2017 年１月吉日

温泉観光実践士養成講座(
温泉観光実践士養成講座(第３回・別府
回・別府)
別府)の開催要項
温泉観光実践士養成講座実行員会

【開講の趣旨】
開講の趣旨】
温泉観光実践士養成講座実行委員会では、「温泉の正しい理解、温泉観光地の活性化に関する人材の育成」を意
図して、2009年７月に大阪観光大学で第１回「温泉観光実践士養成講座」を開催し、2016年６月末開催で、８回目
を迎えました。本講座は主に実践面を重視した講座であり、平易な講義によって、温泉を正しく理解した上で、温
泉観光地の振興・活性化に寄与する人材を育成したいと考えます。
当委員会では、日本を代表する観光資源である温泉資源が有効に利用され、正しく活用されることで、いままで
以上に温泉と温泉地が広く国民に愛され、
さらにはＯＮＳＥＮとして外国人にも親しく利用されることを願ってや
みません。しかし、21世紀に入って、温泉偽装・ガス爆発・レジオネラ症・震災・雪崩による事故などが発生し、
温泉に対する社会的な不信・不安が生じた事実は周知の通りです。
一方、バブル経済の崩壊で、全国の温泉観光地では団体旅行の激減などで観光客数が減少し、温泉旅館の経営不
振が顕在化してきました。こうした温泉に対するマイナス面や困難を克服するための一助として「温泉観光実践士
養成講座」を企画した次第です。
本講座は、2015年12月に念願の東京に進出し、第２回は2016年12月３日と４日に開催し、大物講師の登用もあっ
て、216人に及ぶ温泉観光実践士が誕生しました。これで累計815人を数えることになりました。なお、2017年７月
１日(土)・２日(日)は、花山温泉(和歌山市)開催が決定し、新講座「温泉と美容」を開講する予定です。
さて、温泉マニアの聖地である別府開催は、2015年・2016年に続いて、３回目となります。時期は2017年３月25
日(土)・26日(日)の２日間です。３月25日は別府八湯温泉道が2001年にスタートした記念日で、記念日開催の慶び
は甚大です。別府八湯温泉道は2017年で17年目を迎えます。平たく言えば、温泉道の記念ベントとして、本講座を
企画したことになります。
本講座では、全講義受講生に対して、温泉観光実践士養成講座実行員会所定の「温泉観光実践士」の認定証を発
行し、３回以上の受講生に対して「温泉観光管理士」、５回以上の受講生に対して「温泉観光
士」、７回以上
の受講生に対して「温泉観光管理
士」、10回以上の受講生に対して「温泉観光 世
士」、15回以上に受講
生に対して、新たに「温泉観光
スマ」の認定証を発行 します。
とこ で、温泉観光実践士の
ですが、通 「温泉 Ｏ 」とします。 まり「温泉ト
」と びます。
は「 ー
観光事 」、Ｏは「オーガーナイ ー
、世 人、まとめ 」、
は「 ライオ
イ
(時間・
が)
であること」の意 で、言い えれば、「温泉観光事 を
に進める世
」となります。 かりやすい愛 として末 く定 することを願ってやみません。
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【講師の略歴】(アイウエオ順)
礒村 公志：担当科目「温泉」 温泉観光実践士協会・特別研究員。
浦 達雄：担当科目「温泉旅館」 大阪観光大学観光学部・教授。
小野 弘：担当科目「別府八湯」 郷土史愛好家。
金井 茂幸：担当科目「温泉業界におけるインバウンドについて」 (㈱)ツーリストサポート・代表取締役。
河野 純一：担当科目「温泉施設」 ㈱ユーネット・代表取締役。
佐藤 正敏：担当科目「別府八湯温泉道」 ＮＰＯ法人別府八湯温泉道名人会・理事長。
鶴田浩一郎：担当科目「観光まちづくりとオンパク」 ホテルニューツルタ・代表取締役。
八木みちる：担当科目「美人温泉道」 美人温泉道・隊長。
安富 秀和：担当科目「ユニバーサルツーリズム」 ＮＰＯ法人自立支援センターおおいた・理事長。
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現 ※講師と時間割は都合により変更することがあります。

【開催日時と講義内容】2017 年１月 27 日 在

月日
1日目
2017年
3月25日
土曜日

2日目
2017年
3月26日
日曜日

内訳
受付
開講式
講義①
休憩
講義②
昼休み
講義③
休憩
講義④
休憩
講義⑤
諸連絡
講義⑥
休憩
講義⑦
昼休み
講義⑧
休憩
講義⑨
課題
閉講式

時間割
テーマ
講師等
肩書
09：45－10：15
10：15－10：30 開講の辞
実行委員会
10：30－11：30 ①別府八湯
小野 弘 郷土史愛好家
11：30－11：40
11：40－12：40 ②ユニバーサルツーリズム
安富 秀和 ＮＰＯ法人自立支援センターおおいた・理事長
12：40－13：40
13：40－14：40 ③温泉業界におけるインバウンドについて 金井 茂幸 (㈱)ツーリストサポート・代表取締役
14：40－14：50
14：50－15：50 ④温泉
礒村 公志 温泉観光実践士協会・特別研究員
15：50－16：00
16：00－17：00 ⑤観光まちづくりとオンパク
鶴田浩一郎 ホテルニューツルタ・代表取締役
17：00－17：10
10：00－11：00 ⑥温泉施設
河野 純一 ㈱ユーネット・代表取締役
11：00－11：10
11：10－12：10 ⑦別府八湯温泉道
佐藤 正敏 ＮＰＯ法人別府八湯温泉道名人会・理事長
12：10－13：10
13：10－14：10 ⑧美人温泉道
八木みちる 美人温泉道・隊長
14：10－14：20
14：20－15：20 ⑨温泉旅館
浦 達雄 大阪観光大学・教授
15：20－15：50 レポート作成
15：50－16：10 認定証授与
実行委員会

キハ別府店(７階)
〒874-8558 別府市北浜 2-9-1 電話：0977-23-1111（大代表）
【受講定員】受講定員は 88 人とします。宿泊の方は各自で手配をお願いします。一部は名人会で対応をします。
【受講申込】
受講申込】以下の住所に「受講申込書」を送付するか、持参して下さい。締め切りは３月 18 日とします。
〒874-0919 別府市北浜 1 丁目 1-20 やよいビル１F
別府八湯温泉道名人会事務局内 温泉観光実践士養成講座実行委員会
電話：0977-24-8812
【受講料】振込先は以下です。締め切りは３月 18 日とします。
ゆうちょ銀行 記号 17290 番号 17784491
ＮＰＯ法人 別府八湯温泉道名人会
トクヒ）ベップハットウオンセンドウメイジンカイ
受講料：１万円(資料代・会場費・諸費用を含む)。
１科目受講の場合は 2,000 円(1 科目 1,000 円、資料代など 1,000 円)。
２科目受講の場合は 3,000 円(2 科目 2,000 円、資料代など 1,000 円)。
３科目受講の場合は 4,000 円(3科目 3,000 円、資料代など 1,000 円)。
【問い合せ先】
【問い合せ先】ＮＰＯ法人別府八湯温泉道名人会
〒874-0919 別府市北浜 1 丁目 1-20 やよいビル１F 電話：0977-24-8812 メルアド： info@beppu88.com
【主催・共催・イメージキャラクター
【主催・共催・イメージキャラクターなど】
・イメージキャラクターなど】後援などは、そのつど更新します。
主催：温泉観光実践士養成講座実行委員会
共催：ＮＰＯ法人別府八湯温泉道名人会、温泉観光実践士協会、温泉愛好会
後援：別府市役所、別府市旅館ホテル組合連合会、別府市観光協会
イメージキャラクター：相澤めぐみ(温泉ソムリエ・演歌歌謡曲歌手)(キングレコード)
【開催場所】ト
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