
山田　桂一郎氏
1965年三重県生まれ。「世界のトップレベル
の観光ノウハウを各地に広めるカリスマ」と
して、ヨーロッパにおける環境保全とツアー
実施経験を生かし、日本国内の観光振興、地
域おこし、人材育成及び環境保全に関する
講演会やセミナーで多数講演。
地域観光振興のコンサルタントとして様々な
事業化を進め、多方面で活躍中。

ファシリテーター【facilitator】

柴野　寛子氏小原　    工氏
1967年神奈川県生まれ。中学で競泳を本格
的に始め、高校、大学では水球選手としてイ
ンターハイベスト４、国体、全日本選手権に
出場。大学卒業後にトライアスロンを始め、
1992年の全日本トライアスロン皆生大会で
初優勝。その後、プロ選手として世界を転戦
し、2000年念願のシドニーオリンピックに出
場を果たし、日本人トップ（21位）でゴールし
た。その後はアイアンマンや国内のロング
ディスタンスのレースを中心に活動。現在は
米子市に活動拠点を移し、「チームエフォー
ツ」を立ち上げ、選手活動を続けながら、ス
ポーツを通じての人間育成とトライアスロン
の普及発展に努める。また、2010年7月には
観光庁が創設したスポーツ観光マイスター
の第１号として任命され、スポーツを通じた
日本の観光振興にも取り組む。

パネリスト【panelist】柄木　孝志氏
1969年大阪府生まれ。10年間、出版業務など
に携わる。その後、米子にIターン。インター
ネットHP製作会社「有限会社JAPRO」に入社
し、「NPO大山王国」の活動にも積極的にかか
わることで「地域おこし」に本格的に携わるこ
とになる。日本最大のご当地バーガーの祭典
「とっとりバーガーフェスタ」では実行委員長
を務め、クリエーターによる中山間支援、廃校
を活用した街づくりを担う「山陰sacca」では代
表を受け持つなど幅広く活動。またこの頃か
ら本格的に風景写真に取り組みはじめる。特
に夜明けや深夜、夕景などこれまでに観るこ
とのなかった時間を多く切り撮ることで新た
な地元の美しさが注目され、各自治体のポス
ター、HP、観光ツールなどに使用されるように
なる。

パネリスト【panelist】

1984年鳥取県生まれ。大学卒業後3年間東
京でOLをしていたが、2010年4月より実家が
経営する皆生温泉の旅館『皆生菊乃家』3代
目若女将修行をスタート。菊乃家社長のギ
ターと若女将のピアノが奏でる土日の夜の
「音楽コンサート」は宿泊客に好評で旅館の
名物にもなっている。現在はFacebookや
Youtubeを活用したSNS集客に力を入れて
おり、2013年鳥取県初の楽天トラベルマイ
スターを受賞。
皆生温泉青年部のメンバーとして、オリジナ
ル日本酒づくりやシーカヤックガイドとして
の活動にも取り組んでいる。

パネリスト【panelist】

加藤　誠氏
1988年(株)ジェイティービー入社、2002年
（株）ジェイティービー東日本営業本部国内
旅行政策課長、2006年同社旅行事業本部地
域観光開発課長などを経て、2008年同社旅
行事業本部地域交流ビジネス推進部長。
2011年同社旅行事業本部地域交流ビジネ
ス統括部長。現在、同社旅行事業本部観光戦
略部長 兼 ㈱JTB総合研究所客員研究員とし
て各地でセミナーや講演、執筆活動を精力
的に行っている。専門は観光を基軸とした地
域活性化事業全般（地域資源を活用した
ニューツーリズムの造成、組織・人材づくり
等）。2001年のＪＲ東日本出向時に「大人の
休日」を立ち上げる。国土交通省「観光立国
推進戦略会議」ワーキングチームをはじめ、
国や地方自治体の各種委員を歴任。2010年
度より「内閣府地域活性化伝道師」に就任。

パネリスト【panelist】

石村　隆男氏　
1957年鳥取県生まれ。1997年から大山広域
エリア活性化のコーディナーター役を務め、
鳥取県と圏域市町村と協働で情報発信の取
組を推進。2005年、地域活性化を目指すＮ
ＰＯを設立し大山王国プロジェクトを主体と
なって展開。大山ブナの森ウォーク、大山ダ
ウンヒルサイクリングなど人気の体験型ツ
アーの企画や当地について学ぶ「大山ワン
ダーエコツーカレッジ」の講師を務める。

パネリスト【panelist】

山田  桂一郎氏

〇18:00・・・・・・・・・・・・・

〇18:10・・・・・・・・・・・・・

〇18:20～19:55・・・・

大西瑞香と琴モダンカルテット

あいさつ

トークセッション［1部］(18:20～)
トークセッション［2部］(19:05～)

〈お申込み・お問い合わせ先〉
エコツーリズム国際大会2013 in 鳥取実行委員会事務局　TEL.0859-31-9373  FAX.0859-31-9374

■特別企画展■
小ホール・ホワイエ

エコツーリズム
未来フォーラム

～とっとりスタイルエコツーリズム・新たな一歩へ～
スイス（ツェルマット）を拠点に世界を舞台に活躍する観光カリスマ・山田桂一郎さん、観光を基軸とした地域活性
化を専門とするＪＴＢ総合研究所客員研究員の加藤誠さん、そして、地元、大山・中海地域で活躍する写真家、アス
リート、名物若女将らを招き、それぞれの視点で地域と旅人を元気にするツアーづくり、これからの「とっとりスタイル
エコツーリズム」について熱く語っていただきます（２部構成）

■主催／エコツーリズム国際大会2013 in 鳥取実行委員会  ■共催／元気再生大山物語・官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業委員会 〈お申込み・お問い合わせ先〉
エコツーリズム国際大会2013 in 鳥取実行委員会事務局　TEL.0859-31-9373  FAX.0859-31-9374

■主催／エコツーリズム国際大会2013 in 鳥取実行委員会  ■共催／元気再生大山物語・官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業委員会

写真展「とっとり24hours」photo by T.Karaki
～写真で感じるとっとりスタイルエコツーリズムの世界～

（JTIC.SWISS代表、NPO
法人日本エコツーリズム
協会理事、内閣府・国土
交通省・農林水産省認
定観光カリスマ）

柄木  孝志氏
（NPO法人大山中海観
光推進機構理事、山陰
sacca代表、とっとりバー
ガーフェスタ実行委員会
委員長）

小原    工氏 柴野  寛子氏
（「皆生菊乃家」若女将）

からき　たかしやまだ けいいちろう

お ばら　たくみ しばの　ひろこ

日時

場所
米子コンベンションセンター
小ホール

12 16月 日［月］
18:00 ～20:00

米子市末広町

～官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業で造成した旅行商品から～
鳥取ならではの素材を活かした価値ある商品づくりに向けて 私が、地域が、みんなが元気になる！とっとりスタイルエコツーリズム 

山田  桂一郎氏
（JTIC.SWISS代表、NPO
法人日本エコツーリズム
協会理事、内閣府・国土
交通省・農林水産省認
定観光カリスマ）

やまだ けいいちろう

エコツーリズム未来フォーラム参加申込書
■申込締め切り／12月11日（水） FAX.0859-31-9374

お名前

代表者

所属団体・機関名

代表者のみ連絡先（携帯番号など）

（一般の方は、記載不要です。）

ファシリテーターファシリテーター パネリストパネリスト パネリストパネリスト

パネリストパネリストパネリストパネリスト

「エコツーリズム国際大会2013 in 鳥取」の
あの感動的なオープニング演奏を再び！

（チームエフォーツ代表、
トライアスリート、観光庁
スポーツ観光マイス
ター）

トークセッション［1部］(18:20～)

パネリストパネリストパネリストパネリスト

トークセッション［2部］(19:05～)

エコツーリズム国際大
会2013 in 鳥取実行委
員会副会長、NPO法人
大山中海観光推進機構
理事長

石村　隆男氏
いしむら たかお

株式会社ジェイティー
ビー旅行事業本部観光
戦略部長 兼 ㈱JTB総合
研究所客員研究員

加藤　誠氏
か とう まこと

※ホームページからお申込みいただけます。
エコツーリズム国際大会 検 索検 索

※ホームページからお申込みいただけます。
エコツーリズム国際大会 検 索検 索

プロフィール

柴野　寛子氏山田　桂一郎氏 柄木　孝志氏 小原　    工氏 加藤　　誠氏 石村　隆男氏

入場
無料

住まうように 旅する。
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