南知多町観光協会 行
〒470-3321 愛知県知多郡南知多町大字内海字先苅31-2
TEL 0569-62-3100
FAX 0569-62-3520
E-mail info@minamichita-kk.com

第19回東海北陸商店街おかみさん交流サミット参加申込書
〒

代表者

住 所

所 属

連絡先

交流会
参加者は〇

参加する

エクスカーション
参加者はA又はB

参加しない

宿泊希望

第19回 東海北陸商店街おかみさん交流サミット
in 南知多
テーマ：跡継ぎ育ての極意！あなたの跡継ぎ大丈夫？
基調講演①対談 講師プロフィール
一般社団法人しながわ観光協会
海栄RYOKANS 女将
渡邉 栄子氏
理事 綱嶋 信一氏

南知多の「海栄館 鯱亭」から始まり、
現在では全国で18軒の旅館を経営す
る海栄RYOKANSグループの女将。また、
がまごおり温泉郷の女将たちによる
「こはぜの会」を発足し、地域活性
化に努める。3子を後継者として育成。

数々の地域活性化組織の
要職を務め、地元品川商
店街では地域活性化に係
るまちづくりの仕掛人。
豊富な経験とノウハウを
持ち各地で講演。

基調講演②講師プロフィール
家田 馨子氏

南知多のポン菓子専門メーカー「家
田製菓」の経営者。地域の特産品を
使った商品の開発や新感覚のポン菓
子を売出し経営拡大。５子を育て上
げ、長男次男を後継者として育成中。
日本一のポン菓子メーカーを目指す。

※団体でお申込みの方はご記入ください。
東海北陸商店街おかみさん交流サミットとは？
人口減少に伴う商店街の様々な地域問題に際し多業種の「女将さん」による
活動の情報交換及び交流を行い、自己の向上と地域の活性化を図るサミットです。

団体名

交流会参加者は〇
№

参加者氏名

屋号/職業

参加する

参加しない

宿泊
希望

エクスカーショ
ン参加者は
A又はB

1

会

場

水軍伝説の風薫る宿 花乃丸3F大宴会場
愛知県知多郡南知多町豊浜廻間17-18
TEL 0569-64-3555

日

時

2017 年 9 月 6 日（水）

2
3

12：30～17：30（11:45より受付）

4

参加費

5

3,500円〔1,000円分のお買物券付〕
＊参加された方には下記協力店の詰め合わせお土産付

①サミット参加費（3,500円）及び交流会会費（5,000円）は、当日サミット受付会場にて
お支払いください。

＊交流会（別途5,000円）：サミット終了後花乃丸宴会場「花鏡」にて、
ペア無料宿泊招待券などが当たるお楽しみ抽選会も開催！

②参加・宿泊申込書は、郵送またはFAXにてお願いいたします。
※花乃丸が満室の場合は変更となる場合があります。

締

切

8月15日（火）

③宿泊希望者は宿泊先（花乃丸）と費用を確認の上、申込書にA又はBを記入してください。
A 4名様一室 7,000円（一泊朝食付き、消費税・入湯税込）
B お一人様ご希望の方は別途ご案内いたします
※少人数お客様は、男女別相部屋となる場合がございます。
予約のみ事務局にてとりまとめますので、お支払いは各自にてお願いいたします。

申込・
問合先

南知多町観光協会

主催：南知多町観光協会

後援：中日新聞社、南知多町、南知多町教育委員会、師崎商工会、豊浜商工会、内海商工会

南知多町

お買物券は物販コーナーにてご使用ください。
南知多特産品ほか、まるは巻き、焼きそば、
たこ飯、しらす丼などの販売もあります。

TEL 0569-62-3100 FAX 0569-62-3520
E-mail info@minamichita-kk.com

アクセス
＊車でお越しの方は「豊丘IC」下車約10分
＊公共交通機関でお越しの方は名鉄「河和駅」下車

河和駅よりシャトルバス送迎をご用意します。（11時発）

協力店：豊半、鯛祭り広場、めんたいパークとこなめ、家田製菓、中日新聞社、テレビ愛知、南知多町、南知多町観光協会

タイムスケジュール

エクスカーション旅程表

11：45～ 受付
12：30～ 開会挨拶

13：00～
13：40～
14：10～
14：25～

15：25～
15：40～

16：25～
16：45～
16：55～
17：05～
17：15～

東海北陸商店街おかみさん会 会長 藤井智香子
南知多町観光協会長 内田新三
来賓あいさつ
来賓紹介
基調講演① 「海栄RYOKANS 女将 渡邉栄子氏と
まちづくり仕掛け人 綱嶋信一氏との対談」
基調講演② 家田馨子氏「ポン菓子を未来へ～息子たちとの再スタート」
休憩
事例発表
・高山市商店街振興組合連合会女性部 ストリート21
「ベビーカーのまちさんぽ」
・藤枝駅前商店街振興組合理事長 北島多喜子氏
「実施事業経過報告」
・掛川おかみさん会会長 山本和子氏 「掛川の町づくりについて」
・武豊町商工会女性部「武豊町商工会女性部の取り組み」
休憩
事例発表
・野間旅館組合女将会「冨具神社の御神酒で作るきゃら蕗」
・日間賀島女将会「金のたまごを育てる」
・篠島女将会「島フェスの取り組み」
日本福祉大学による研究発表 大林由美子 助教・末永和也 助教
「南知多町の地域力と住民のチカラ」
綱嶋信一氏によるまとめ
南知多町 石黒和彦町長挨拶
次回開催地紹介「掛川駅前商店街 代表 山本和子氏ほか」
閉会挨拶 南知多町観光協会副会長 鈴木甚八

18：00～ 交流会 花乃丸パーティー会場「花鏡」（別途会費5,000円）
「南知多の名物・グルメ大集合！」
☆お楽しみ抽選会（空くじなし）
ペア宿泊招待券10組をはじめ、豪華賞品を取り揃えています。
【提 供】
ペア宿泊招待券
・篠島観光協会
・ホテルやごべい
・サンホテル大陽荘
・いすず館
・花乃丸
・いち豆
・まるは食堂旅館
・ホテル大新
・渥美半島観光ﾋﾞｭｰﾛｰ

2組
1組
1組
1組
1組
1組
1組
1組
1組

・大海老
・かに本家
・八丁味噌の郷
・ちくわの里
・松浦商店
・めんたいパークとこなめ
・西尾市観光協会
・蒲郡市観光協会
・美浜町観光協会
・篠島漁業協同組合
・日間賀島漁業協同組合
・名鉄海上観光船
・フラワーラウンジ内海

・きりえ作家 山﨑修氏
・石の鳥＆流木作家
にわぜんきゅう氏
・ガラス作家 加川良宏氏
・田中農園
・みかん狩り鈴ヶ谷センター
・ＴＨファーム
・ハーブ農園リッコ
・ヤマセイ造園
・えびせんべいの里
・つくだ煮街道
・櫻米軒
・家田製菓

※交流会終了後シャトルバスにて河和駅まで送迎いたします。

A

日間賀島「ドルフィンビーチ」体験・篠島特産しらす丼堪能 2島巡りコース
【実費：2,200～4,500円】（コース内でご希望に応じます）

9：00 花乃丸発 ＝＝＝ 9：10 師崎漁港朝市 ＝＝＝ 9：25 師崎港発
☆お買い物
地元の魚にこだわった朝市。
干物などの試食ができます。

～～～ 10：10 日間賀島西港着 ＝＝＝ ドルフィンビーチ体験 ＝＝＝
徒歩
水族館とは違う自然の海で
日間賀島名物のたこの

泳ぐイルカをご覧ください。

モニュメントがお出迎え。

11：25 日間賀島西港 ～～～ 11：35 篠島港着 ＝＝＝ 昼食（しらす丼） ＝＝
島の駅 SHINOJIMA

全国有数の漁獲量を
誇る篠島のしらすを
ご堪能ください。

＝ 12：55 篠島港発 ～～～ 13：05 師崎港着 ＝＝＝ 13：20 ぽんカフェ ＝
家田馨子氏の経営する日本初
のぽん菓子専門店。新感覚の
ポン菓子もあります。

＝＝ 13：50 鯛祭りひろば ＝＝＝ 14：15 花ひろば ＝＝＝ 15：00 帰路（花乃丸）
1年を通して様々な花を
見ることができ、夏は日本
最大級のひまわり畑が人気。

えびせんべいの製造直売。
大型ビジョンで鯛祭りを鑑賞
でき、鯛みこしがお出迎え。

B

まるは名物エビフライ堪能・国重要文化財指定「内田佐七家」見学コース
【実費：2,500円（ご自身での移動）～5,000円（マイクロ送迎利用）】
9：00 花乃丸発 ＝＝＝＝ 9：10 師崎漁港朝市 ＝＝＝＝ 9：50 岩屋寺
☆お買い物
地元の魚にこだわった朝市。
干物などの試食ができます。

尾張高野山総本山。
1300年続く歴史あ
るお寺。

＝＝＝＝ 11：00 内田佐七家 ＝＝＝＝ 12：30 まるは食堂旅館（昼食）
・豊半
・鯛祭り広場
・徳吉醸造
・花ひろば
・魚ひろば
・師崎漁港朝市
・魚太郎
・岬水産
・カネヒコ水産
・ジャコデス
・師崎商工会
・豊浜商工会
・内海商工会
・南知多町

9月6日（水）・7日（木）の2日間で使える優待割引券は、後日参加者の方に送付します。

国重要文化財指定。内海船を
代表する有力船主の明治初期
の建造物。当日はガイド付。

＝＝＝＝ 13：30 花ひろば ＝＝＝＝

大きいエビフライが人気！
特製ランチをご用意します。

14：10 ぽんカフェ ＝＝＝＝

1年を通して様々な花を
見ることができ、夏は日本
最大級のひまわり畑が人気。

14：40 鯛祭りひろば ＝＝＝＝ 15：00 帰路（花乃丸）
えびせんべいの製造直売。
大型ビジョンで鯛祭りを鑑賞
でき、鯛みこしがお出迎え。

※滞在時間・コース内の変更につきましてはご希望に沿います。

家田馨子氏の経営する日本初
のぽん菓子専門店。新感覚の
ポン菓子もあります。

