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第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会

Wa！～「わ」を体験しよう！～

令和元年10月31日（木）～11月5日（火）

［ 姫 島 会 場 ］離島センター「やはず」
［ 大 分 会 場 ］iichiko総合文化センター、レンブラントホテル大分、ソレイユ、
　　　　　　　ホテル日航大分オアシスタワー
［豊後大野会場］エイトピアおおの、豊後大野市役所、中央公民館、三重体育館

第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会実行委員会
（おおいた姫島ジオパーク推進協議会、おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会、大分県）
一般財団法人 自治総合センター

特定非営利活動法人 日本ジオパークネットワーク、日本ジオパーク委員会

内閣府、総務省、外務省、日本ユネスコ国内委員会、文化庁、林野庁、経済産業省、国土交通省、観光庁、
環境省、ESD活動支援センター、九州地方ESD活動支援センター、大分県教育委員会、
大分市教育委員会、大分合同新聞社、NHK大分放送局、OBS大分放送、TOSテレビ大分、
OAB大分朝日放送

大会名称

テ ー マ

会 期

会 場

主 催

共 催

後 援

ジオパークに触れると、驚きや感動の「ワッ！」、自然と人との調和の「和」、
人と人とのつながりの「輪」を実感できます。

さあ、おおいたで3つの「Wa!」を体験して、未来へつなごう！

Wa! ～「わ」を体験しよう！～
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第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

ご 挨 拶

第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会実行委員会
名誉委員長（大分県知事）広 瀬  勝 貞

　おおいた姫島ジオパーク、おおいた豊後大野ジオパーク、そして大分県へようこそおいでいただきました。
皆様を心より歓迎いたします。全国各地から多くの方々にご参加いただき、ここに「第10回日本ジオパーク
全国大会2019おおいた大会」を開催できますことを感謝申し上げます。また、今回で10回目の全国大会と
なる日本ジオパークの活動に改めて敬意を表します。
　本県は、緑豊かな山野、大地を潤す清らかな河川などの豊かな自然をはじめ、源泉数・湧出量とともに、地熱
発電量においても日本一を誇る温泉資源など、多様な地域資源に恵まれています。姫島、豊後大野の両ジオ
パークでも、地域住民が主体となり地域の多様な資源を活用し、教育学習やジオツーリズムなどジオパーク活
動に熱心に取り組んでいます。
　本大会では、姫島、豊後大野のそれぞれの地域の特徴や見所を体感することのできるジオツアーをはじめと
した、ジオパークに触れ、楽しみ、学べるプログラムも数多く準備しています。県内のジオパークで見られる貴
重な地形・地質のみならず、豊かな天然資源や歴史や文化、大地が育んだ食など、たくさんの「おおいた」の魅力
も堪能してください。
　本大会が、参加された皆さまの未来につながる、実り多い大会となりますよう祈念いたします。

第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会実行委員会

委員長（おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会会長、豊後大野市長）川 野  文 敏
第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会実行委員会

委員長（おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会会長、豊後大野市長）川 野  文 敏

　大分県と「おおいた姫島ジオパーク」、「おおいた豊後大野ジオパーク」が一体となって取り組んできた「第
10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会」が、いよいよ開催の運びとなりました。
　これまで、本大会の開催にご協力を賜りました全国のジオパークに関係する皆様に、心から感謝を申し上げ
ます。
　さて、今回の全国大会のテーマは、「Wa！『わ』を体験しよう！」です。これまでの日本のジオパーク活動を
振り返り、驚きや感動の伝え方を講演会とパネルディスカッションで探り、口頭発表やポスター発表で議論し
て、全国ジオパークブロック別パビリオンやジオツアーでジオパークの意義と面白さを伝えたいと考えプロ
グラムを企画しました。
　「おおいた豊後大野ジオパーク」では、新たなテーマ「巨大火砕流から９万年生命(いのち)をつむぐ豊後の水
と大地の彩(いろど)り」を体感できるジオツアーの催行や豊後大野の食や特産品を発信する飲食・物産ブース
もご用意しておりますので、ぜひ、おおいた豊後大野ジオパークを観て・聞いて・味わって・体験して、お楽しみ
ください。
また、この全国大会は、ジオパークの魅力を発信する絶好の機会ですので、全国のジオパークの力を合わせて
大会を盛り上げていきましょう。

　大分県と「おおいた姫島ジオパーク」、「おおいた豊後大野ジオパーク」が一体となって取り組んできた「第
10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会」が、いよいよ開催の運びとなりました。
　これまで、本大会の開催にご協力を賜りました全国のジオパークに関係する皆様に、心から感謝を申し上げ
ます。
　さて、今回の全国大会のテーマは、「Wa！『わ』を体験しよう！」です。これまでの日本のジオパーク活動を
振り返り、驚きや感動の伝え方を講演会とパネルディスカッションで探り、口頭発表やポスター発表で議論し
て、全国ジオパークブロック別パビリオンやジオツアーでジオパークの意義と面白さを伝えたいと考えプロ
グラムを企画しました。
　「おおいた豊後大野ジオパーク」では、新たなテーマ「巨大火砕流から９万年生命(いのち)をつむぐ豊後の水
と大地の彩(いろど)り」を体感できるジオツアーの催行や豊後大野の食や特産品を発信する飲食・物産ブース
もご用意しておりますので、ぜひ、おおいた豊後大野ジオパークを観て・聞いて・味わって・体験して、お楽しみ
ください。
　また、この全国大会は、ジオパークの魅力を発信する絶好の機会ですので、全国のジオパークの力を合わせ
て大会を盛り上げていきましょう。

第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会実行委員会

委員長（おおいた姫島ジオパーク推進協議会会長、姫島村長）藤 本  昭 夫

　「第10回日本ジオパーク全国大会2019大分大会」を「大分県」と「おおいた豊後大野ジオパーク」、「おおい
た姫島ジオパーク」の協力のもと、開催することができました。
　開催にあたり、ご尽力頂いた日本ジオパーク委員会をはじめ、関係の皆様に、深く感謝申し上げます。
　また、全国各地からご参加頂いた皆様を、心よりご歓迎申し上げます。
　さて、本大会は、大分市と豊後大野市、姫島村の三会場で開催され、姫島村では、「ジオガイド分科会連動型プ
レジオツアー」と「ポストジオツアー」が行われます。
　姫島には、約30万年前から爆発した７つの火山の火口跡と、黒曜石やコンボリュートラミナ等、多くの珍
しい岩石や地層があり、「地質の博物館」と呼ばれています。
　「おおいた姫島ジオパーク」のテーマである、「火山が生み出した神秘の島」を実感できる、船で姫島を一周す
るジオクルーズや、姫島を回るジオツアーを体験して頂きます。　
　そして、「姫島車えび」と「姫島の郷土料理」もご用意していますので、お楽しみ頂きたいと思います。
　また、大分市の会場では、「国選択無形民俗文化財」に指定されている「姫島盆踊」を代表する「キツネ踊り」を
ご覧頂きます。
本大会のテーマである『Ｗａ！「わ」を体験しよう』を、実感して頂ければ幸いです。

　「第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会」を「大分県」と「おおいた豊後大野ジオパーク」、「お
おいた姫島ジオパーク」の協力のもと、開催することができました。
　開催にあたり、ご尽力いただいた日本ジオパーク委員会をはじめ、関係の皆様に、深く感謝申し上げます。
　また、全国各地からご参加いただいた皆様を、心より歓迎申し上げます。
　さて、本大会は、大分市と豊後大野市、姫島村の三会場で開催され、姫島村では、「ガイド分科会（プレジオツ
アー）」と「ポストジオツアー」が行われます。
　姫島には、約30万年前から爆発した７つの火山の火口跡と、黒曜石やコンボリュートラミナ等、多くの珍
しい岩石や地層があり、「地質の博物館」と呼ばれています。
　「おおいた姫島ジオパーク」のテーマである、「火山が生み出した神秘の島」を実感できる、船で姫島を一周す
るジオクルーズや、姫島を回るジオツアーを体験していただきます。　
　そして、「姫島車えび」と「姫島の郷土料理」もご用意していますので、お楽しみいただきたいと思います。
　また、大分市の会場では、「国選択無形民俗文化財」に指定されている「姫島の盆踊」を代表する「キツネ踊り」
をご覧いただきます。
　本大会のテーマである「Ｗａ！『わ』を体験しよう！」を、実感していただければ幸いです。
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　・飲食・物産ブース
　・体験ブース
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第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

ス ケ ジ ュ ー ル

10月31日

12:00

時 間 iichiko総合文化センター
大　分　会　場

アトリウムグランシアタ ホワイエ
ソレイユ ホテル日航大分

エトワール
レンブラント
ホテル大分
二豊の間アイリスカトレア 牡　丹

JGN
活動相談会
15:00～17:00

JGN全地域
事務局長会議
15:40～17:40

大交流会
18:30～20:30

※18：15より
　書道パフォーマンス

開会
セレモニー
（記念講演）

11：00～13：00

基調講演
14:30～15:20

昼　食
13:00～14:30

パネルディス
カッション
15:30～17:00

九州ブロック
ジオパーク
パビリオン

体験ブース

10：00～17：00

体験ブース

展示ブース

10：00～17：00

JGN事前相談会
10:00～12:00

JGN運営会議
13:30～15:30

市町村長懇親会
18:00～20:00

事務局長等懇親会
18:00～20:00

市町村長
セッション
8:30～10:30

世界推薦 日本認定

ガイド分科会
（プレジオ
ツアー）

13:10～

ガイド分科会
（プレジオ
ツアー）

～17：00 プレジオ
ツアー

集合   9：15～
　　 12：45～

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

（木）

11月1日
（金）

ツアー

豊後大野姫　島 阿　蘇

時 間 iichiko総合文化センター
大　分　会　場

アトリウムグランシアタ ホワイエ
ソレイユ ホテル日航大分

エトワール
レンブラント
ホテル大分
二豊の間アイリスカトレア 牡　丹

ツアー

豊後大野姫　島 阿　蘇

時 間 iichiko総合文化センター
大　分　会　場

アトリウムグランシアタ ホワイエ
ソレイユ ホテル日航大分

エトワール
レンブラント
ホテル大分
二豊の間アイリスカトレア 牡　丹

ツアー

豊後大野姫　島 阿　蘇

プレジオ
ツアー

集合12:30～

プレジオ
ツアー
～10：30

プレジオ
ツアー

～10：30　

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

11月2日
（土）

※ジオツアーの集合日時と場所は
　コースによって異なります。

※豊後大野・阿蘇の
　プレジオツアーの解散は
　iichiko総合文化センター
　です。

※姫島プレジオ
　ツアーの解散
　は大分市です。
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ツアー

ツアー

ツアー

第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

招待講演
10:30～12:00

口頭発表
10:30～12:00

口頭発表
10:30～12:00

昼　食

昼　食　12:45～14:00

ポストジオツアー
出発

14:00～

ティーブレーク

口頭発表
14:00～15:00

口頭発表
14:00～15:00

口頭発表
14:00～15:00

保全分科会
14:00～15:00

UD分科会
14:00～15:00

SDGｓ
分科会

14:00～17:30

ポスター
発表

コアタイム
（15:00～16:30）

ポスター発表
10:30～13:30

撤去　13:30～14:00

全国ジオパーク
ブロック別
パビリオン

体験ブース

飲食・物産
ブース

10:00～13:30

ポスター
発表

10:30～15:00

全国ジオパーク
ブロック別
パビリオン

体験ブース
10:00～17:30

飲食・物産
ブース

10:00～16:30

ポスター発表
16:30～17:30

口頭発表
16:30～17:30

口頭発表
16:30～17:30

口頭発表
16:30～17:30

口頭発表
10:30～12:00

SDGｓ
分科会

10:30～12:00

閉会セレモニー
12:15～12:45

口頭発表
10:30～12:00

口頭発表
10:30～12:00

保全分科会
16:30～17:30

UD分科会
16:30～17:30

時 間 エイトピアおおの 中央公民館
豊　後　大　野　会　場

市役所前駐車場
特設会場

歩行者天国
イベント

「みえまち
ホコ天
2019
みえの市」

10:00～15:30

JR三重町
駅前通り
特設会場小ホール大ホール 第1・2会議室 第1会議室 視聴覚室 1階保健センター 三重体育館

豊後大野市役所
姫　島 豊後大野

ツアー

阿　蘇

時 間 エイトピアおおの 中央公民館
豊　後　大　野　会　場

市役所駐車場
特設会場

JR三重町
駅前通り
特設会場小ホール大ホール 第1・2会議室 第1会議室 視聴覚室 1階保健センター 三重体育館

豊後大野市役所
姫　島 豊後大野

ツアー

阿　蘇

ポスト
ジオツアー
解散

13：20～15：00

ポスト
ジオツアー
解散

15：00ごろ

※ジオツアーの解散時刻は
　　　コースによって異なります。

※ポストジオツアーの出発時刻は
　コースによって異なりますので、
　会場でのアナウンスにご注意く
　ださい。

ポスト
ジオツアー
解散

～17：00

姫　島 豊後大野

ツアー

阿　蘇

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

11月3日
（日・祝）

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

11月4日
（月・振替）

時 間

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

11月5日
（火）
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大 会 プ ロ グ ラ ム

10月31日（木）
JGN活動相談会〈ソレイユ ３階：牡丹〉
10月31日（木）~11月1日（金）
ガイド分科会（プレジオツアー） 〈おおいた姫島ジオパーク〉

JGN事前相談会
　　・世界ジオパーク推薦希望地域〈ソレイユ 7階：カトレア〉
　　・日本ジオパーク認定希望地域〈ソレイユ 7階：アイリス〉
　　※日本ジオパーク認定希望地域のポスターセッションは、相談会後半に同会場で行います。

JGN運営会議 〈ソレイユ 7階：カトレア・アイリス〉
JGN全地域事務局長会議 〈ソレイユ ３階：牡丹〉
市町村長懇親会 〈ホテル日航大分オアシスタワー　21階　エトワール〉
事務局長等懇親会 〈ソレイユ 7階：カトレア・アイリス〉
11月1日（金）~11月2日（土）
プレジオツアー 〈おおいた豊後大野ジオパーク/阿蘇ユネスコ世界ジオパーク〉

11月1日（金）

11月2日（土）

関連行事等

15:00~17:00

10:00~12:00

13:30~15:30
15:40~17:40
18:00~20:00
18:00~20:00

　九州ブロックジオパークパビリオン、体験ブース、展示ブース
　〈iichiko総合文化センター　アトリウム、グランシアタ1・2階ホワイエ〉

10:00~17:00

市町村長セッション 〈ソレイユ 7階：カトレア〉
開会セレモニー 〈iichiko総合文化センター グランシアタ〉
　◆オープニングアトラクション
　　　　（国選択無形民俗文化財「姫島の盆踊」 キツネ踊り）　　　　　　　　　　　　　キツネ踊り保存会
　◆主催者・共催者あいさつ
　　・実行委員長（おおいた姫島ジオパーク推進協議会会長、姫島村長）　　　　　　　　藤本 昭夫
　　・日本ジオパークネットワーク理事長
　　　　（糸魚川ジオパーク協議会会長、糸魚川市長）　　　　　　　　　　　　　　　　米田 徹
　　・日本ジオパーク委員会委員長
　　　　（防災科学技術研究所火山研究推進センター長）　　　　　　　　　　　　　　中田 節也
　◆歓迎あいさつ
　　・大分県知事（実行委員会名誉委員長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広瀬 勝貞
　◆来賓紹介・あいさつ
　◆JGN功労者等表彰
　　　　　前日本ジオパーク委員会委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾池 和夫氏

　◆第10回大会記念講演
　　　　　「日本列島の自然とジオパークの活動」　　　　　　　　　　　　　　　　尾池 和夫氏

　◆アトラクション　豊勇會太鼓（豊後大野市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊勇會

基調講演 〈iichiko総合文化センター グランシアタ〉
　「風景」に「ストーリー」を見つける
　　日本放送協会制作局　「ブラタモリ」チーフ・プロデューサー　　　　　　　　　　　　相部 任宏氏

パネルディスカッション 〈iichiko総合文化センター グランシアタ〉
「伝える」ということ～ジオパークの「Ｗａ！（わ）」を広げるために～
　　コーディネーター 竹村 惠二氏（京都大学名誉教授、おおいたジオパーク推進アドバイザー） 
　　パ ネ リ ス ト 相部 任宏氏（日本放送協会制作局　「ブラタモリ」チーフ・プロデューサー）
 　　　　　　　　　　  ヴァファダリ カゼム氏（立命館アジア太平洋大学准教授）
 　　　　　　　　　　  福島 大輔氏（NPO法人桜島ミュージアム理事長）
 　　　　　　　　　　  渡部 順子氏（NPO法人おくぶんごツーリズム研究所理事長）
◆アトラクション　書道パフォーマンス〈レンブラントホテル大分：二豊の間〉　　　　大分高校書道部 
大交流会 〈レンブラントホテル大分：二豊の間〉

8:30~10:30
11:00~13:00

14:15~14:30
14:30~15:20

15:30~17:00

18:15~18:30
18:30~20:30
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11月3日（日・祝）

11月4日（月・振替休日）

11月5日（火）

閉会セレモニー 〈エイトピアおおの 大ホール〉
　◆大会宣言
　　・実行委員長（おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会会長、豊後大野市長）　　　　　川野 文敏
　◆次回開催地紹介及びあいさつ
　　　中四国・近畿ブロック
　　　島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会会長（松江市長）　　　　　　　　松浦 正敬氏

　◆閉会のことば

12:15~12:45

関連行事等

みえまちホコ天2019“みえの市”（ぶんごおおの未来カフェ実行委員会主催）
〈JR三重町駅前通り〉JR三重町駅前から三重郵便局までの間を歩行者天国にします。

10:00~15:30

全国ジオパークブロック別パビリオン、飲食・物産ブース、体験ブース〈豊後大野市役所前駐車場〉10:00~13:30

口頭発表 〈エイトピアおおの 小ホールほか〉10:30~17:30

招待講演 〈エイトピアおおの 大ホール〉※逐次通訳あり
　How we work with the local communities?（地域社会との協働とは）
　　香港ユネスコ世界ジオパーク統括責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楊 家明(ヨンカミン）氏

10:30~12:00

分科会〈豊後大野市役所 2階中央公民館ほか〉14:00~17:30

全国ジオパークブロック別パビリオン、体験ブース、飲食・物産ブース（16:30まで）
〈豊後大野市役所前駐車場〉

10:00~17:30

ポスター発表〈三重体育館〉
　◆コアタイム（15:00～16:30）

10:30~17:30

口頭発表 〈エイトピアおおの 大ホールほか〉10:30~12:00

分科会〈豊後大野市役所1階保健センター〉10:30~12:00

ポスター発表〈三重体育館〉10:30~13:30

昼食休憩12:45~14:00

ポストジオツアー出発

ポストジオツアー　〈おおいた姫島ジオパーク、おおいた豊後大野ジオパーク、
　　　　　　　　　　　阿蘇ユネスコ世界ジオパーク〉

14:00~
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分 科 会

コミュニケーション技術の向上ガイド（プレジオツアー）

会　　場 離島センター「やはず」　他

企画運営 おおいた姫島ジオパーク

ファシリテーター 福島 大輔（NPO法人桜島ミュージアム理事長）

会　　場 ソレイユ7階「カトレア」

ファシリテーター 中村　健：早稲田大学マニフェスト研究所事務局長

参加想定者 各ジオパーク構成市町村長（これに準ずる方を含む）

「コミュニケーション技術の向上」をテーマとしたワークショップ
を行い、ガイドとしてお客様とどのようにコミュニケーションを
図るかを考える。また、連動して行われるプレジオツアーでは実際
に姫島村民との交流を行いながらジオサイトをめぐり、コミュニ
ケーションを実践する。

分科会

1

五感で楽しむジオパーク～ジオパークにおけるUDについて考える～ユニバーサルデザイン

会　　場 豊後大野市役所2階　中央公民館視聴覚室

企画運営 日本ジオパークネットワーク UDワーキンググループ

ファシリテーター UDワーキンググループメンバー

ジオパークには多様な要素があり、それを多様な体験や学び、食など
を通じて楽しむことで、地球そのものや地球と人のつながりを理解す
ることができる。本分科会では、豊後大野ジオパークを例に多様な人
が様々な感覚、つまり「五感」を使いどのように地球と共生してきたか
を考えるとともに、ジオパークが有する地域資源やストーリーをどの
ようにして多様な人に「楽しみ、理解」してもらえるかを議論する。

分科会

3

ジオサイトの保全の進め方を共有しよう保　　　全

会　　場 豊後大野市役所2階　中央公民館第1会議室

企画運営 日本ジオパークネットワーク 保全ワーキンググループ

ファシリテーター 竹之内　耕（フォッサマグナミュージアム館長）

保全ガイドライン（JGNの自然資源保全に関する指針、2018
年）によって、ジオパークにおける保全の考え方や保全の進め方の
方向が示された。これをもとに各地域で保全に関する様々な取り
組みが行われている。成功例、失敗例、課題、疑問等を各地域から持
ち寄り、議論し、保全についての実践モデルの方向性を参加者で考
えていく。

分科会

4

カードゲームを通してジオパークにおけるSDGsを理解するS D G s

会　　場 豊後大野市役所１階　保健センター

企画運営 合同会社むすひ

ファシリテーター 大岩根　尚

SDGsの意味や可能性について、カードゲーム「2030SDGs」を
用いて理解する。日常を含めた自分の活動とSDGsとのつながり
や、ジオパークを通じたSDGs達成について考える場とする。

分科会

5
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたのまちにジオパークは必要ですか？
分科会

2

ＪＧＮ正副理事長の強い希望で企画されたセッションです。
全国のジオパークに関係する市町村長を中心に各地域のトップの
方々にお集まりいただき、「あなたのまちにジオパークは必要か、
それはなぜか」、「ジオパークで何を変えていきたいか、そのために
何をするのか」、「トップのリーダーシップが地域にどう影響を与
えるか」など、率直な意見交換を行います。
また、これまでの10年を踏まえ、ジオパーク活動が真に地域課題
の解決につながるものか否か、徹底的に議論を深めます。
さらには、これからの10年を牽引していく立場として、参加者各
自の本気度を試す絶好の機会となることを期待しています。

市町村長セッション （※非公開）
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口 頭 発 表

ポ ス タ ー 発 表

会　　場 エイトピアおおの　大ホール、小ホール、第1・2会議室

ジオパークに関するさまざまな活動事例、研究成果、問題点やそれに対する取り組みなど、幅広い観点からの事例発表です。
専門員や行政職員に限らず、多様な方の発表を聞くことができます。

会　　場 三重体育館

ジオパークに関するさまざまな活動事例、研究成果、問題点やそれに対する取り組みなど、幅広い観点からの事例発表です。
専門員や行政職員に限らず、多様な方の発表を見ることができます。

講 師 紹 介

大分会場：iichiko総合文化センター●土211/

豊後大野会場：エイトピアおおの●日311/

前日本ジオパーク委員会委員長
元京都大学総長

おいけ かずお

尾池 和夫氏

コーディネーター
京都大学名誉教授、
おおいたジオパーク推進アドバイザー

けいじたけむら

竹村 惠二氏

パネリスト
ＮＰＯ法人
桜島ミュージアム理事長
ふくしま だいすけ
福島 大輔氏

パネリスト
「ブラタモリ」
チーフプロデューサー
あいべ ただひろ
相部 任宏氏

パネリスト
NPO法人
おくぶんごツーリズム
研究所理事長

第10回大会記念講演

基 調 講 演

パネルディスカッション

日本放送協会制作局
「ブラタモリ」チーフ・プロデューサー

あいべ ただひろ

相部 任宏氏

NHK制作局第５制作ユニットチーフプロデューサー
1998年 NHK入局、北九州放送局、制作局番組開発グループ、文化福祉番組部、NHK
エデュケーショナルを経てNHK制作局第5制作ユニットに配属。番組開発グループ
在籍時に「ブラタモリ」を企画
■担当した代表番組
　「爆問学問」「探検バクモン」「マサカメTV！」「日本人のおなまえっ！」
　「世界入りにくい居酒屋」「ふるカフェ系ハルさんの休日」 ほか

1940年東京生まれ。1959年私立土佐高等学校卒業。1963年京都大学理学部地球物
理学科卒業後、京都大学防災研究所、理学部、理学研究科に勤務。2003年12月16日　
第24代　京都大学総長（2008年9月末退職）。2008年日本ジオパーク委員会委員長
（2018年3月まで）。2009年4月財団法人国際高等研究所所長（2013年3月末退
職）。2013年4月学校法人瓜生山学園京都造形芸術大学学長。2018年4月静岡公立大
学法人理事長。

京都大学理学博士、京都大学名誉教授
氷室俳句会主宰、俳人協会名誉会員
日本文藝家協会会員、佛教大学小学生俳句大賞選考委員

おおいた姫島ジオパーク推進協議会　顧問
おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会　顧問
大分県防災会議委員
別府温泉地球博物館理事

招 待 講 演

香港ユネスコ世界ジオパーク
統括責任者

※逐次通訳あり

ヨン カミン

楊 家明氏
ka-ming YEUNG

香港ユネスコ世界ジオパーク統括責任者
香港大学で博士号を取得。香港の保護地域の計画、管理運営、推進に30年以
上たずさわる。その経験を生かし、数多くの書籍を出版してきた。現在は世界
ジオパークネットワークの個人会員として、世界に向けたジオパーク理念の
推進や自身の知見を伝えるべく極めて精力的に活動を展開している。

わたなべ じゅんこ
渡部 順子氏

パネリスト
立命館アジア太平洋大学
准教授

ヴァファダリ カゼム氏

［略歴］
昭和５１年　京都大学理学部　地質学鉱物学　卒業
昭和５８年　同大学院博士課程理学研究科　地質学鉱物学　修了　京都大学理学博士
　　　　　　　京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設　教授
平成３０年　京都大学名誉教授
［専門］
第四紀地質学、ネオテクトニクス、自然史学、地盤科学、中部九州の火山、地震、古環境変遷など
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大 分 の ジ オ パ ー ク 紹 介

姫島一周ジオクルーズの様子 観音崎 拍子水 アサギマダラ休息地

姫島全景

おおいた姫島ジオパークは、姫島を中心とした海域を含む東西14
km、南北6kmの区域で、2013年に「火山が生み出した神秘の島」を
テーマとして、日本ジオパークに認定されました。
姫島は、約30万年前からの火山活動が生み出した大地が、悠久の時
を経て瀬戸内海に浮かぶ4つの小島となり、それらが砂州でつな
がって一つになった島です。随所にみられる火山活動の痕跡や、砂
州の地形を利用して発達してきた産業、生態系など、コンパクトな
島内にたくさんのみどころがあります。
また、神秘さを色濃く残す姫島の歴史や文化、人々の暮らしの景観
もまた、おおいた姫島ジオパークの魅力です。

火山が生み出した神秘の島

姫 島ジオパーク

菅尾磨崖仏 沈堕の滝出会橋・轟橋

江内戸の景

豊後大野の大地は、今からおよそ９万年前に起きた阿蘇火山の巨
大噴火による火砕流に埋め尽くされました。
その後、やがてそこに水が流れ、命が生まれ、豊かな大地がよみが
えりました。
水と大地は、命あるすべての源であり、そこで営まれる「生活＝い
のちき」とともに支え合い、繋がっています。
おおいた豊後大野ジオパークでは、阿蘇火砕流の溶結凝灰岩の露
頭と、それにまつわる自然・歴史・文化、そしてそれらを彩る人々の
生活など、多くの見所がつまったジオパークです。

巨大火砕流から９万年
生命をつむぐ豊後の水と大地の彩り

豊後大野ジオパークおおいた

おおいた
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日　程 令和元年11月1日（金）～11月2日（土）　1泊2日
宿　泊 ホテルますの井
コース内容

滝も！石橋も！磨崖仏も！おおいた豊後大野ジオパーク
の代表的なジオサイトを巡る旅に出掛けませんか？秋の
豊後大野路はジオの魅力も、秋の食材も盛りだくさんで
す！建設当時、日本一のアーチ式石橋であった虹澗橋、阿
蘇溶結凝灰岩に彫られた菅尾磨崖仏、豊後大野を代表す
るジオサイト原尻の滝など、全部で七カ所のジオサイト
と酒蔵、道の駅でのお買い物と盛りだくさんの旅をご用
意しています。地形や地質だけではなく、豊後大野の豊か
な自然の中で先人たちが培ってきた文化や歴史や食、地
域をまるごとお楽しみください。

豊後大野プレジオツアー

まるごと豊後大野
　　　～七所いっきめぐり～

ガイド分科会「コミュニケーション技術の向上」とジオツ
アーを実施します。1日目は「コミュニケーション技術の
向上」をテーマとしたワークショップや交流会で、ガイド
としてお客様とどのようにコミュニケーションを図るか
を考えます。また2日目は、姫島のジオサイトでガイドが
参加者とコミュニケーションを取りながら実践するジオ
ツアーで、より深い理解や感動につなげる試みを実験的
に行います。

姫島プレジオツアー

ぐるっと姫島
　　　　ジオツアー

豊後大野

1

【1日目】  9:15 大分駅要町バス駐車場（集合）－道の駅あさじ－普光寺磨崖仏－道の駅原尻の滝（昼食）－原尻の滝－　　
　　　　 辻河原の石風呂－浜嶋酒造・吉良酒造－道の駅きよかわ－沈堕の滝－岩戸の景観－17:25ホテルますの井（宿　
　　　　 泊）－懇親会

【2日目】  7:40ホテルますの井（朝食・出発） － 虹澗橋 － 菅尾磨崖仏 － 道の駅みえ・江内戸の景 －
　　　　 10:30開会式会場（大分市）

姫　島

1

日　程 令和元年10月31日（木）～11月1日（金）　1泊2日
宿　泊 だるま旅館・安西旅館・八千代館・ペンション野路菊・ロッジ姫島・民宿村さ来
コース内容 【1日目】 13:10大分駅（出発）－13:40別府駅（出発）－14:30大分空港－15:55伊美港－姫島港－16:30各旅館・　

　　　　民宿にチェックイン（泊）－ワークショップ・交流会（離島センター）

【2日目】 8:00各旅館・民宿（朝食・出発）－姫島港（ジオクルーズ）－姫島港－鷹の巣、大海のコンボリュートラミナ、
　　　　拍子水・比売語曽社、西村記念公園、天一根、観音崎－白寿苑（昼食：郷土料理）－自由行動(オプション：エコカー体
　　　　 験）－14:10姫島港－14:30伊美港－15:20大分空港－16:25別府駅－17:00大分駅（解散）
　　　　※エコカー体験：料金500円（税込）お支払いは現地にてお願いします。白寿苑→姫島港（先着15名）
　　　　※悪天候時はジオクルーズの予定を変更しますのでご了承ください。

第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

プ レ ジ オ ツ ア ー
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第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

日　程 令和元年11月1日（金）～11月2日（土）　1泊2日

宿　泊 HOTEL AZ　大分三重店

コース内容 【１日目】 12:45大分駅要町バス駐車場（集合）－犬飼港跡・波乗り地蔵－道の駅みえ・江内戸の景－菅尾磨崖仏－
　　　 　大迫磨崖仏－17:20HOTEL AZ（宿泊）－懇親会

【２日目】 7:00HOTELAZ（出発）－普光寺磨崖仏－農村加工所そら（朝食）－道の駅あさじ－10:40開会式会場（大分市）

大分県は磨崖仏（石仏）が多数所在することで知られますが、特に豊後大野地域には古い磨崖仏が多数見られます。
県下最大級の不動明王普光寺磨崖仏、美しい彫刻が際立つ菅尾磨崖仏、独特な風貌の大迫磨崖仏、固い岩壁に彫ら
れた波乗り地蔵など、多様な磨崖仏の姿をジオガイドと一緒に巡り鑑賞します。この地で生活をする人々が何百年
と大切に守り続けている磨崖仏と、その仏たちが守り続けている水に注目し、単に石仏を見て回るだけでなく、磨
崖仏の立地と地形地質の関係等、新たな視点にてガイドがご案内いたします。

豊後大野プレジオツアー

ジオガイドと鑑賞する豊後大野の磨崖仏～水を守る仏たち～
豊後大野

2

日　程 令和元年11月1日（金）～11月2日（土）　1泊2日

宿　泊 三国家旅館

コース内容 【１日目】 12:45大分駅要町バス駐車場（集合）－原尻の滝－原尻橋－奥嶽橋・滞迫峡－出会橋・轟橋－轟木橋－
　　　　 17:40三国家旅館（宿泊）－懇親会

【２日目】 8:00三国家旅館（朝食・出発）－虹澗橋－道の駅みえ・江内戸の景－10:30開会式会場（大分市）

日本一のアーチ式石橋の数を誇る豊後大野市。江戸時代に造られた石橋から大正、昭和初期に造られたものまで、
多くの石橋をみることができます。なぜここに？何の目的で？誰が架けたのか？橋には人々の想いや生活、出会い
があり、たくさんの「ものがたり」があります。豊後大野の山間部は深い渓谷が見られ、平野部は台地や盆地が連続
する地形です。そのため、人や物の往来には橋が必要で、地形や地質も、石橋文化の発展に深く関わっています。多
くの人々の想いが込められた石橋をガイドと一緒に巡る旅に出掛けましょう。

豊後大野プレジオツアー

谷を澗る虹！豊後大野石橋ものがたり～いのちき、石橋、恋語り～
豊後大野

3

日　程 令和元年11月1日（金）～11月2日（土）　1泊2日

宿　泊 竹田市長湯温泉 旅館中村屋

コース内容 【１日目】 9:15 大分駅要町バス駐車場（集合）－菅尾磨崖仏－沈堕の滝－ベジカフェミズ（昼食）－辻河原の石風呂－
　　　　 原尻の滝－道の駅原尻の滝－岡城跡－17:00長湯温泉・旅館中村屋（宿泊）－懇親会

【２日目】 8:00旅館中村屋（朝食）－長湯温泉（散策・出発）－10：30開会式会場（大分市）

豊後大野市の大部分は、９万年前の阿蘇火山の破局噴火によってもたらされた火砕流堆積物によって広く覆われ
ている地域です。その火砕流堆積物は川の浸食によって姿を現し、阿蘇溶結凝灰岩の崖として各所で見ることがで
きます。その崖は時に人の往来を妨げる難物でしたが、先人たちは知恵を絞り上手く活用して、自然遺産や文化遺
産として残してくれました。滝、磨崖仏、石風呂、城壁と、自分では決して語らぬ無口でナイスな崖たちに、ガイドと
ともに逢いに行きましょう。

豊後大野プレジオツアー

ナイス崖～無口なカレ（崖）に逢いに行く～
豊後大野

4

プ レ ジ オ ツ ア ー
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第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

日　程 令和元年11月1日（金）～11月2日（土）　1泊2日

宿　泊 ロッジきよかわ

コース内容 【１日目】 12:45大分駅要町バス駐車場（集合）－原木しいたけ収穫体験－岩戸の景観－道の駅きよかわ－
　　　　 浜嶋酒造・吉良酒造－岡城天然温泉月のしずく（入浴） －買物－17:50ロッジきよかわ（宿泊）－懇親会
　
【２日目】 7:50ロッジきよかわ（朝食・出発）－出会橋・轟橋－道の駅きよかわ－10:40開会式会場（大分市）

大野川の支流奥岳川は、清流として知られた川ですが、阿蘇溶結凝灰岩の断崖が続く隠れた渓谷が数多くある川で
もあります。このツアーは、そんな奥岳川のほとりにたつ「ロッジきよかわ」を宿泊地にして、豊後大野ジオパーク
の地層とご馳走をまるごといただいてしまおう！というプランです。最高のロケーションの中で、A５ランクの
「おおいた和牛」や旬の野菜たちに舌鼓をうち、さらには収穫体験と天然温泉と、豊後大野ジオパークの魅力を全身
で味わっていただきます。

豊後大野プレジオツアー

地層！ご馳走！丸ごといただきっっ！～リバービュー♪のロッジに泊まろう～
豊後大野

5

日　程 令和元年11月1日（金）～11月2日（土）　1泊2日

宿　泊 ＬＡＭＰ豊後大野

コース内容 【１日目】 9:15大分駅要町バス駐車場（集合） －買物－原尻の滝－道の駅原尻の滝（昼食） － 奥嶽橋・滞迫峡－
　　　 　健男霜凝日子麓社－川上渓谷－17:00ＬＡＭＰ豊後大野（宿泊）－懇親会
【２日目】 7：00ＬＡＭＰ豊後大野（出発） －土岩の河原－ベジカフェミズ（朝食） －浜嶋酒造・吉良酒造－
　　　　 10:30開会式会場（大分市）

豊後大野ジオパークの最奥地には、切り立った岩峰が連続する祖母山があります。祖母山はもともと古い火山でし
たが、今は植生豊かな自然林が広がる深山となり、麓には大野川の源流となる「川上渓谷」があります。そんな祖母
山のふところと言える「川上渓谷」には火山の名残である花崗岩の河床が見られ、川の流れと自然林とが美しいコ
ントラストを描き出しています。外界から遮断されたゲストハウスに宿泊し、花崗岩の河床に立って、この地を愛
するガイドの話を聞きませんか？

豊後大野プレジオツアー

祖母山のふところ～花崗岩の河床に立つ～
豊後大野

6

日　程 令和元年 11月1日（金）～11月2日（土）　1泊2日
宿　泊 阿蘇ホテル
コース内容 【１日目】 12:30道の駅阿蘇（ＪＲ阿蘇駅前）（集合）－中岳ジオサイトor草千里ジオサイト－阿蘇火山博物館ミュージア

　　　 　ムツアー－火山の神カルチュラルサイト（阿蘇神社と門前町）̶ 18:00内牧温泉（宿泊）－懇親会

【２日目】 8:30ホテル（出発）－10:30開会式会場（大分市）
　　　　 ※オプションで2日目早朝6:00～7:15で雲海ツアー（大観峰カルデラジオサイト）を実施。
　　　　 希望の方は1日目にジオガイドにお申込ください。（500円）（天候により中止する場合もあります。）
　　　　 ※心臓や呼吸器系の疾患をお持ちの方は、中岳（火口）見学にはご参加いただけません。

阿蘇に来たなら外せない鉄板の観光地であり、阿蘇ジオパークの人気のジオサイトである阿蘇山
上、火山博物館、阿蘇神社を巡る、スタンダードツアー！日々活動を続ける阿蘇火山。生きている地
球と向き合いながら、信仰や文化を作り上げた阿蘇の人々。阿蘇のエッセンスのすべてを味わうツ
アーです。

阿蘇プレジオツアー

火山と信仰、阿蘇のエッセンス凝縮ツアー
阿　蘇

1

プレジオツアー豊後大野④⑤⑥は、最少催行人数に達しなかったため催行いたしません。
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第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日

宿　泊 ホテルますの井

コース内容

滝も！石橋も！磨崖仏も！おおいた豊後大野ジオパーク
の代表的なジオサイトを巡る旅に出掛けませんか？秋の
豊後大野路はジオの魅力も、秋の食材も盛りだくさんで
す！建設当時、日本一のアーチ式石橋であった虹澗橋、阿
蘇溶結凝灰岩に彫られた菅尾磨崖仏、豊後大野を代表す
るジオサイト原尻の滝など、全部で五カ所のジオサイト
と酒蔵、道の駅でのお買い物と盛りだくさんの旅をご用
意しています。地形や地質だけではなく、豊後大野の豊か
な自然の中で先人たちが培ってきた文化や歴史や食、地
域をまるごとお楽しみください。解散時間が他のツアー
より早くなっています。豊後大野市［12:10］、大分駅
［13:20］到着予定です。

豊後大野ポストジオツアー

まるごと豊後大野
　　　～五所いっきめぐり～

姫島を船で一周して大地の成り立ちを海から学ぶジオク
ルーズと、陸上のジオサイトを巡るバスツアーをセット
にした、コンパクトな島だからこそ体験できる魅力満載
のツアー。夕食にはジオの恵み「姫島車えび」のしゃぶ
しゃぶや踊り喰い、新鮮な魚介類を味わえます。

姫島ポストジオツアー

ぐるっと姫島
　　　　ジオツアー

豊後大野

1

【1日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－道の駅みえ・江内戸の景－菅尾磨崖仏－虹澗橋－
　　　　17:00ホテルますの井（宿泊）－懇親会

【２日目】 7:30ホテルますの井（朝食・出発）－沈堕の滝－牟礼鶴酒造－普光寺磨崖仏－原尻の滝－道の駅原尻の滝（昼食） 
　　　　 －12:10豊後大野市役所 －13:20大分駅要町バス駐車場（解散）

姫　島

1

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日
宿　泊 だるま旅館・安西旅館・八千代館・ペンション野路菊・ロッジ姫島・民宿村さ来

コース内容 【1日目】 14:00閉会式会場（豊後大野市・出発）－17:25伊美港－姫島港－18:00各旅館・民宿にチェックイン－（泊）

【2日目】 8:00各旅館・民宿（朝食・出発）－姫島港（ジオクルーズ）－姫島港－鷹の巣、大海のコンボリュートラミナ、拍子　
　　　　水・比売語曽社、西村記念公園、天一根、観音崎－白寿苑（昼食：郷土料理）－自由行動（オプション：エコカー体験）
　　　　－14:10姫島港－14:30伊美港－15:20大分空港－16:25別府駅－17:00大分駅（解散）

　　　　※エコカー体験：料金500円（税込）お支払いは現地にてお願いします。白寿苑→姫島港（先着15名）
　　　　※悪天候時はジオクルーズの予定を変更しますのでご了承ください。

ポ ス ト ジ オ ツ ア ー
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第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日

宿　泊 HOTEL AZ　大分三重店

コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－犬飼港跡・波乗り地蔵－17:20HOTEL AZ（宿泊）－ 懇親会

【２日目】 7:45HOTEL AZ（朝食・出発）－菅尾磨崖仏－大迫磨崖仏－道の駅あさじ－普光寺磨崖仏・阿字観体験－
　　　　 牟礼鶴酒造（昼食）－沈堕の滝－13:50  豊後大野市役所（解散）－15:00 大分駅要町バス駐車場（解散）

豊後大野ジオパークといえば磨崖仏です。大分県でも濃密に存在する地域として知られています。今回、県下最大級の不動明王、普光寺磨崖仏、美しい
彫刻が際立つ菅尾磨崖仏、独特な風貌の大迫磨崖仏、固い岩壁に彫られた波乗り地蔵など、多様な磨崖仏の姿をジオガイドと一緒に巡り鑑賞するツ
アーをプランニングしました。この地で生活をする人々が何百年と大切に守り続けている磨崖仏と、その仏たちが守り続けている水に注目し、単に磨
崖仏を見て回るだけでなく、その立地と地形地質の関係等、新たな視点にてガイドがご案内いたします。また、普光寺磨崖仏では阿字観体験をします！
阿字観とは、真言宗における呼吸法、瞑想法です。阿蘇溶結凝灰岩の岩窟で心静かに瞑想し日常から離れた静かな時間を過ごして見ませんか？

豊後大野ポストジオツアー

ジオガイドと鑑賞する豊後大野の磨崖仏～水を守る仏たち～
豊後大野

2

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日

宿　泊 三国家旅館

コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－原尻橋・二宮社・原尻の滝－道の駅原尻の滝－浜嶋酒造・吉良酒造－
　　　　 17:40三国家旅館（宿泊）－懇親会
【２日目】 8:00三国家旅館（朝食・出発）－虹澗橋－道の駅きよかわ－出会橋・轟橋－轟木橋－茶寮やませみ（昼食）－
　　　　 白山渓谷－13:50豊後大野市役所－15:00大分駅要町バス駐車場（解散）

日本一のアーチ式石橋の数を誇る豊後大野市。江戸時代に造られた石橋から大正、昭和初期に造られたものまで、
多くの石橋をみることができます。なぜここに？何の目的で？誰が架けたのか？橋には人々の想いや生活、出会い
があり、たくさんの「ものがたり」があります。豊後大野の山間部は深い渓谷が見られ、平野部は台地や盆地が連続
する地形です。そのため、人や物の往来には橋が必要で、地形や地質も、石橋文化の発展に深く関わっています。多
くの人々の想いが込められた石橋をガイドと一緒に巡る旅に出掛けましょう。

豊後大野ポストジオツアー

谷を澗る虹！豊後大野石橋ものがたり～いのちき、石橋、恋語り～
豊後大野

3

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日

宿　泊 竹田市長湯温泉 大丸旅館

コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－原尻の滝－辻河原の石風呂（石風呂入浴体験）－
　　　　 18:00長湯温泉・大丸旅館（宿泊）－懇親会
【２日目】 8:10大丸旅館（朝食・出発）－ 普光寺磨崖仏－岡城跡－浜嶋酒造・吉良酒造－ベジカフェミズ（昼食）－
 　　　　道の駅きよかわ－13:50  豊後大野市役所 －  15:00 大分駅要町バス駐車場（解散）

豊後大野市は、９万年前の阿蘇火山の破局噴火によってもたらされた火砕流堆積物により覆われた地域です。その
火砕流堆積物は川に浸食され阿蘇溶結凝灰岩の崖として各所に見られます。崖は時に人の往来を妨げる難物でし
たが、先人たちは知恵を絞り上手く活用してきました。このツアーでは、そんな先人たちが残した遺産、阿蘇溶結凝
灰岩の崖に掘られて作られた「石風呂」の入浴体験ができます。今回、地域の方の協力により特別に沸かしていただ
きますので、ぜひ「無口でナイスな崖」の中に包み込まれてみてください。

豊後大野ポストジオツアー　　　　　　

ナイス崖～無口なカレ（崖）に逢いに行く～
豊後大野

4

第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会
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2019おおいた大会

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日

宿　泊 ロッジきよかわ

コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－原木しいたけ収穫体験－岩戸の景観－浜嶋酒造・吉良酒造－
　　　 　岡城天然温泉月のしずく（入浴）－買物－18:50ロッジきよかわ（宿泊）－懇親会
【２日目】 8:00ロッジきよかわ（朝食・出発）－出会橋・轟橋－奥嶽橋・滞迫峡－原尻の滝－里芋掘り－だんご汁作り（昼食）
　　　　 －道の駅きよかわ－13:50豊後大野市役所－15:00 大分駅要町バス駐車場（解散）

大野川の支流奥岳川は、清流として知られた川ですが、阿蘇溶結凝灰岩の断崖が続く隠れた渓谷が数多くある川で
もあります。このツアーは、そんな奥岳川のほとりにたつ「ロッジきよかわ」を宿泊地にして、豊後大野ジオパーク
の地層とご馳走をまるごといただいてしまおう！という企画です。最高のロケーションの中で、A５ランクの「お
おいた和牛」や旬の野菜たちに舌鼓をうち、さらには収穫体験と天然温泉と、豊後大野ジオパークの魅力を全身で
味わっていただきます。

豊後大野ポストジオツアー

地層！ご馳走！丸ごといただきっっ！～リバービュー♪のロッジに泊まろう～
豊後大野

5

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日

宿　泊 ＬＡＭＰ豊後大野

コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－買物－原尻の滝－ＬＡＭＰ豊後大野（宿泊）－懇親会

【２日目】 7:45ＬＡＭＰ豊後大野（朝食・出発）－川上渓谷－健男霜凝日子麓社－奥嶽橋・滞迫峡－道の駅原尻の滝（昼食）－
 　　　　浜嶋酒造・吉良酒造－13:50豊後大野市役所－15:00大分駅要町バス駐車場（解散）

豊後大野ジオパークの最奥地には、切り立った岩峰が連続する祖母山があります。祖母山はもともと火山でした
が、今は植生豊かな自然林が広がる深山となり、麓には大野川の源流となる「川上渓谷」があります。そんな祖母山
のふところと言える「川上渓谷」には火山の名残である花崗岩の河床が見られ、川の流れと自然林とが美しいコン
トラストを描き出しています。外界から遮断されたゲストハウスに宿泊し、花崗岩の河床に立って、この地を愛す
るガイドの話を聞きませんか？

豊後大野ポストジオツアー

祖母山のふところ～花崗岩の河床に立つ～
豊後大野

6

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日

宿　泊 竹田市久住温泉 久住高原コテージ

コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－沈堕の滝－牟禮鶴酒造－道の駅あさじ－
　　　　 17:50久住高原コテージ（宿泊）－懇親会
【２日目】 8:25久住高原コテージ（朝食・出発）－久住高原展望台－八丁原地熱発電所－道の駅原尻の滝（昼食）－原尻の滝－
 　　　　13:50豊後大野市役所－15:00  大分駅要町バス駐車場（解散）

おおいたと言えばやっぱり温泉ですが、大分には日本一の地熱発電所があるのはご存知ですか？今回は、そんな地
熱発電所の見学と、豊後大野ジオパークの目玉ジオサイトでもある沈堕の滝にて、川水を活用した水力発電とを見
学できるツアーを企画しました。自然のエネルギーを活用するには、それぞれに苦労があり、悲喜こもごもエピ
ソードが存在します。あっと驚くようなお話も聞けるかもしれません。このツアーは発電を行っている九州電力さ
んとジオサイトを案内するガイドとの協力によってご案内させていただきます。

豊後大野ポストジオツアー

湯～湧くのおおいた～地熱・温泉・滝ものがたり～
豊後大野

7

ポ ス ト ジ オ ツ ア ー
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世界有数の規模を誇る阿蘇カルデラ。そこに暮らし継ぐ人々をあそもん（阿蘇人）と呼びます。あそもんは火山の豊
かな恵みを受けながらも、一方で噴火や土砂崩れなど、度々起きる災害とも向き合ってきました。そして三年前の
熊本地震。とりわけ南阿蘇村は大きな被害を受けました。地震の傷跡を含め、雄大な阿蘇カルデラの景観と「しょん
なかと」マインドで生き抜くあそもんの暮らしに触れてみませんか？

阿蘇ポストジオツアー

「しょんなかと」南阿蘇
阿　蘇

1

９万年前、阿蘇が起こした破局噴火。膨大な量の火砕流は谷を埋め立て、阿蘇に素晴らしい景観を数多く生み出し
ました。明瞭なカルデラ地形と人々が共存する美しい谷。３６０°見渡す限りの大草原。お茶のＣＭで有名になっ
た神秘の滝。火山活動が生み出した稀なる景色を、贅沢に味わうジオツアーです。

阿蘇ポストジオツアー

驚きと癒しの阿蘇カルデラと千年の大草原
阿　蘇

2

文豪・夏目漱石の短編小説「二百十日」には、明治の阿蘇の噴火活動が目に浮かぶほどリアルに、ジオ的表現がいた
るところに記述されています。この漱石の実体験を素材にした小説「二百十日」で主人公たちが辿ったルートをご
案内します。歴史情緒のある宿泊した部屋や、道に迷った草原など、通常は入れない場所に立ち寄りながら、阿蘇の
自然・歴史を体験できるコースです。

阿蘇ポストジオツアー

漱石先生追っかけツアー～小説「二百十日」より～
阿　蘇

3

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日
宿　泊 阿蘇ホテル
コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－道の駅阿蘇－内牧温泉－17:00阿蘇ホテル（宿泊）－懇親会

【２日目】 8:30阿蘇ホテル（朝食・出発）－阿蘇火山博物館－中岳ジオサイトor草千里ジオサイト－南阿蘇鉄道乗車体験－
　　　　 昼食（阿蘇ジオブランド認定品：根子岳カレー）－立野峡谷ジオサイト－16：00阿蘇くまもと空港－17:00熊
　　　　 本駅（解散）
　　　　 　　※オプションで2日目早朝6:00～7:15で雲海ツアー（大観峰カルデラジオサイト）を実施。
　　　　 　　　希望の方は1日目にジオガイドにお申込ください。（500円）（天候により中止する場合もあります。）
　　　　 　　※心臓や呼吸器系の疾患をお持ちの方は、中岳（火口）見学にはご参加いただけません。

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日
宿　泊 阿蘇ホテル
コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－道の駅阿蘇－内牧温泉－17:00阿蘇ホテル（宿泊）－懇親会

【２日目】 8:30阿蘇ホテル（朝食・出発）－内牧温泉ジオサイト（明行寺、山王閣など）－阿蘇神社参拝－
　　　　 極楽寺参拝（住職の講話とお茶の振舞）－道標－藤谷神社参拝－昼食（黒川牧野で草原散歩とお弁当）－
 　　　　二百十日記念碑、善五郎谷の露頭を見学－中岳ジオサイト－16:00阿蘇くまもと空港－17:00熊本駅（解散）
　　　　 　　※オプションで2日目早朝6:00～7:15で雲海ツアー（大観峰カルデラジオサイト）を実施。
　　　　 　　　希望の方は1日目にジオガイドにお申込ください。（500円）（天候により中止する場合もあります。）
　　　　 　　※心臓や呼吸器系の疾患をお持ちの方は、中岳（火口）見学にはご参加いただけません。

日　程 令和元年11月4日（月・振）～11月5日（火）　1泊2日
宿　泊 阿蘇ホテル
コース内容 【１日目】 14：30閉会式会場（豊後大野市・集合）－道の駅阿蘇－内牧温泉－17:00阿蘇ホテル（宿泊）－懇親会

【２日目】 8:30阿蘇ホテル（朝食・出発）－大観峰カルデラジオサイト－押戸石ジオサイト－昼食（花郷庵）
　　　　 －北外輪火砕流ジオサイト（鍋ヶ滝）－16:00阿蘇くまもと空港－17:00熊本駅（解散）
　　　　 　　※オプションで2日目早朝6:00～7:15で雲海ツアー（大観峰カルデラジオサイト）を実施。
　　　　 　　　希望の方は1日目にジオガイドにお申込ください。（500円）（天候により中止する場合もあります。）

ポストジオツアー豊後大野③⑥及び阿蘇③は、最少催行人数に達しなかったため催行いたしません。
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体験ブース : iichiko総合文化センター1Fアトリウムプラザ、 豊後大野市役所前駐車場

展示ブース

①おおいたの温泉（大分県温泉調査研究会）
②大分市
③国立大学法人 大分大学
④祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク

⑤国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会
⑥大分県立埋蔵文化財センター
⑦日本地質学会「ジオルジュ」
⑧国立研究開発法人 防災科学技術研究所

⑨湯沢市ジオパーク推進協議会
⑩リトルリバーリサーチ＆
　デザイン

: iichiko総合文化センター ホワイエ

エスカレーター階段 階段2Fへ

受　付

エントランスロビー

EV

男子トイレ

女子トイレ
みんなのトイレ

グランシアタホール

グランシアタホール

エスカレーター

入
口

入
口

階段 階段

2F
1F ①大分県観光案内（ツーリズムおおいた）

クローク

［アトリウムプラザ］

［展示ブース］

総合案内

床地図

北海道地図

九州電力
九州ジオパーク
パビリオン

京都大学

日本ジオパーク
ネットワーク

総合文化センター
インフォメーション

EV EV

オアシスシャワー

階段

事務室

入
口

入
口

関 連 事 業 等

第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

iichiko総合文化センター 11月2日（土）10：00～17：00大分会場
1F アトリウムプラザ・ホワイエ

2F ホワイエ

・九州ブロックジオパークパビリオン
体験ワークショップ　など　
※豊後大野会場では全国ジオパークブロック別
　パビリオン内にて実施

・九州電力

自転車発電
地熱発電のしくみ　など

・京都大学「ダジック・アース」

デジタル地球儀「ダジック・アース」　など
※大分会場では、2Fホワイエにて実施

・北海道地図

VRゴーグルによる
九州ジオパーク空中散歩体験　など

・日本ジオパークネットワーク

岩石標本作り　など

※実施内容は会場にてご確認ください。

※実施内容は会場にてご確認ください。
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全国ジオパークブロック別パビリオン : 市役所前駐車場

北海道
甲信越中部

飲食ブース 物産ブース

全国ジオパーク
ブロック別パビリオン

飲食・物産ブース

ふれあいテント
休憩スペース

体験ブース

N

至エイトピア
　おおの

豊後大野
市役所

第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

11月3日（日・祝）10：00～17：30
11月4日（月・振）10：00～13：30市役所前駐車場豊後大野会場

みえまちホコ天2019

みえの市
日時：11月3日(日・祝) 10:00～15:30
会場：JR三重町駅～三重郵便局

関連イベント

cafe 月の舎
道の駅きよかわ
道の駅あさじ
（株）成美
ひなたぼっこ　元気もんシェフ
蛸の杜

道の駅みえ
牟礼鶴酒造合資会社
仲町製菓
手づくりの店ホープ
千歳ハイツ・エイブル

※飲食・物産ブース：11月3日（日・祝）は16：30まで

東北
中四国近畿

関東
九州

全国の各ジオパークによる展示・体験コーナーがあります。ぜひご参加ください。
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N

豊後大野市役所前
特設会場
豊後大野市役所前
特設会場

来場者駐車場

来場者駐車場

ツアーバス
シャトルバス
のりば

※11月4日(月・振）のみ

N

九
州
自
動
車
道

九
州
新
幹
線

久大本線

東
九
州
自
動
車
道

大分自動車道

第10回日本ジオパーク全国大会
2019おおいた大会

交 通 ア ク セ ス 情 報

豊後大野会場へ
お車でお越しの際は、
エイトピアおおの内の駐車場を
ご利用ください。
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JRのご利用について

11月2日（土）

11月3日（日・祝）

11月4日（月・振替休日）

※1 特急料金が別途かかります。「あそぼーい！（一部自由席）」による運行が予定されています。
※2 詳細は大会参加登録業務受託者である株式会社近畿日本ツーリスト九州大分支店（Tel：097-537-3155）にお問い合わせください。
※3 〇・◎を付した便は、会場へのおすすめの列車です。

注意：豊後大野会場から
宿泊施設への帰路便は
運行しません。

JR豊肥線（大分⇔中判田以外）では
Suica等のICカードは使用できません！
混雑緩和のため「往復乗車券」を

購入願います。

（片道：760円）

開会セレモニー
11：00～13：00

招待講演
分科会
口頭発表

10：30～17：30

口頭発表／分科会
10：30～17：30

昼食
12：45～14：00

閉会セレモニー12：15～12：45

展示片付け

会場撤収　14：00～

ティーブレイク
15：00～16：30

ポスター発表
10：30～17：30

ポスター発表
10：30～17：30

コアタイム
15：00～16：30

全国ジオパーク
ブロック別パビリオン

体験ブース
飲食・物産ブース

10：00～17：30

全国ジオパーク
ブロック別パビリオン
体験ブース

飲食・物産ブース
10：00～17：30

九州ブロック
ジオパークパビリオン
10：00～17：00

体験ブース

市町村長セッション
8：30～10：30

大交流会
8：30～10：30

昼食休憩
13：00～14：30
基調講演

14：30～15：20
パネルディスカッション
15：30～17：00

（片道：760円）

（片道：760円）

（片道：760円）

（片道：760円）

（片道：760円）

【JR乗車料金】大分駅⇔三重町駅（豊肥本線）
　片道：  760円、往復：1,520円
別府駅⇔大分駅（日豊本線）
　片道：  280円、往復：  560円
別府駅⇔三重町駅
　片道：1,130円、往復：2,260円
鶴崎駅⇔大分駅（日豊本線）
　片道：  230円、往復：  460円
鶴崎駅⇔三重町駅
　片道：  950円、往復：1,900円

（増結）

（増結）

（増結）

（臨時）

（増結）

（増結）

（増結）
（増結）

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00～

時間 大分会場 会場への交通 会場からの交通

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00～

時間 会場への交通 豊後大野会場 会場からの交通

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00～

時間 会場への交通 豊後大野会場 会場からの交通
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第10回 日本ジオパーク全国大会

2019 おおいた大会
協 賛 企 業・団 体

（五十音順）

T・プラン株式会社

公益社団法人大分県薬剤師会

協同エンジニアリング株式会社

地熱ワールド工業株式会社

大分県商工会連合会

株式会社 菅　組

日本航空株式会社 株式会社ブレーンネット

竹田市観光ツーリズム協会

姫島車えび養殖株式会社

阿蘇ジオパーク推進協議会

霧島ジオパーク推進連絡協議会 三島村ジオパーク推進連絡協議会島原半島ジオパーク協議会 桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会

全日本空輸株式会社
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