
 
 【プログラム】

!

!
           健康と温泉フォーラム2018in阿賀野市!

地域で活かす温泉ー生命と心のサンクチュアリー、温泉新時代へ　　	
【主催】　健康と温泉フォーラム2018in阿賀野市実行委員会 
               特定非営利活動法人健康と温泉フォーラム 
【後援】　環境省、厚生労働省、国土交通省、全国市長会、全国町村会、新潟県、 
（予定）　地域活性学会,（一財）日本健康開発財団,（一社）日本温泉気候物理医学会・ 
               温泉療法医会,NPO法人日本スパ振興協会、NPO法人ガイア・イニシアティブ 
　　　　　新潟日報社、NHK新潟放送局、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ他 
【期日】　平成30年10月18日（木）、10月19日（金） 
【会場】   阿賀野市ふれあい会館(新潟県阿賀野市山崎77 ☎　0250-63-8019)　　　　 
【関連事業】新・湯治セミナー（環境省共催） 
　　　　　　第7回日本の名湯百選連携会議（10月20日　山形県湯野浜温泉）

10月18日（木）　記念講演、温泉地首長サミット会議・市民フォーラム 
12:00           受付 
13:00           開会式 
13:20           記念講演「我が家の健康長寿の秘密」 
                    　　　　　三浦豪太（登山家、プロスキヤー、医学博士） 
14:00           第一部　温泉地首長サミット会議「地域で活かす温泉ー官民連携の取り組み」 
　　　　　　            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:　参加温泉地首長　 
15:15　　      休憩　　　　           　 
15:30          第二部　市民フォーラム「地域で活かす温泉ー生命と地域遺産の学習」 
　　　　　　　　　　 コーディネーター：　五頭温泉郷旅館組合若女将 
　　　  　　　　　　   発表者：阿賀野市笹岡小学校４年生 
16:45           全国有名温泉地宿泊券他抽選会　 
18:30        　交流レセプション（村杉温泉長生館） 
　　　　　　  　　　　　　　　　　　　五頭温泉郷（村杉、出湯、今板温泉宿泊施設分泊）

10月19日（金）　新・湯治セミナー　 
   6:00  　朝湯会（ラムサール条約登録湿地・瓢湖白鳥見学）　 
9:00   　環境省共催　新・湯治セミナー「地域で活かす温泉ー新・湯治プロジェクト」                
             基調講演：環境省温泉地保護利用推進室　室長　山本麻衣 
　　　　 パネルディスカッション 

　　コーディネーター：坂本　誠（健康と温泉フォーラム専門委員）　　　　　  　 
　　パネラー　環境省 及び　チーム・新湯治参加メンバー 
                                                （自治体、組合、会社、団体他） 

11:00　休憩 
11:10   総括講演          （講師調整中） 
11:50   閉　会　式　閉会挨拶　健康と温泉フォーラム三友会長 

　　　　　　　　　　  次回開催地挨拶  鳥取県三朝町代表 
    12:00  専用送迎バス　①新発田駅行き 
　 12:10  専用送迎バス　②新潟駅経由新潟空港送迎 

　　



 !

!
【会　費】　フォーラム参加費（2日間）　阿賀野市民　無料　  6,000円/人 

    交流レセプション参加費 (10月18日）   6,000円/人 
    関連連携事業　第 7回日本の名湯百選連携会議　　 6,000円/人　 
  （ JR新発田駅から鶴岡駅までの特急券、乗車券は各自負担） !

【お申込み】　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。 
【 
お申🔳フォーラム・交流レセプション・第7回日本の名湯百選連携会議の会費お振込先 !

＜お申込み先＞　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 
　　🔳宿泊お申し込み（ご希望に添えない場合は地元旅館組合で調整させていただきます。） 
　　　　　　　　　　　　　＜お申込み先＞　NPO法人健康と温泉フォーラム 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ＜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、事務局までお問い合わせ下さい。 
         領収書は当日受付にて準備いたします。 !

     🔳無料送迎バス申し込み　　　参加申込書の該当欄にてお知らせ下さい。 
　10月18日(木)　11:30　  新潟空港発　⇒　 12:20   阿賀野市ふれあい会館着 

　　　　　　　　  11:30 　 新潟駅発　⇒　    12:20  阿賀野市ふれあい会館着 

　10月19日(金)　   6:00  　村杉温泉　⇒今板温泉⇒出湯温泉⇒白鳥の瓢湖 

　　　　　　　　　  8:30     村杉温泉⇒今板温泉⇒出湯温泉⇒8:50 阿賀野市ふれあい会館着 

　　　　　　　　　12:00 　 阿賀野市ふれあい会館発　⇒   12:30 新発田駅 

　　　　　　　　　12:10 　 阿賀野市ふれあい会館発   ⇒  13:00 新潟駅着　⇒13:30 新潟空港 

　　　■会期中のすべての昼食は参加費に含まれておりません。各自でお支払お願いします。 
【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 　 

 　              関連連携事業「第7回日本の名湯百選連携会議」 !
10月19日（金）移動・視察・夕食会 
12:00        専用車で会場発JR新発田駅へ 
12:54        新発田駅発　特急いなほ５号　 
14:20        鶴岡駅着　専用バスで　湯野浜温泉へ　 
　　　　　  湯野浜温泉視察（温泉地運営組織、温泉エネルギー管理施設他視察・研修）　　 
18:30         交流夕食会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯野浜温泉泊 
10月20日（土）第7回日本の名湯百選連携会議「地域で活かす温泉ー各温泉地報告」 
06:00         朝湯会 
08:00  　　第７回日本の名湯百選シンポジウム 
         　　 「地域で活かす温泉ー各温泉地報告」    　　　　参加温泉地代表報告 
11:30 　　 閉会　 
　　　　　 専用車で庄内空港経由鶴岡駅送迎
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お申し込み日　　2018年　　　月　　　　日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 !
   

　　　

!!!!!
【参加内容】　該当の□個所にチェックしてください。 

!
【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。 

!
【お申込者】下欄にご記入ください。 

＊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。                     !

10月18日（木） 
～10月21日(土)

🔲　フォーラム（2日間）　　　　　　　　　　　参加費6,000円＊
　 
🔲　交流レセプション  (10月18日18:30~21:00) 参加費6.000円 

🔲　第7回日本の名湯百選連携会議  (10月21日8:00~11:30)  
                                                       　　　    参加費6.000円＊ 
＊専用バス送迎費は参加費に含まれています。　 
＊会期中のすべての昼食は参加費に含まれておりません。各自でお支払お
願いします。

往路!

18日
a🔲  新潟空港より乗車希望（10月18日(木)11:30) 　会場行き 

  🔲  新潟駅より乗車希望  （10月18日(木)11:30)　　会場行き

帰路!

19日
  🔲阿賀野市ふれあい会館より乗⾞希望 （10月19日(金)12:00 ）新発田駅行き　 

 🔲阿賀野市ふれあい会館より乗⾞希望 （10月19日(金)12:10 ）新潟駅経由新潟空
港行き　　

お名前 フリガナ

ご所属

お役職

ご住所 〒

Tel／FAX TEL　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail                              　　＠

　　

　　　　　　               　送信先　FAX　03－6804－8575 
　　　　　          info@onsen-forum.jp 
　　　　　　　　　  NPO法人健康と温泉フォーラム　宛　   
健康と温泉フォーラム2018in 阿賀野市/交流レセプション/第7回日本の名湯百選連

携会議 

参加申込書 



 

　　　　　

!
【宿泊希望詳細】該当の□個所に✔チェックしてください。 
   お支払いはチェックアウト時に各ホテルフロントにて各自でお願い致します。 
　領収書を発行いたします。                                         

　 
【宿泊お申込者】下欄にご記入してください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 !!
　　　　　 

!

お申込日：2018年　　月　　日

　　  送信先　FAX　03-6804-8575 
　　  健康と温泉フォーラム2018in 阿賀野市 

 　　　　　　　   　 宿　泊　申 込 書

宿泊日：平成30年10月18日（木） 　新潟県五頭温泉郷　

コース 部屋タイプ　料金（１泊朝食付き、諸税込々）（ 料金は一人あたり）

お名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

宿泊合計人数                                                  名
ご所属
お役職
ご住所 〒

ＴＥＬ／ＦＡＸ ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ
Ｅ-mail

　　

※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%!!

申込締切：H30,10月10日(水)

温泉地 旅館名 ✔ １名 ✔ ２名 ✔ ３名以上
出湯温泉 中喜屋 8,790 7,710 7,710

清廣館 8,790 7,710 7,710

今板温泉 湯本館 10,950 8,790 8,790

村杉温泉 環翠楼 - 10,950 9,870

川上旅館 9,330 7,170 7,170

石原館 9,330 7,170 7,170

長生館 13,110 10,950 9,870



!

 !!!!
【宿泊お申込者】下欄にご記入してください 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

!!!
送迎希望　□に✔お願いします。 
10月19日(金）　　□　14:00 鶴岡駅⇒湯野浜温泉（途中視察後宿舎へ） 
10月20日(土）　　□　12:00 ホテル⇒庄内空港 
　　　　　　　   □　12:00 ホテル⇒鶴岡駅

お申込日：2018年　　月　　日

　　  送信先　FAX　03-6804-8575 
　　　 第７回日本の名湯百選連携会議 

 　　　　　　　   　 宿　泊　申 込 書

宿泊日：平成30年10月19日（金） 　山形県湯野浜温泉
コース 部屋タイプ　料金（１泊２食付き、諸税別）（ 料金は一人あたり）　夕食

は交流レセプションとなります。お飲み物は各自でご負担願います。

お名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

宿泊合計人数                                                  名
ご所属
お役職
ご住所 〒

ＴＥＬ／ＦＡＸ ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ
Ｅ-mail

　　

温泉地 旅館名 ✔ １名 ✔ ２名～４名
湯野浜温泉 亀や 18,000 15,000

※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%!

申込締切：H30,10月10日(水)


