第５回日本ジオパークネットワーク関東大会 in 筑波山地域
開催要項
１．目 的
日本ジオパークネットワーク（JGN）関東ブロックに属する地域が一堂に会し、ジオパーク活動を一
層推進していくための方法や手段を模索する場を創出する。また、各ジオパークで抱える課題や得ら
れた成果を持ち寄って共有することで、当ブロックのジオパークの品質の維持・向上や、更なるネッ
トーワーク強化につなげる。
２．主催・後援
主催：筑波山地域ジオパーク推進協議会
後援：特定非営利活動法人 日本ジオパークネットワーク、茨城県
３．日程と会場
平成 31 年 ２月 ２日（土）～３日（日）
２日：ジオツアー／開会式／基調講演／交流会ほか
【主会場】つくばカピオ カピオホール （〒305-0032 茨城県つくば市竹園 1-10-1）
【交流会】ホテルグランド東雲

（〒305-0034 茨城県つくば市小野崎 488−１）

※ジオツアーはつくばカピオにて受付後、筑波山地域ジオパークエリアをバスで移動
３日：分科会／ジオパーク学習発表／分科会成果発表ほか
【会場】つくば国際会議場 会議室２０１、２０２A、２０２B
（〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3）
４．スケジュール
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５．プログラム概要
（１）ジオツアー
日時：２月２日（土） ９:30～14:30（受付 ８:30～９:20） つくばカピオ発着
◆ツアー① ユニバーサルデザイン（UD）を学ぶジオツアー（分科会①と関連）
コース（予定）
：産業技術総合研究所地質標本館→
筑波実験植物園（昼食含む※茨城県北地域のジオ丼を予定）
概要：ユニバーサルデザイン(UD)とは、あらゆる人が利用できることを目指した施設、製
品や情報等の設計のことです。このツアーでは、つくば市内の研究・教育機関付属
施設を訪れ、UD の観点を取り入れた様々な取組を見学します。
※移動はつくばサイエンスツアーバス（別紙チラシ参照）を利用します。
定員：30 名
参加費：3,000 円 （施設入館料、昼食代、バス代、ガイド料、保険料等）
荒天時：予定通り決行
◆ツアー② 筑波山方面ジオツアー
コース（予定）
：筑波山神社→（ケーブルカー）→御幸ヶ原→女体山山頂→
（ロープウェイ）→つつじヶ丘
※順路は班によって変動

※昼食は地元の食材を活かした弁当を予定

概要：日本百名山の一つ「筑波山」を満喫するツアーです。筑波山地域の地質や地形だけ
でなく、生物・生態系や歴史・文化まで幅広く楽しめる内容となっています。
定員：40 名
参加費：5,000 円
（ケーブルカー・ロープウェイ代、弁当代、バス代、ガイド料、保険料等）
悪天候時（予定）
：筑波山梅林→筑波山神社→(ケーブルカー)→御幸ヶ原→(ケーブルカー)
◆ツアー③ 霞ヶ浦方面ジオツアー
コース（予定）
：茨城県霞ケ浦環境科学センター→カキ化石床→農村環境改善センター（昼
食※地元の食材を活かした弁当を予定）→歩崎公園
概要：日本最大の平野「関東平野」と日本第 2 位の湖「霞ヶ浦」を巡るツアーです。霞ヶ
浦周辺の地質や地形からは、霞ヶ浦や関東平野の成り立ちを学ぶことができます。
定員：40 名
参加費：4,000 円（昼食代、バス代、ガイド料、保険料等）
悪天候時（予定）
：茨城県霞ケ浦環境科学センター→農村環境改善センター（昼食）→
かすみがうら市歴史博物館
※定員に達し次第締切とさせていただきます。ツアーが全て満員に達した場合、代替ミニツアーを
予定しております。参加希望については「別紙大会参加申込書」にご記入ください。
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◆代替ミニツアー（予定） つくばサイエンスツアー
日時：２月２日（土） ９:00～12:05（受付 ８:30～８:50） つくばカピオ集合
※受付・出発時間がその他のツアーより早い点にご注意ください。
コース：地図と測量の科学館→筑波実験植物園

※昼食なし。お昼につくば駅付近で解散。

概要：循環バスを利用したサイエンスツアーです。スタッフガイドが同行します。
定員：40 名
参加費：大会当日 65 歳未満 810 円（バス代、施設入館料）
大会当日 65 歳以上 500 円（バス代）
悪天候時：予定通り決行
（２）会場企画
日時：２月２日（土） 10:00～14:00
場所：つくばカピオ ホワイエおよびカピオホール
内容：ジオツアーに参加しない方を対象に、ジオの価値や魅力について気軽に語り合う「ジオ
カフェ」や、関東ブロック各ジオパークの PR 動画上映会の開催等を検討中。
（３）開会式・基調講演
日時：２月２日（土） 15:00～16:15
場所：つくばカピオ カピオホール
内容：開会式（15:00-15:15）
基調講演（15:15-16:15）
中田 節也 氏（東京大学名誉教授／防災科学技術研究所火山研究推進センター長/
日本ジオパーク委員会委員長）
『関東地域のジオパークに期待すること』
（４）交流会
日時：２月２日（土） 17:30～19:30
場所：ホテルグランド東雲
会費：5,000 円
内容：筑波山地域の食材を活かしたメニューを提供予定です。出し物や抽選会などお楽しみい
ただけるプログラムを検討中です。
（５）分科会
日時：２月３日（日） ９:00～15:00
場所：つくば国際会議場 会議室２０１、２０２A、２０２B
昼食：筑波山地域ジオパーク認定商品のジオ弁当（1,000 円）※お茶付き
内容：午前の部（各分科会で議論）９:00～11:30 午後の部（成果発表等）13：15～15：00
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◆分科会① ジオパークでユニバーサルデザイン（ツアー①と関連）
内容：ユニバーサルデザイン(UD)に関する事例紹介や体験型ワークショップを通じ、ジオガ
イドのスキルアップや拠点施設の整備にもつながる UD とは何か？について考えます。
募集人数：40 名（ツアー①の参加者 30 名＋ツアー①の参加者以外 10 名を想定）
◆分科会② 関東ブロックのジオストーリー
内容：
「地層や岩石にワクワクしない人でも行ってみたくなるジオパーク」を目指し、関東地
方の日本列島の中での位置づけや、関東の各ジオパークの特徴や地域性、人々の暮ら
しや特産品などを盛り込んだマップの作成を検討します。
募集人数：40 名
◆分科会③ 観光プロモーション
内容：関東ブロックのジオパークの認知度向上を目指し、各ジオパークを訪れたい、周遊し
たいという意欲を喚起させる、魅力的な PR 動画の内容を検討します。
募集人数：40 名
※午後の部では、
各分科会の成果をまとめた内容を各 10 分で発表し、質疑応答を設けたあと、
日本ジオパーク委員会委員である渡辺真人氏に講評をいただきます。
（６）ジオ学習教育ポスター展示・発表
日時：２月３日（日） ＜ポスター展示＞９:00～15:00（コアタイム 12:00～13:00）
＜口頭発表＞

13:15～14:00（分科会午後の部内で発表）

内容：筑波山地域ジオパークでジオパーク学習に取り組んだ生徒たちによる教育発表を行いま
す。

６．宿泊場所
２月２日（土）のご宿泊について、以下の宿泊場所をご希望の場合は「別紙大会参加申込書」よりお
申込みください。
◆オークラフロンティアホテルエポカルつくば （〒305-0032 茨城県つくば市竹園２丁目 20-１）
１泊朝食付き 9,300 円／２日目会場隣接（徒歩３分）／交流会後、無料送迎バスあり
◆ホテルグランド東雲 （〒305-0034 茨城県つくば市小野崎 488−１）
１泊朝食付き 9,300 円／２日目会場までは無料送迎バスあり（徒歩 15 分）
そのほかの宿泊場所をご希望の方は各自でご手配ください。
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７．交通案内
（１）お車でお越しの方
駐車場：＜無料＞つくば市役所駐車場（つくば市研究学園１丁目１番地１）
〔会場までの経路〕つくば市役所駐車場→徒歩 15 分→研究学園駅→つくばエクスプレ
ス（鉄道）片道２分（IC カード 165 円/現金 170 円）→つくば駅→
徒歩 10 分→会場
＜有料＞つくば都市交通センター 駐車場（南３もしくは南４が会場近く）

（地図引用：都市交通センター公式 HP）

つくばカピオ
（１日目会場）

つくば国際会議場
（２日目会場）

〔通常料金：参考〕

※お得な１日駐車回数券（1,050 円/枚）を大会事務局でまとめて購入いたします。
ご希望の方は「別紙大会参加申込書」よりお申込みください（２日間利用される場
合は２枚お申込みください）。

（２）鉄道でお越しの方
つくばエクスプレス

つくば駅→徒歩 10 分→会場
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８．申込について
大会参加・ジオツアー（昼食込み）
・交流会・宿泊（朝食付き）・２日目昼弁当・分科会・駐車券につ
いて、
「別紙大会参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、電子メールまたは FAX にてお申し込みくだ
さい。 ※開会式および基調講演のみご参加の場合は事前申込・参加費不要です。
申込先：一般社団法人 笠間観光協会

E-mail＜kasama@intio.or.jp＞

FAX＜0296-72-9211＞

申込期限：平成 30 年 11 月 30 日（金）必着
９．参加費等
（１）大会参加費

３，０００円

（２）ジオツアー参加費 ツアー①ユニバーサルデザイン ３，０００円
ツアー②筑波山方面 ５，０００円
ツアー③霞ヶ浦方面 ４，０００円
代替ミニジオツアー ６５歳未満８１０円／６５歳以上５００円
（３）交流会会費

５，０００円

（４）２月３日（日）昼弁当（お茶付き） １，０００円
（５）つくば都市交通センター 駐車場 1 日駐車券 １,０５０円/枚
※「別紙大会参加申込書」による申込み受付後、大会事務局より予約確認書及び費用明細書を送付いた
しますので、内容をご確認のうえ 指定口座にお振込みください。お振込み確認後に、領収書を郵送
させていただきます。なお、振込手数料はご負担ください。
10．お問い合わせ先
◆参加申込についてのお問い合せ
一般社団法人 笠間観光協会
〒309-1611 茨城県笠間市笠間 1357-1
TEL＜0296-72-9222＞ FAX＜0296-72-9211＞
営業日 ／ 火曜日～日曜日（月曜日休業、但し月曜日休日の場合は火曜日休業）
営業時間 ／ 9：30～18：00
◆大会運営（全体スケジュール、進行、分科会内容等）に関するお問い合わせ
筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局本部（つくば市ジオパーク室内）
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園 1-1-1
TEL＜029-883-1358＞

FAX＜029-868-7615＞

営業日 ／ 月曜日～金曜日

営業時間 ／ 8:30～17:15
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