
日本遺産「かさましこ～兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”～」

日本遺産を活用した
ラーニングバケーションセミナー

参加者募集
主催：かさましこ日本遺産活性化協議会

【ラーニングバケーションセミナーについて】

笠間・益子地域内の事業者等と日本遺産およびラーニングバケーションに対する理解を深め、受入地として必要な環境整備の

現状と課題、方向性について意見交換し、情報の共有化を図ります。また、地域内におけるラーニングバケーションに対する機運の

醸成を高めるための講演、ワークショップを開催し、次年度以降の商品化に向けての方向性を確立することで、地域内における「かさ

ましこ」の認知度向上を促し観光誘客につなげることを目的とします。

カネイリヤマ採石場跡地（大谷資料館）

限定
30名

【日本遺産「かさましこ」とは？】

地域の歴史的な魅力や特色を通じて文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」として文化庁が認定する制度です。ストーリーの

構成要素となる魅力ある有形・無形の文化財群を総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信することで、地域活性化を図

ることを目的としています。笠間市・益子町では共同で「焼き物文化（笠間焼・益子焼）」を中心に据えたストーリーを作成、令和

2年6月19日に正式認定となりました。

笠間の陶炎祭 窯焚きの様子

笠間焼発祥に関わる登窯 益子陶器市

日程 講師 会場

２月 ３日（水）
クラブツーリズム株式会社 テーマ旅行部顧問

黒田 尚嗣 氏
笠間公民館２階 会議室

２月１０日（水）
一般社団法人 安中市観光機構 事業部長

依田 沙希 氏
笠間公民館１階 ふれあいルーム

２月２５日（木）
株式会社近畿日本ツーリスト関東 関東仕入企画センター

小林 佑誠 氏
笠間公民館１階 ふれあいルーム

学び×触れ合い×自然・文化・歴史 → ラーニングバケーション！

この案内を受け取ったみなさんと一緒に、「かさましこ」を盛り上げませんか？



予定スケジュール（講演+ワークショップ）

回数 テーマ・会場 日時 プログラム

第１回

「かさましこ」と
「ラーニングバケーション」
を知ろう

会場：
笠間公民館２階

2月3日
（水）

13：30
～

16：00

講演テーマ
“かさましこ”ラーニングバケーション推進がもたらす地域の未来
（50分）

講師
クラブツーリズム株式会社

テーマ旅行部顧問 黒田 尚嗣 氏

ワークショップ
テーマ

「あなたにとっての“かさましこ”とは？」

アイスブレイク（1０分）
マトリクス法による「かさましこ」の魅力・改善点の発見（７0分）
まとめ（15分）

ファシリテーター
ムーブネクスト株式会社

代表取締役社長 五藤 幹也 氏

第２回

みんなで「かさましこ」の
ストーリーをつくってみよう

会場：
笠間公民館１階

ふれあいルーム

2月10日
（水）

13：30
～

16：00 

講演テーマ
地域全体で取り組んだ成功事例
～ラーニングバケーション商品化に向けて～（50分）

講師
一般社団法人 安中市観光機構

事業部長 依田 沙希 氏

ワークショップ
テーマ

「 “かさましこ”の資源を組み合わせてストーリーをつくろう」

前回のワークショップふりかえり（1０分）
KJ法による地域資源発掘・整理・ストーリー化（７0分）
まとめ（1０分）

ファシリテーター
ムーブネクスト株式会社

代表取締役社長 五藤 幹也 氏

第３回

春夏秋冬の「かさましこ」
を来訪者に伝えてみよう

会場：
笠間公民館１階

ふれあいルーム

2月25日
（木）

13：30
～

16：00

講演テーマ
ラーニングバケーションの商品化、成功するための秘訣とは
（50分）

講師
株式会社近畿日本ツーリスト関東

関東仕入企画センター 小林 佑誠 氏

ワークショップ
テーマ

「春夏秋冬の”かさましこ”を来訪者に伝えてみよう」

前回のワークショップふりかえり（1０分）
春夏秋冬の“かさましこ”ストーリー作成とキャッチフレーズ作成（７0分）
まとめ（1０分）

ファシリテーター
ムーブネクスト株式会社

代表取締役社長 五藤 幹也 氏

「かさましこ」を盛り上げたい方、
興味のある方はぜひこの機会にご参加ください。限定30名の募集です。

●商工会に所属している皆様
●事業者、販売店の皆様
●観光産業、協会等に従事している皆様
●笠間市民および益子町民の皆様

●陶芸家の皆様
●各種クリエイターの皆様
●NPO団体に所属している皆様
●文化芸能団体に所属している皆様

参加対象者

【ラーニングバケーションとは？】

・地域内の自然と親しむ（かさましこを形づくる、陶芸に適した土や周辺の自然を五感で感じてもらう）

・地域内の人と語らう（かさましこの地域で暮らし、生業をはぐみ続ける人と来訪者が語り合う）

・地域内の文化に触れる（かさましこを五感で感じてもらい、かさましこ独自の文化に触れる）

上記を含む体験型ツーリズムのことを意味します。



講師・ファシリテーターのご紹介

文化庁「日本遺産国際フォーラム」パネリスト
（平成28年度事業シンポジウムパネルディスカッション パネリスト）
慶応義塾大学経済学部卒。テーマ旅行部顧問として全国に約300万世帯のシニア層のお客様を対象に、
「文化に親しむ」「自然を愛する」「仲間とともに楽しむ」ことを基盤とした旅行の事前・事後に講座を開催する
『旅の文化カレッジ』を担当、講師付ツアーの企画や歴史街道ツアーに同行する講師の育成に関わっている。
代表的な実績：岐阜市・倉敷市・朝来市の日本遺産セミナー講師など、

日本遺産に関わる数多くの事業に携わっている

クラブツーリズム株式会社 テーマ旅行部顧問
黒田 尚嗣氏（地域づくり目線と旅行会社目線）

一般社団法人 安中市観光機構
事業部長 依田沙希氏（地域DMO 着地型旅行推進目線）

1980年群馬県安中市生まれ。大学卒業後、株式会社リクルート及び楽天株式会社にて宿泊予約サイ
トの運営・企画を担当する他、自治体と連携した地方創生事業である地域活性化プロジェク ト「旅頃～た
びごろ～」を企画・立ち上げ。 退社後、群馬県に戻り、2009年8月に宿泊施設にネットを活用した集客プ
ロデュースを専門で行 う株式会社ハイパークリエーションを設立し、代表取締役に就任。
2016年10月より一般社団法人安中市観光機構（2016年9月までは安中市観光協会として運営） の専
門人材として事業部長へ就任し、日本版DMOの登録にも貢献。
代表的な実績：安中市観光協会赴任後、地域の体験型コンテンツを年間で100個以上作成。

中でも通常立ち入り禁止の廃線を特別開放して行う❝廃線ウォーク❞が、特に人気を博した。
着地型コンテンツとして販売するだけでなく、クラブツーリズムと都内発着のバスツアーも
造成し誘客に成功している。

株式会社近畿日本ツーリスト関東 関東仕入企画センター
小林佑誠（旅行商品開発目線）

関東仕入企画センターにて個人商品造成業務を担当。関東エリア（栃木・群馬・茨城・山梨）４県のＷ
ＥＢ商品造成リーダーを務めている。宿泊商品・都心から関東エリアへのアクセスセットプラン（宿泊+列
車）商品を造成しＷＥＢ商品として展開をしている。
代表的な実績：2019年 年間送客実績 栃木県エリア 39,000人

【第１回講師】

【第２回講師】

【第３回講師】

【第１～３回ファシリテーター】

慶応義塾大学経済学部卒。全国商工会連合会のIT・マーケティング分野の登録専門家や各種有識者
会議委員として全国各地の地域や事業者を対象に、「ひと・こと・ものを掘り起こして活用する活性化ストー
リー組み立てと実践」「地域関係者のヨコ連携による役割分担と出番創出」「地域の人材育成」の視点をふ
まえた「地域全体の底上げ」を主眼に置き、さまざまな事業の黒子役として数々の事業の創出や発展に貢
献。社会貢献活動分野では、東京農業大学の客員研究員（木村俊昭研究室所属）でもあり、
地元の自治会/祭礼役員や消防団員としても活動中。

代表的な実績：大谷石文化・那須野が原の日本遺産関連事業に従事するなど、
日本遺産に関わる数多くの事業に携わっている

ムーブネクスト株式会社 代表取締役社長
五藤 幹也氏（地域づくり目線・マーケティング目線・人材育成目線）



参加申込

応募条件

申込定員：３０名（定員になり次第、申込締め切りとさせていただきます）

申込締切：１月２７日（水）

申込方法：電話、FAX、メールのいずれかの方法にて下記までお申込みください

代表者

所属 ふりがな 性別

お名前 男 ・ 女

住 所 （〒 ー ）

電話番号
（所属先） － － （携帯） － －

メールアドレス ＠

応募申込書

同行者

所属 ふりがな 性別

お名前 男 ・ 女

住 所 （〒 ー ）

電話番号
（所属先） － － （携帯） － －

メールアドレス ＠

同行者

所属 ふりがな 性別

お名前 男 ・ 女

住 所 （〒 ー ）

電話番号

（所属先） － － （携帯） － －

メールアドレス ＠

【主催】かさましこ日本遺産活性化協議会（笠間市 生涯学習課／益子町 生涯学習課）

【問い合わせ／申込先】 （本企画運営事業受託者）

株式会社近畿日本ツーリスト関東 （営業時間 ０９：３０～１７：００ 土日祝日を除く）

宇都宮支店 事務局 担当：柴田／大塚 (E-mail : shibata893283@mb.knt.co.jp)

ＴＥＬ：０２８－３４６－５５２１ ＦＡＸ：０２８－３４６－５４９９


