①参加要項
日本ジオパーク南アルプス大会（第５回日本ジオパーク全国大会）
参加要項
１

開催日・会場

（１）日程概要
平成２６年９月２７日（土）から平成２６年９月３０日（火）
２７日：開会式・講演会・首長セッション・全体交流会 ほか
２８日：分科会・パネルディスカッション・体験コーナー・閉会式 ほか
２９日：ジオツアー（飯田市・伊那市・富士見町・大鹿村から）
３０日：オプショナルジオツアー登山（伊那市・飯田市・大鹿村から）
（詳細については、別添「南アルプス大会日程」を参照してください。）
（２）会場
２７日：長野県伊那文化会館 及びその周辺
（長野県伊那市伊那市西町 5776

電話 0265-73-8822）

２８日：伊那市生涯学習センター「いなっせ」
（長野県伊那市荒井 3500 番地 1

及びその周辺

電話 0265-78-5801）

２９日：飯田市・伊那市・富士見町・大鹿村 現地
３０日：飯田市・伊那市・大鹿村 現地

２

参加申し込みの手続きについて
参加申し込み受付管理については、 トップツアー㈱伊那支店

が取り扱います。

ご不明な点は、同店へお問い合わせください。
（問い合わせ先）
トップツアー㈱ 伊那支店（担当：藤木）
ＴＥＬ ０２６５－７２－３１０３
ＦＡＸ ０２６５－７３－９５４６
〒３９９－４４３１
伊那市西春近２９１６－１ （長野日報ビル１Ｆ）
（営業時間） 平日１０：００～１８：００
（定休日）

土曜１０：００～１３：３０

日曜・祝日

（１）申し込み方法
大会に参加ご希望の方は、下記①又は②の方法により、お申込みください。
①

インターネットで申し込みの場合

日本ジオパーク南アルプス大会専用ホームページ内の申し込みサイト
アドレス：

http://minamialps-mtl-geo.jp/

をご利用ください。
② ファックスで申し込みの場合

別紙「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、ファックスにより
トップツアー㈱伊那支店
ＦＡＸ番号 ０２６５－７３－９５４６
にお申し込みください。
申込み締切日
※

平成２６年８月２９日（金）

※ＨＰとＦＡＸ同日締切

受付確認は、土・日・祝祭日を除く３日以内に、登録されたメールアドレス又は FAX 番号

へお送りします。受付確認が届かない場合、お手数でもトップツアー㈱伊那支店まで電話に
てお問い合わせください。
（２）お支払いについて
９月１０日を目途に｢ご案内書面一式｣を発送いたします。内容ご確認の上、同封の請求書に
より参加費用等をお振込み下さい。なお振込手数料は各自のご負担となります。
（３）取消し・変更について
取消・変更が発生した場合は期日に関わらず、トップツアー(株)伊那支店まで電話にてご連
絡下さい。なお全体交流会、お弁当については申込み締切日前であれば WEB サイトにて変更
手続きが可能です。取消料の規定は別途、旅行条件書にてご確認下さい。
宿泊はご利用日３日前より、ジオツアーは９月１３日より取消料対象期間となりますのでご
留意願います。

３

参加費について

（１）参加料

３０００円（資料代、保険料（ジオツアーは除く）等。
）

※別添「南アルプス大会日程」の“★”印の日程に参加される方は参加申込が必要です。
（２）ジオツアー代（参加希望者）
（参加コースにより異なります。別添「ジオツアー要項」を参照してください。）
（３）全体交流会代（参加希望者）

５０００円

９月２７日（土） １８：００～２０：００
会場 勤労者福祉センター体育館 （伊那市西町 5834 番地 8）
ジオ

※各地の 地 酒の持ち込み大歓迎です。銘柄が多くの参加者の目にとまるように、スペースを設
けさせていただきます。
（４）宿泊代（施設により異なります。別添「宿泊のご案内」を参照してください。
）

４

受付場所等について（受付を必要とするもの）

（１）９月２７日（土） 総合受付
全体交流会
（２）９月２８日（日） シンポジウム（分科会）

県文化会館
勤労者福祉センター体育館
いなっせ 会議室、伊那図書館(E のみ)

パネルディスカッション

いなっせ 会議室

（３）９月２９日（月） ジオツアー
富士見町 A
伊那市

B

伊那市

C

伊那市

D

伊那市

E

大鹿村

F

飯田市

G

飯田市

H

コースによって異なります。別添「ジオツアー要項」を参照してください。

５

分科会等について
分科会等につきましては別添の「シンポジウム（講演・分科会等）要項」を参考にしてお申
し込みください。
※

分科会等について会場の都合上、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承く
ださい。

※

“参加申込必要”の分科会等を希望する方は、参加申し込みの際に分科会のアルファベッ
ト記号を記入してください。
“一般参加”のセッションなどを希望する方は、参加申し込み
不要です。

６

ジオツアーについて
ジオツアーにつきましては別添の「ジオツアー要項」を参考にしてお申し込みください。
※

ジオツアーについて定員の都合上、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承
ください。

７

宿泊について
宿泊につきましては別添「宿泊のご案内」を参考にしてお申し込みください。
ジオツアー、オプショナルツアーについては、宿泊がツアーに含まれます。

８

昼食について

（１）９月２７日（土）
お弁当をあっせんします。参加申し込み時に注文してください。会場周辺に徒歩で行ける飲
食店は少ないです。
お弁当

１個

お渡し場所 市民体育館

１１：３０～１３：３０

昼食券との引替えとなります。

１０００円

（２）９月２８日（日）
お弁当をあっせんしません。
① 会場周辺に飲食ブースが出店しますのでご利用ください。
② 周辺店舗においてご当地ローカルグルメもご利用ください。
※詳しい内容は、後日、大会専用ホームページに掲載しますのでご確認ください。また、大
会受付時にプログラムとともにお渡しします。

９

交通について

（１） 会場までのアクセスについて
◎新宿から

約２２０ｋｍ

中央高速バス ＜新宿～伊那・飯田線（駒ヶ根車庫行）＞
新宿高速バスターミナル －

伊那市 下車 （約３時間３０分）

鉄道
ＪＲ中央本線＋飯田線 伊那市駅下車
◎名古屋から

（約３時間３０分）

約１６０ｋｍ

中央高速バス ＜名古屋～伊那・箕輪線＞
名鉄バスセンター

－ 伊那市 下車

（約３時間）

鉄道
ＪＲ中央本線 木曽福島駅下車＋レンタカー
◎大阪から

約３３０ｋｍ

高速バス ＜大阪～伊那・箕輪線＞
大阪（阪急梅田）

－ 伊那市 下車

（約５時間３０分）

鉄道
ＪＲ中央本線 木曽福島駅下車＋レンタカー
◎羽田空港から中央高速

約２５０ｋｍ

◎中部国際空港から中央高速

約２００ｋｍ

◎松本空港から長野道・中央高速

約５０ｋｍ

（レンタカーで約４０分）
高速バス予約・案内
伊那バス予約センター

電話 ０２６５－７８－０００７

京王高速バス予約センター(新宿線)

電話 ０３－５３７６－２２２２

名鉄バスセンター(名古屋線)

電話 ０５２－５８２－０４８９

阪急バス予約センター(大阪線)

電話 ０６－６８６６－３１４７

（２）大会期間中の駐車場及び会場送迎について
◎駐車場は、下記駐車場をご利用ください。各駐車場は夜間駐車も可能です。
ただし、駐車場内での事故、盗難等については実行委員会では責任を負いませんの
でご了承ください。
また、宿泊施設駐車場を利用する場合は個別に各宿泊施設とご調整下さい。
◎９月２７日～２８日、大会会場までのシャトルバスや、指定した駐車場からバス運転手等を
送迎するデマンド送迎を用意いたします。
（無料）
９月２８日、ジオツアー宿泊施設までの移動手段は、事務局で用意した送迎バス、又は乗用
車等各自手配の交通手段でも移動をいただく事が可能です。(宿泊施設と調整必要）
※いずれのバスも宿泊施設・参加ツアー決定後に希望確認をさせていただきます。あらかじめ
ご承知ください。
駐車場

日

バス

普通車

シャトルバス・デマンド送迎
開会式前

11:00 頃～

伊那北駅前
県文化会館・勤労者福祉センター体育館
駐車場（ただし、9/28 は別のイベントが
あるため使用できません。市役所専用駐
9/27(土)

車場へ移動いただきます）

→

伊那バスターミナル →
県文化会館
全体交流会後 20:00 頃～
勤福体育館前 →
伊那バスターミナル →
伊那北駅前

又は

→

必要な宿泊施設
運転手等のデマンド送迎

市役所専用駐車場

8：30 頃～17：30 頃
市役所 ⇔ 県文化会館
運転手等のデマンド送迎
8：30 頃～17：30 頃
市役所専用駐車場

9/28(日)

市役所専用駐車場

又は
いなっせ周辺駐車場
（有料）

市役所 ⇔
伊那バスターミナル
ジオツアー宿泊施設へ
(送迎バス又は各自手配交通手段)
17：30 頃～
いなっせ周辺 →
ジオツアー宿泊施設

9/29(月)
9/30(火)

市役所専用駐車場

なし

※内容が変更される場合もありますので、大会専用ホームページにて最新の情報を
ご確認ください。
◎ジオツアー参加の場合は別添「ジオツアー要項」を参照してください。

２日目：いなっせ周辺駐車場(有料)
１日目：県文・勤福体育館 駐車場

市役所専用駐車場

２日目：市役所専用駐車場

【要項の構成】
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（一般の皆様への募集）
① 参加要項（関係者・一般）
（本要項）
② 大会日程（関係者・一般）
③ シンポジウム（講演・分科会等）要項（関係者・一般）
④ ジオツアー要項（関係者・一般）
⑤ 宿泊・ジオツアー・お弁当 お申込のご案内（関係者・一般）
⑥ 参加申込書（関係者・一般）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（各ジオパーク事務局への募集）
⑦ ポスターセッション募集要項（関係者）
⑧ 全国ジオパーク展示要項（関係者）
⑨ キャラクター募集（関係者）
⑩ ジオ委託販売商品募集要項（関係者）
⑪ ジオ体験キット募集要項（関係者）
⑫ バーチャルジオパーク募集要項（関係者）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

トップツアー㈱

要項についての問い合わせ先
日本ジオパーク南アルプス大会実行委員会 事務局
（伊那市役所 世界自然遺産登録推進室内）
〒３９６－８６１７
長野県伊那市下新田３０５０番地
ＴＥＬ：０２６５－９６－８１４７
ＦＡＸ：０２６５－７２－４１４２
Ｅ－mail ：sek@inacity.jp

参加申し込みについての問い合わせ先
トップツアー㈱伊那支店（担当：藤木）
〒３９９－４４３１
長野県伊那市西春近２９１６－１
ＴＥＬ：０２６５－７２－３１０３
ＦＡＸ：０２６５－７３－９５４６
営業時間 平日 10 時～18 時 土曜 10 時～13 時 30 分
定休日
日曜・祝日

