞社
℡022-265-2511

FAX022-265-1610 Ｅメール info07＠sendailiving.co.jp

ラ・フランス
ぶどう

米沢牛

基調講演

飯豊町田園風景

上杉雪灯篭まつり

いくこ） 宮城学院女子大学教授（現代ビジネス学部

現代ビジネス学科）

講師
◆宮原 育子（みやはら

主に東北をフィールドに、地域資源を活かした観光のあり方を研究。
歴史や農業などを対象に、地域の個性を発揮できる魅力的な観光プログラムの開発を行う。
東日本大震災後は、観光による地域の復興や新しい観光の創造について研究を進めている。
国土交通省東北運輸局交通政策審議会委員、
宮城県観光戦略県民会議委員

ほか

体験発表
◆黒田 三佳（くろだ

みか） 人材育成アカデミーローズレーン

代表

・里山ソムリエ（商標登録）

東京都出身。元国際線客室乗務員 山形大学学術研究員非常勤講師。
一度の旅で山形に魅せられ移住、里山からの人づくりとことづくりを楽しく実践、発信している。
また、人材育成 キャリア支援として、民間企業や教育機関での講演・セミナーの開催や里山コミュニティビジネス実践として
学生や農家、仲間たちと塾を主宰しているほか、里山の価値創造をモットーに里山ビジョンハウスと 1000 坪以上の森で様々な
イベントを開催している。

◆髙世

琢（たかせ

たく） 米沢市職員

米沢市出身。米沢市教育委員会社会教育・体育課生涯学習主査。
まちづくり人財養成講座、まちづくりプラン大賞コンペを開催し地域づくりをするひとの掘り起し事業を実施。山形大学工学部で
教養2単位を受け持ち、生涯学習分野の講師や地元の社長にものづくりの面白さを講義していただき地域に残る人材育成に努める。
また、少子化対策として婚活イベント「米沢まちコン」を開催、
「男磨き講座」で女性に好感が持たれる男性支援を実践している。

◆齊藤

幸恵（さいとう ゆきえ）

エラとづの会

代表

東京都出身。農家の長男に嫁ぎ、県外からお嫁にきた人達の集まり「エラとづの会」を結成。
よそ者目線で山形の良い所、困っている事を共有し、情報発信を行なっている。
また、「置賜四季の暮らし舎」を立ち上げ、山菜、農作物の販売に加え、山形の日々の農家の暮らしを伝えるため、山歩き、
菜採りなどの体験ツアーなども企画している。講談社 mi-mollet（女性のウェブマガジン）にて「四季折々の置賜暮らし」
ブログも掲載中。

セミナー・ツアーの申し込みは WEB で
http://r.living.jp/mrs/sendai/miraimachizukuri
※本セミナー・ツアーに参加いただく方には、ツアー終了後も
仙台市や山形県・置賜地域の自治体から、地域のお知らせを
提供させていただくことがありますのでご了承ください。

アクセスはこちらから→

〈問い合わせ〉仙台リビング新聞社

℡ 022-265-2511 担当：櫻井

【旅行企画・実施】
仙台リビング新聞社
宮城県知事登録旅行業第２-361 号
（一社）日本旅行業協会正会員
国内旅行業務取扱管理者 櫻井洋一
〒980-8585 仙台市青葉区中央 2-8-13
大和証券仙台ビル 4 階
https : / / m r s. l i v i ng . j p/ s en d a i

●国内募集型企画旅行条件書（要約）
◆旅行の申込み方法
⑴当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。
この場合、予
約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内に申込書と申込金
を提出していただきます。
この期間内に申込金が提出されない場合は、
当社は、
予約がなかったものとして取り扱います。
⑵申込書と申込金の提出があったときは、
旅行契約の締結の順位は、
当該予約の受付の順位によることとなります。
◆当社による旅行契約の解除
（旅行開始前）
⑴お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、
当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあ
ります。
この場合、
第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
⑵当社は、
次に掲げる場合において、
お客さまに理由を説明して、
旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ．
お客さまが当社があらかじめ明示した性別、
年齢、
資格、
技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明ら
かになったとき。
ロ．
お客さまが病気、
必要な介助者の不在その他の事由により、
旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ．
お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、
又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ．
お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ．
お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合は旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって、
13日目
（日帰り旅行については、
3日目）
に当る日より前に、
旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
ヘ．
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、
契約の締結の際に明示した条件が成就
しないおそれが極めて大きいとき。
ト．
天災地変、
戦乱、
暴動、
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が
生じた場合において、
契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、
又は不可能と
なるおそれが極めて大きいとき。
◆個人情報の取扱いについて
イ．
当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者
（以下
「販売店」
）
は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報につい
て、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等の手配ために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等
を担保する険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
ロ．
当社は、
当社が保有するお客さまの個人情報のうち、
氏名、
住所、
電話番号またはメールアドレス等お客さまへのご連絡にあた
り必要となる最小限の範囲のものについて、
当グループ企業との間で共同して利用させていただくことがあります。
ハ．
当社、
当社のグループ企業および販売店は、
それぞれの企業の営業目的、
催し物内容等のご案内、
ご購入いただいた商品の発
送のためにこれを利用させていただくことがあります。
ニ．
上記のほか、
当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、
ホームページでご確認ください。

