健康と温泉フォーラム２０１４三朝町

!

「ラジウム・ラドン温泉と健康温泉都市」 !
官民協働による観光・交流・介護・福祉の温泉地づくり!
【主催】

健康と温泉フォーラム2014三朝町実行委員会!
（三朝町、三朝温泉旅館協同組合、三朝温泉観光協会、三朝温泉商工会）!
特定非営利活動法人健康と温泉フォーラム/ラジウム・ラドン温泉を利用した健康日本推進連絡会議!
（鳥取県三朝町、山梨県北杜市、秋田県仙北市、新潟県阿賀野市、鳥取県倉吉市）!

【後援】

全国市長会、全国町村会、地域活性学会、日本健康開発財団、日本温泉気候物理医学会、!
温泉療法医会、鳥取県、新日本海新聞社他地元関係団体（予定） !

【協力】

PHP研究所!

【期日】

平成26年10月2日（木）、3日（金）!

【会場】

三朝町総合文化ホール（鳥取県東伯郡三朝町大瀬999-2)、ブランナールみささ（同三朝町三朝388-1)!

【定員】

400名（一日目）

200名（二日目）

	

我が国は超高齢化社会など、様々な情勢変化に対応した、新たな国家成長戦略が論議されて
おります。中でも、再生・活性化が求められる地方社会で、個人の安心・安全で健康な生活の確
保はまさに私達が取り組んできたラジウム・ラドン広域連携事業の中心課題でありました。地域
社会の疲弊と、健康に対する社会的関心の高まりの中で、このような温泉資源の新たな活用に向
けた様々な試みが今、改めて、全国の温泉地関係者から熱い注目を受けています。昨年２０１３
年秋に新潟県阿賀野市で開催された同フォーラムでは、官民が一体となって取り組む地域主体の
政策形成のありかたなどを論議し、合わせ広域の連携をより確実なものとして展開するため、連
携自治体の首長による調印式を行いました。本年はさらに、各温泉地の共有する課題の解決に向
け、具体的には、温泉の医療費控除や増大する国際化への対応、そしてその政策のための、今や
名目として形骸化された入湯税の戦略的活用の検証など全国の３０００を超える温泉地を先進す
る具体的な討議を予定しています。
温泉地の幅広い関係者の皆様と一緒に討議し、その結果を連携温泉地の市民数十万人と一緒
に共有したいと念じております。関係各位のご参加を心からお待ち致しております。

!【プログラム】!

10月２日（木）記念講演と健康温泉都市サミット会議
13:30
開場・一般受付（三朝町総合文化ホール）!
14:00-15:00 記念講演会「ラジウム・ラドン温泉の健康効果ー最新研究報告」!
山岡 聖典（岡山大学大学院保健学研究科教授）!
15:00-17:00 開会式 !
ラジウム・ラドン温泉健康都市サミット会議!
コーディネーター 合田純人（健康と温泉フォーラム常任理事）!
パネラー 連携温泉地首長!
門脇光浩 （秋田県仙北市長）!
田中清善 （新潟県阿賀野市長）!
白倉政司 （山梨県北杜市長）!
石田耕太郎（鳥取県倉吉市長）!
吉田秀光 （鳥取県三朝町長）!
17:00-17:30 宿泊券他抽選会 初日閉会!
18:30-20:30 交流レセプション（ブランナールみささ）

!

10月３日（金）パネルディスカッション
6:30
朝湯会（河原風呂）!
830-10:30 パネルデスカッション（ブランナールみささ）!
「官民協働によるラジウム・ラドン温泉広域連携と地域活性化」
コーデネーター

合田

!

純人（健康と温泉フォーラム常任理事）!

パネラー

10:30-11:00 総括報告

【会

!

費】

参加費（二日間）!
交流レセプション費!
!
!
!

【お申込】
【お申込】
【お申込】

!

５，０００円/人!
６，０００円/人!

別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにてお申込ください。!
参加費及び交流レセプション費は下記宛お振込ください。!
募集定員100名、先着順に受け付け、定員に達し次第、締め切ります。!
＜お申込み先＞

!
!

!

!

視察 !
A 会場→鳥取砂丘・砂の美術館→鳥取空港!
B 会場→岡山大学三朝医療センター→鳥取市賀露港→鳥取空港

11:10- 14:00

!

連携温泉地代表!
五頭温泉郷（新潟県阿賀野市）!
増富温泉（山梨県北杜市）
玉川温泉（秋田県仙北市）!
関金温泉（鳥取県倉吉市）!
三朝温泉（鳥取県三朝町）!
閉会式

!
!

NPO法人健康と温泉フォーラム!
Ｔel＆Fax０３−６８０４−８５７５ !
E-mail info@onsen-forum.jp!
＜振込先＞ ◇三井住友銀行幡ヶ谷支店!
!
普通口座 ６６３８１０８!
!
口座名 特定非営利活動法人健康と温泉フォーラム!
＜宿泊申し込み・問い合わせ＞三朝温泉旅館協同組合!
（鳥取県三朝町三朝910-2)!
Tel 0858-43-0431 Fax o858-43-0430
E-mail spamisa@spa-misasa.jp URL: http://spa-misasa.jp!
＜宿泊費支払い＞ それぞれの宿泊先でチェックアウト時に!
各自お支払いください。!
＊請求書の発行その他につきましては、上記までそれぞれお問い合わせ下さい。!

【お問合せ】

NPO法人健康と温泉フォーラム（東京都渋谷区西原１−５０−２−４０３）!
Tel & Fax ：03-6804-8575 E-mail info@onsen-forum.jp !
【交通機関、ご宿泊について】!
■ 下記の通り無料送迎バスを運行します。ご希望の方は、参加申込書の該当欄にてお知らせ下さい。!

往路〔10月2日(木)）羽田発ANA２９５便12時00分着便接続!
鳥取空港到着出口前（１２：２０） 会場（１３：２０）
帰路（10月3日（金））

鳥取空港発ANA１１０２便羽田空港

会場(１1：1０） エクスカーションA 又はB

!

!
15時20分着便接続

鳥取空港（１４：００）!

!

!送信先 FAX ０３−６８０４−８５７５
	

!NPO法人健康と温泉フォーラム 宛
!

info@onsen-forum.jp!

健康と温泉フォーラム２０１４三朝町
【参加内容】

参加申込書!

該当の□個所にチェックしてください。!

１０月２日(木)

１０月３日(金)

!□記念講演会・サミット会議

(14:00~17:00)参加費5,000円

□交流レセプション

(18:30~20:30)参加費6.000円

□朝湯会

(6:30~7:30)

	


無料

□パネルデスカッション（8:30〜10:45）前日会議費に含む!
□視察A（11:10~〜14:00）無料（昼食は各自負担）!
□視察B（11:10~〜14:00）無料（昼食は各自負担）

!!
【無料送迎バス利用のご希望】該当の□個所にチェックしてください。	

往路

a□ 鳥取空港より乗車希望（１０月２日(木)12:２0 鳥取空港出発）!

!** 10月２日（木）ANA1101便

鳥取空港13:45着をご利用の方は、鳥取空港 三朝

温泉リムジンバス（有料）をご利用ください。（三朝町役場前停留所下車14:50着

帰路

□ 会場より乗車希望 エクスカーションA（10月3日(金)11:00会場⇒鳥取空港14:00）!
□ 会場より乗車希望 エクスカーションB（10月3日(金)11:00会場⇒鳥取空港14:00）

!!
【お申込者】下欄にご記入ください。	

お名前

フリガナ

ご所属
お役職
ご住所
Tel／FAX

〒

TEL

E-mail

FAX

＠

＊ご記入の情報は個人情報保護としてNPO健康と温泉フォーラムの情報や催し物のお知らせ等に限って使用させていただき
ます。	


【事務局記入欄】	


!
!

!

お申込日：2014年

!

月

日!

送信先

FAX

0858-43-0430!

三朝温泉旅館協同組合行!
健康と温泉フォーラム２０１４in三朝町!
宿 泊 申 込 書
【宿泊希望詳細】該当の□個所にチェックしてください。宿泊日：１０月２日（木）!

コース

ブランナールみささ

ご宿泊料金（１泊朝食）!
（消費税・入湯税込み）!

部屋タイプ

□Ａ

１人部屋

□Ｂ

２人部屋

□Ｃ

３人〜４人部屋

8,250円/人!

!!

7,710円/人!

※ブランナールみささは、初日のレセプション会場です。!
※ブランナールみささが満館になった場合、もしくはその他のお宿をご希望の方は、三朝温
泉旅館協同組合（tel：0858-43-0431）にお問合せ下さい。!
（先着順となっておりますので、ご希望に添えない場合があります。）!

宿泊料金の目安は１泊朝食８，７９０円／人からです。（消費税・入湯税込み）!

!

※宿泊キャンセルについて!
!
!
宿泊予定日の前々日のキャンセルの場合…宿泊料の30％!
!

!

!【宿泊お申込者】下欄にご記入してください。!
お名前

宿泊予定日の前日のキャンセルの場合…
宿泊料の50％!
!
宿泊予定日の当日のキャンセルの場合… 宿泊料の100%!

ﾌﾘｶﾞﾅ!

名

宿泊合計人数
ご所属
お役職
ご住所
ＴＥＬ／ＦＡＸ

!

〒
ＴＥＬ

ＦＡＸ

Ｅ-mail

〒６８２−０１２３!
鳥取県東伯郡三朝町三朝910-2三朝温泉旅館協同組合

申込締切：９月１２日(金)

担当：篠原・田中!

ＴＥＬ：0858-43-0431 ＦＡＸ：0858-43-0430 !
Mail：spamisa@spa-misasa.jp URL：http://spa-misasa.jp/

