
10:00

西海分科会西海分科会

時　間 内　容

12:30～13:00
13:00 
  
　　  ～17:30
18:00～20:00
20:00～ 

受付
視察　①史跡めぐり　②さいかい元氣村
講演
パネルディスカッション・総括
懇親会
各農林漁家民泊先へ移動

《１日目》
11月21日（水）

各農林漁家民泊先にて朝食
お散歩など、各農泊で
大村へ向け出発

《2日目》
11月22日（木）

さいかいさいかい

講　師

長崎国際大学人間社会学部
国際観光学科 准教授 原 哲弘

コーディネーター

長崎国際大学人間社会学部
国際観光学科 講師 小島 大輔

テーマ

分科会場 横瀬地区コミュニティーセンター

コーディネーター 長崎国際大学人間社会学部国際観光学科　講師　小島　大輔

講　師 長崎国際大学人間社会学部国際観光学科　准教授　原　哲弘

パネラー 山と海の郷さいかい 橋本 ゆうき、さいかいガイドの会 高島 正和

■ 視察
＜史跡めぐり＞
　船着場から歩いて出発。
　長崎市内にも同名の町名があるが、こちらが古く、元祖であると考えられる
「上町」の跡地、「昔の海岸の形跡」を巡り、「横瀬浦公園」へ。
　全国の教科書に載る、日本に唯一存在する「ルイス・フロイスの銅像」を見
学。
　「日本史」の著者として知られるルイス・フロイスは、1563年7月6日に31
歳で横瀬浦に上陸した。
　横瀬浦公園内の資料室にて、「相浦の研究」、西海市で出土した海獣「ペ
ンギンモドキ」の骨の化石、同じく市内で出土した「恐竜の化石」、西海市出
身の天正遣欧使節「中浦ジュリアン」について、スクリーンにて解説を楽しんで
いただきました。
　その後、展示室を経て、「教会跡展望台」へ。町の散策へ戻り、今の長崎
の町に通じる当時の痕跡を辿っていただきました。

＜さいかい元氣村＞
　船着場からバスに乗って移動。
　資料に沿って、西海市のこと、「さいかい元氣村」の成り立ち、現在の取り組みや課題などについてご説明しながら、
「さいかい元氣村」から派生し、独立して営まれている焼き菓子屋さん「村の菓子工房」へ。
　西海市の特産を利用した「みかんシフォンケーキ」「やさいのカリカリ」などを試食いただきました。

　『�全国で、多くの団体が消滅していく中、発足時ほどの勢いが無くなった後にも、決してその火を絶やすことなくコツコ
ツと続けている元氣村の活動の様子』

　『�かつて長崎県のＧＴを牽引する立場だった旧西海町時代から、低迷期を経て、今鮮やかに復活劇を繰り広げている
農林漁業体験民宿の流れ』

　これらの話に、大いに関心を寄せていただき、特産を活かした食体験を楽しみながら、西海市のＧＴの歩みを共に感じ
ていただけたことと思います。

　『実は横瀬浦は、バチカンにも認められている正式な巡礼地…！』
　『歴史にもしもがあれば…ここが長崎県の中心地になっていたかも…！』
　これらの話に、参加者の方々は熱心に耳を傾け、感嘆のため息をいただきました。
　お土産に「かんころもち」をお配りし、食の文化体験も提供させていただきました。

　その後は実際に「さいかい元氣村」へ。
　五右衛門風呂など、昭和初期の趣を残し、体感いただける家屋の見学や、持続可能な農体験を提供する場として、
外部の皆さんと協力しながら手作りしたツリーハウスやピザ窯などをご見学いただき、実際にピザ焼き体験をしていただき
ました。
　その後、西海市の農林漁業体験民宿の発展の過程をご説明しながら、宿のひとつ「す～さんち」の見学を経て分科
会会場へ。
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■ 講演・パネルディスカッション・総括
＜講演＞
　テーマは『生活の芸術者たち』。講演者自身が西海市の方と触れ合った際に受けた感動がきっかけで、西海市と25
年間関わり続けた中から生まれたテーマです。
　人と環境と観光を括る学問を通じて、学生達を参加させながら西海市に関わり続けている県内の大学の先生が、
「人」に焦点を当てながら、それぞれが能力と知恵を駆使しながら紡ぐ、西海市の歩みを紹介されました。
それぞれの方とのエピソードを交えながら、西海市の魅力を掘り起こしていく内容です。
　先生独自の構想として、西海市を中心として円を描いた際のアジアとの距離感を示し、国内にこだわらない視点でイ
ンバウンドの積極的な受け入れを促す内容も含まれておりました。
　また、二つの海に挟まれ、一見不便なように見えながら、実は大変有利な航路を持っていることを示唆され、その可能
性をご紹介いただきました。

■ 懇親会
　西海市の食材をふんだんに使い、
押し寿司などの郷土料理を含めたバ
イキング形式のお食事でした。
　各地からの地元のお酒などのお差
し入れもいただき、大変盛り上がった
楽しいひとときでした。
　途中、それぞれの地域の代表の
方に、ご参加いただいた内容につい
てのご感想や、地元での活動内容
のご紹介、現在取り組まれている内
容などを発表いただき、お互いに刺
激を与えあいながら、感激の中に幕
を閉じました。

＜パネルディスカッション・総括＞
　パネラーの高島さんは、北海道から移り住み、この地の暮らしや歴史、それらを当たり前のように愛する人達に魅せら
れて、今では地元の人たちにも引けを取らない愛を持ってガイドを務めておられます。また、地域おこし協力隊として西海
市に移住されたパネラーの橋本さんは、西海市の人々の逞しさに魅せられたと云います。「その暮らし、生き方をそのまま
貫いていただきたい」「今こそ、その生きる強さに光が当たる時であり、必要とされる時」だと。全体を通じ、西海市の魅
力に惹かれて集まった「よそ者」からの、西海市の人々への愛のこもったメッセージ（エール）のような内容となっていまし
た。会場からいただいた様々な質問にパネラーが回答し、更に内容が掘り下げられた形で終了しました。
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外海分科会外海分科会

時　間 内　容

　　  ～12:30
12:30～14:30
15:00～17:00
  
 
　　  ～17:30
18:00～20:00
20:00～ 

集合・受付
外海さるく（出津集落、大野集落）
体験 ①からべ煮しめ作り ②だご汁作り
　　 ③棚田米でおむすび作り ④パン、菓子作り
 　　⑤フラワーアレンジ又はブーケ作り
分科会会場に集合
講演及び交流会
各農林漁家民泊先へ移動

《１日目》
11月21日（水）

9:30

各農林漁家民泊先にて朝食
出発まで各民泊先でゆっくりお過ごしください
大村へ向け出発

《2日目》
11月22日（木）

テーマそとめそとめ

講　師

一般社団法人 九州のムラ
代表理事 養父 信夫

外海ツーリズム協議会
会長 平 則子

コーディネーター

分科会場 ホテル外海イン

コーディネーター 外海ツーリズム協議会　会長　平 則子    

講　師 一般社団法人 九州のムラ　代表理事　養父 信夫

○1日目　11/21（水）
～12：30　道の駅夕陽が丘そとめにて受付終了後、オリエンテーション開始
　オリエンテーションでは外海分科会での、さるくの説明と各体験受入の代表者紹介を行った。
　体験は、①からべ煮しめ作り�②だご汁作り�③棚田米でおむすび作り�④パン・菓子作り�⑤フラワーアレンジ又はブーケ
作りに分かれ、夜の交流会に自分たちで作ったものを持ち寄ることとした。

12：45～　外海さるく開始
　外海分科会のテーマは「外海の歴史」と、今回日本で最も新しく世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏
キリシタン関連遺産」を組み合わせた構成となっており、外海をさるきながら歴史について深く学べるものとして企画した。
　かつて西彼杵半島中部の外海地区一帯には多くの潜伏キリシタンが存在していた。出津集落は、禁教下においてもキ
リスト教信仰が組織的に継承されてきた地域である。大野教会堂は、ド・ロ神父によって建てられ、教会堂は平屋建てで、
その造りはレンガではなく石積みだったので非常に珍しいものであり、独特な建築様式となっている。他県の方からは見ご
たえのあるものとの声が多かった。
　外海歴史民俗資料館では、外海地区の歴史、民俗資料が豊富に展示されており、古代から現代までの歴史や昔の生
活、産業について深く学ぶことが出来る場となっていた。

13：00～【枯松神社】・【歴史民俗資料館】
　枯松神社は、現在世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の基となった場所であ
り、教会ではなく神社という形も、見つからないようにするため。森の中の神社へと向かう途中の地面に石が埋まっており、
その上に小さな石を十字に並べて祈り、その後すぐに崩し、隠れて祈っていた。キリシタンを祀る神社は日本でも珍しく、枯
松神社では年に一度枯松神社祭と言って、キリスト教と仏教、かくれキリシタンが、共に同じ場所で祈りを捧げている。

（枯松神社での説明風景） （外海歴史民俗資料館）
14：20～【大野教会堂】
　大野教会堂は1893年にド・ロ神父によって建てられたもので、石積みは地元の技術を応用しており、他県の方は興
味深く見学していた。
　参加者数も多く外海の歴史と世界遺産を堪能できた、さるくであった。

（大野教会堂） （外海分科会参加者）

15：00～【外海さるく終了後、各体験会場に移動】
　体験受入は、外海地区のツーリズム会員の協力もあり、大成功した。

● からべ煮しめ作り　in　川口カズエさん宅
　大中尾について話しながら参加者で分担し、からべ煮しめ作りが行われた。
　こんにゃくやタケノコなど、地元で採れた新鮮な食材をふんだんに使った煮しめとなった。特徴としては、具材を大きく切
り、味を染み込ませること。みなさん手際が良かったのでスムーズに進んだ。

（からべ煮しめ作り風景）

（オリエンテーション風景）

● だご汁作り　in　外海ふれあい農産加工所
　男性女性均等な人数で、野菜の切り分けや合間に洗い物するなど、チームワークが非常に良かった。だご作りは、水の
分量を手でこねながらの調整だったので、体験者にとっても面白い体験となった。味噌は外海ふれあい農産加工所自家
製のもので、愛情たっぷりのだご汁に出来上がった。
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（だご汁作り風景）

17：00～　【各体験終了後　講演及び交流会】in　外海イン
　外海ツーリズム協議会　平会長の司会により外海分科会の全体会が行われた。各体験会場で作ったものを持ち寄
り、それぞれの体験や地元の話で盛り上がり、非常に有意義な時間となった。席はくじ引きとなっており、全国各地の方と、
それぞれの特徴を活かした民泊や体験受入れなど、今後のツーリズム活動に活かすためのヒントを得る良い機会にもなっ
た。
　交流会では、外海の新鮮な魚を使った刺身や、やったろうde 高島手配のヒラメの天ぷらなども用意されており、参加者
は長崎市外海地区の味を大いに堪能できたのではないかと思われる。

（全体会の風景）

● 棚田米でおむすび作り　in　大中尾棚田公民館
　炊きたての棚田米がアツアツで輝いていた。おむすびの中には具を入れずに、お米本来の味を堪能してもらいたいとい
う地元の方の気持ちが伝わるものであった。大中尾棚田は日本の棚田百選にも選定されており、農業体験受け入れなど
も行っている。

（アツアツの棚田米でおむすび作り風景）

● パン・菓子作り　in　平ベーカリー
　平ベーカリーに入る前からパンの香ばしい香りが漂っていた。パンの作り方の説明を参加者は熱心に聞いており、ぜひ
家でも作りたいという声が多かった。平ベーカリーのパンは、直売所や各イベントなどに出品されており、本格的なパン作り
を体験できて、有意義な時間となった。

（平ベーカリーでのパン作り風景）

● フラワーアレンジ又はブーケ作り　in　外海イン
　体験においてフラワーアレンジメントは珍しく、皆楽しそうに参加していた。使用されたバラは様々な色があり、交流会の
机に飾るとその場がたちまち明るくなった。

（フラワーアレンジメント）

20：00～【講師：一般社団法人　九州のムラ　代表理事　養父さんによる講演会】
　美味しい料理でお腹も満たされた後、講師である養父さんを招いた講演会が行われた。今回の全国グリーンツーリズム
長崎大会では“次世代につなげること”がテーマとされており、養父さんの講演会では具体的にどのような取り組みを行うべ
きかのヒントを得られた。
　グリーンツーリズムでは後継者を育てることがまず一番の課題となっている。生活できるくらい稼げるものでないと若者は
興味を持たない。地元の人にしか分からない見頃のイベントの宣伝に力を入れると、さらに盛り上がり、観光客も徐々に増
えていく。外海は、山もあり海もあり、夕暮れ時の海に沈む夕日は絶景である。世界文化遺産にも登録され、この素晴らし
さをもっともっと周りに広めていくことが、今回のテーマである“次世代につなげること”への第一歩となるのではないか。
　他県からの参加者にとっても非常に良い体験となる外海分科会となったのではないでしょうか。

（養父さんによる講演会の様子）

21：00～　【講演及び交流会終了後　各農泊宿舎へ移動】
　その後時間の許す限り農泊先で交流会が行われたようだ。

○２日目　11/22（木）
　9：30～　各農林漁家民泊先にて朝食　その後大村へ向け出発
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県央分科会県央分科会
（大村・東彼杵・波佐見）

時　間 内　容

13:00～13:30
13:30～14:40
  

15:00～17:00
17:10～19:10
20:00～ 

受付
体験
①焼き物絵付け体験
②ピザ作り体験
③散策（焼き物工場見学）
パネルディスカッション
夜の大交流会
各宿泊先へ移動

《１日目》
11月21日（水）

各宿泊先にて朝食
体験等
(波佐見)陶芸の里中尾山散策
(東彼杵)茶畑見学とお茶の淹れ方体験
(大　村)民泊見学・村のかじ屋見学

《2日目》
11月22日（木）

むらおお ぎそのひがし さ みは

テーマ

コーディネーター

高千穂ムラたび
代表取締役 飯干 淳志

分科会場 旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂
コーディネーター 高千穂ムラたび 代表取締役　飯干 淳志    
パネラー NPO法人グリーンクラフトツーリズム研究会会長 児玉 盛介

大村市グリーン・ツーリズム推進協議会会長 山口 成美
東そのぎグリーンティーリズム協議会会長　中山 久嗣

児玉　盛介 氏（NPO法人グリーンクラフトツーリズム研究会会長）

○農と焼き物のツーリズムを立ち上げた。
○大型客船型受入れでなく、欧米型体験受入を目指す。
○波佐見町の歴史や文化を体験する。
○自社の社員（海外）には帰国後は商品化できるように支援。

中山　久嗣 氏（東そのぎグリーンティーリズム協議会会長）

○行政等の助言を受け、お茶の専業農家で立ち上げた。
○海外の旅行会社と連携し、海外旅行客を受入れている。
○最大の心配事は言葉の壁、しかしスマホで何とか解決。
○専業農家での農繁期の受入れには地域連携が必要。

【体験②】ピザ作り体験
　地元産を含むたっぷりの野菜を使って、生地からつくる本格ピザ作り。陶器用の窯をアレンジし地元の方が一から手づく
りした窯で１枚１枚焼き上げられ、出来立てをその場で美味しくいただきました。

（頑張れ！自分で作ったピザは旨いよ）

【体験③】散策（焼き物工場見学）
　地元ボランティアガイドの案内で、「やきもの公園」の古代から近代までの復元された「世界の窯」、焼き物工場で波佐
見焼の制作行程を見学し、分科会メイン会場までの歴史・文化を堪能しました。

（波佐見町にはたくさんの歴史と培われた文化があります）

　　進行：小林　善輝氏（NPO法人グリーンクラフトツーリズム研究会事務局）

13：30～14：40  体験
【体験①】焼き物絵付け（ポーセラーツ）体験
　絵を陶器に転写して絵付けをするので、絵が苦手という方もとても楽しんでいました。絵付け後はすぐに焼き上げられ、
次の日に完成品が参加者に手渡されました。思わぬお土産に感動されていました。

（いろんなアイテムを使って絵付け、世界にひとつの作品づくり）

15：00～17：00　【パネルディスカッション】
　　　　　会場：旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂（国登録有形文化財）

外観（昭和12年建設） 会場内部 パネルディスカッションの様子

パネラー（左から山口氏、中山氏、児玉氏）

参加者との質疑応答
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山口　成美 氏（大村市グリーンツーリズム推進協議会会長）

○果樹の収穫体験だけでなく、年間来て貰うGTを目指す。
○海外からの最初の受入は意図的に計画。
○海外受入にはWi-Fi環境は必要。母国と繋がっている安心感。
○農家民宿とシュシュとの連携による受入時間の調整が可能。

コーディネーター講評：飯干淳志（高千穂ムラたび代表）

インバウンドの成功のヒケツ
○連泊はお客と受入農家の双方のメリットがあるので地域の連携がカギ。
○地元連携、近隣市町連携、将来的には県内や九州内連携も視野に入れる。
○GT活動の継続のためにはビジネスに繋げていく視点が必要。
○価格だけでなく、GTの価値の創設も大事なこと。

波佐見高校生も熱心に勉強

17：10～19：10　【夜の大交流会】　

波佐見町長（上）と地元酒、郷土料理（川内、鬼木、野々川地区）でお迎え　

料理を味わいながら、楽しく情報交換

波佐見高校生も試作品を提供
地元の食材を使ったスイーツの商品化を
目指しています。（米粉パウンドケーキ）

特別展示コーナー　日本遺産「日本窯業圏」　日本磁器のふるさと肥前
　陶石、燃料（山）、水（川）など窯業を営む条件が揃う自然豊かな
九州北西部の地「肥前」で、陶器生産の技を活かし誕生した日本
磁器。肥前の各産地では、互いに切磋琢磨しながら、我が国の暮ら
しの中に磁器を浸透させてきました。今も歴史と伝統が培った技と
美、景観を五感で感じることができる磁器のふるさとです。（肥前窯
業圏リーフレット抜粋）

11月22日　午前中　①大村コース　②東彼杵コース　③波佐見コース

　①大村コース
　日本ファームステイ協会�代表理事の上山氏によるセミナーの後、３軒の農家民泊を見学し、外国人などの宿泊者への
おもてなしについて、現場の声を直接聞くことができました。

　②東彼杵コース

　蒸し製玉緑茶の部門で、H29、30年度2年連続日本一と
なった「そのぎ茶」。

　４代続くお茶農家で、茶畑、茶工場見学とお茶淹れ体験。そのぎ茶の美味しさを味わいました。

　③波佐見コース

　陶郷中尾山は、現在も約20軒の窯元・商社が伝統の地場産業を守り続けています。
世界第2位の登り窯（復元中）を見ながら路地裏散策を行いました。　　　 長崎名物！

坂が多い路地裏

ピザ作りの指導者
四季舎の畑中さん　 中尾上登釜跡
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南島原分科会南島原分科会
みなみしまばらみなみしまばら

時　間 内　容

  　　～13:30

13:30～14:30

14:30～17:30

17:30～19:00

19:00～

集合・受付

みかん狩り体験

事例発表、講演・パネルディスカッション

交流会

入村式・各農林漁家民泊先へ移動

《１日目》
11月21日（水）

  

  　　～8:15

  8:30～9:15

  9:30～

各農林漁家民泊先にて朝食

集合・離村式

世界遺産「原城跡」をガイドと見学

全体会会場へ移動

《2日目》
11月22日（木）

テーマ

▲コーディネーター

分科会場 旧吉川小学校（旧校舎）

コーディネーター・講師 学校法人東海大学 経営学部 
観光ビジネス学科 教授 小林 寛子

南島原市の農林漁業体験民泊は事業開始から間もなく10年が経過し、国内の修学旅行に加え、イン
バウンドの受け入れを行いながら多くの南島原ファンを作ってきました。また、地域内では合併以降民泊
をきっかけに旧町の垣根を越えた横の繋がりができ、民泊実践者の会「南島原ひまわり村」を設立する
など新たなコミュニティを作っています。今回は、六次産業化や廃校舎活用など民泊の次なる地域づく
りについて考えます。

パネラー 太田 香代子（廃校活用実践者・民泊実践者）
楠田 耕三（民泊実践者/南島原ひまわり村 村長）
鬼塚 美佐子（地域住民代表・民泊実践者）
山口 篤弘（南島原市 企画振興部 商工観光課 課長）

場　所

旧吉川小学校

各民泊先

シーハットおおむら

■ 取組事例発表
① 農林漁業体験
　観光という分野で、歴史、食、農林業の家業体験をメインに2009年から活動している。
　１泊２日の体験がほとんどで、修学旅行生を中心に右肩上がりに参加者が増えている。
　現在は海外の方の受け入れもしている。
　体験+民泊がセットで本物の農林漁業体験ができると、国内外で高い評価を受けている。

② 廃校の活用実践
　B品野菜を活用し、ママキッチン（現在の虹色キッチンの原型）として公民館などで活動をしていた。
　その後、廃校の給食室を活用したいとルート変更という形で申請した。
　２年がかりでようやく使用できるようになり、地域をいい意味で巻き込んだ活動ができるようになった。
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■ 民泊、交流会の様子

　晩御飯には南島原の郷土料理が並んだ。テーブルでは様々な地域の方が交流を行った。

　住んでいる人が自信をもって魅力を伝えることが重要。そのためには地域の宝は何なのか、地域は何をしなければいけな
いのかを考える。難しいと思うことでアクションは止まってしまう。ちょっとでもやれることから始め、関わることで仲間が増え、
次のステップに進んでもらいたい。

■ パネルディスカッションの様子

民泊に来てくれる人のつながりも大事にしたいけど、
民泊実践者同士のつながりも大事にしていきたい！

←鬼塚さん

「民泊を行うことで宝を見つける。何もないと思っていたところに宝がある。」

プログラムの最後には、
吉川地区伝統の「浮立」を披露！

民泊「よけば」の
園田さんご夫婦の
おもてなしで楽しい
ひと時となった。

1716


