平成３１年３月５日
報 道 機 関 各 位
山形空港利用拡大推進協議会
日本版ＤＭＯ候補法人「いせでわＤＭＯ（仮称）
」
い

せ

で

わ

『外国人留学生、ＩｓｅＤｅｗａをシル～伊勢二見／羽黒山モニターツアー～』
「いせでわＤＭＯ（仮称）」は、日本古来の精神文化が残る出羽三山地域、伊勢志摩地域へ
の訪日外国人の誘客拡大及び地方航空路線の利用拡大を図るため、全日本空輸（ＡＮＡ）等と
連携し、外国人留学生を対象としたモニターツアーを以下のとおり実施します。
※このツアーへの応募者は、４９名で選考の結果、合計１５名で実施します。

Ｉｓｅ～いせ～

伊勢二見／羽黒山モニターツ

Ｄｅｗａ ～ で わ ～
■「外国人留学生、ＩｓｅＤｅｗａをシル～伊勢二見／羽黒山モニターツアー～」概要

～

１

伊勢二見編
(1) 日
程 平成３１年３月９日（土）～１０日（日）（１泊２日）
(2) 行
程 別紙「伊勢二見編 ツアー行程」のとおり
(3) 参 加 者 ７名 ※出身国・地域:中国、台湾、タイ、ベトナム、フランス
※在籍学校:東京大学、東京工業大学、お茶の水女子大学、帝京大学、西部文理大学、ﾐﾂﾐﾈｷｬﾘｱｱｶﾃﾞﾐｰ日本語ｺｰｽ

２

羽黒山編
(1) 日
程
(2) 行
程
(3) 参 加 者

平成３１年３月２０日（水）～２１日（木・祝）（１泊２日）
別紙「羽黒山編 ツアー行程」のとおり
８名 ※出身国・地域:中国、台湾、モンゴル、タイ、ベトナム、フランス、ロシア
※在籍学校:東京大学、東京工業大学、お茶の水女子大学､東京電機大学、明治大学､東京ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ

３ 取材申込
○ 取材を希望する場合は、各日程の前日１５時まで山形空港利用拡大推進協議会事務局へ
お問合せください。
○ お問合せの際に、取材いただく場面をご連絡ください。
４

問合せ先
山形空港利用拡大推進協議会事務局（山形県企画振興部総合交通政策課）
課長補佐（航空担当） 音山
℡：023－630－3086
Mail：fly@pref.yamagata.jp

主催：いせでわＤＭＯ（仮称）
実施協力：全日本空輸㈱、㈱ひかりてらす、皇學館大学、書家

柏木白光、表具師

杉山秀研

【別紙】 伊勢二見モニターツアー 行程
３月９日（土）
（食事条件）朝：－ 昼：－

夕：◎

時間

内容

16:30

羽田空港集合

17:40～18:45

羽田空港発 ～ ＡＮＡ85 ～ 中部空港着

19:00～22:00

移動（バス） ※車内で弁夕食、途中休憩含む

22:00

和亭 朝日館（宿泊場所） 着

22:30～

自由時間、入浴

23:30

就寝

３月 10 日（日）
（食事条件）朝：◎ 昼：×
時間

夕：◎

の時間帯は携帯電話電源をＯＦＦにします。

内容

5:50

和亭 朝日館 発（徒歩）

6:05～ 6:30

夫婦岩・二見興玉神社 参拝

6:45～ 7:30

座学（和亭 朝日館）

7:50～ 8:20

朝食・みそぎ御膳（塩結びの宿 岩戸館）

8:25～ 9:00

賓日館 見学

9:00～ 9:30

移動（バス）

9:30～10:30

伊勢神宮外宮 参拝

10:30～11:00

移動（バス）

11:00～12:30

伊勢神宮内宮 参拝
※皇學館大学の学生ボランティア合流（おはらい町・おかげ横丁 散策時に交流）

12:30～14:00

おはらい町・おかげ横丁 散策
※各自昼食

※皇學館大の学生ボランティアと交流

14:10～16:10

グループインタビュー（五十鈴塾）

16:15～19:15

移動（バス） ※途中休憩含む

19:55～21:33

名古屋駅 ～ 東海道新幹線のぞみ 50 号 ～ 東京駅

※車内で弁当食

※

２日目午前中は、日常から離れることを目的に、携帯電話等の電源を切っていただきます

※

天候や交通状況等により行程が一部変更になる場合がございます

案内人

上沼 亜矢

山形生まれ、伊勢育ち。東北芸
術工科大学でプロダクトデザイン
を学び在学中からセールスプロ
モーションに携わる。卒業後はイ
ベント(広告)の運営ディレクター
を経て、現在はコンセプトワーク
を中心に企画を重ねる。今回の
「いせ、もうで でわ、まいる」のコ
ンセプターであり、伊勢と出羽を
拠点に七宝作家をしていた上沼
緋佐子の娘として、貴重な作品
の伝道者としても活躍中。

イベント「書道でグローバルアートをツクリ、
地方をシル」（H30.10.27）
日本文化に興味の
ある留学生が日本
文化を知り、地方を
知るイベントとして開
催。
「西の伊勢参り、東
の出羽三山参り」を
テーマに実施されま
した。

【別紙】 羽黒山モニターツアー 行程
３月２０日（水）
（食事条件）朝：－ 昼：◎

夕：◎

の時間帯は携帯電話電源をＯＦＦにします。

時間

内容

10:00

羽田空港集合

11:10～12:10

羽田空港発 ～ ＡＮＡ395 ～ おいしい庄内空港着

12:40～13:30

移動（バス）

13:30～15:15

旅館 多聞館 着

15:15～15:30

移動（バス）

15:30～16:45

羽黒山石段登り

17:00

羽黒山参籠所 齋館 着

18:00～19:00

夕食・精進料理

19:00～20:30

自由時間・入浴

20:30～21:30

体験プログラム「おこもり体験／メディテーション」

22:00

就寝

※昼食・出羽三山精進料理

※座学

３月２１日（木・祝）
（食事条件）朝：◎ 昼：◎
時間

夕：－

の時間帯は携帯電話電源をＯＦＦにします。

内容

7:00～ 8:00

朝食・精進料理

8:00～ 9:00

羽黒山頂周辺散策

9:00～ 9:30

出羽三山神社三神合祭殿 昇殿参拝

9:30～10:30

書道展示見学、千佛堂参拝 等

10:30～11:15

移動（バス）

11:30～12:30

昼食

12:30～12:45

移動（バス）

12:45～13:30

南岳寺 即身仏 参拝

13:30～13:40

移動（バス）

13:40～14:40

庄内観光物産会館ふるさと本舗 立ち寄り

14:40～15:00

移動（バス）

15:00

おいしい庄内空港 着

15:00～17:00

グループインタビュー

17:50～18:55

おいしい庄内空港 ～ ＡＮＡ400 ～ 羽田空港

※安兵衛寿司

※各自休憩、買い物

※ 羽黒山～南岳寺の間は、日常から離れることを目的に、携帯電話等の電源を切っていただきます
※

天候や交通状況等により行程が一部変更になる場合がございます

案内人

上沼 亜矢

山形生まれ、伊勢育ち。東北芸
術工科大学でプロダクトデザイン
を学び在学中からセールスプロ
モーションに携わる。卒業後はイ
ベント(広告)の運営ディレクター
を経て、現在はコンセプトワーク
を中心に企画を重ねる。今回の
「いせ、もうで でわ、まいる」のコ
ンセプターであり、伊勢と出羽を
拠点に七宝作家をしていた上沼
緋佐子の娘として、貴重な作品
の伝道者としても活躍中。

イベント「書道でグローバルアートをツクリ、
地方をシル」（H30.10.27）
日本文化に興味の
ある留学生が日本
文化を知り、地方を
知るイベントとして開
催。
「西の伊勢参り、東
の出羽三山参り」を
テーマに実施されま
した。

