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中部運輸局観光部・北陸信越運輸局観光部
平成 29 年 9 月 29 日 定例記者懇談会発表
＜お問い合わせ先＞
中部運輸局観光部観光企画課 上井
TEL：052-952-8045
中部運輸局観光部国際観光課 加納
TEL：052-952-8005

日本初、訪日ユダヤ人旅行者の受入セミナーを開催

昇龍道においては、イスラエルをはじめとしたユダヤ人旅行者が増加しています。平成 28 年 7
月には「※杉原千畝ルート推進協議会（事務局：高山市）」が設立され、中部運輸局においても、
訪日プロモーション事業において同協議会の取組みを支援しているところです。
一方、訪日ユダヤ人旅行者の受入に際しては、宗教や食事などの留意事項への対応も必要となる
ことから、中部運輸局及び北陸信越運輸局では、ユダヤ人旅行者の受入対応に必要となる事項を調
査・整理する訪日外国人旅行者受入環境整備実証事業を行っているところです。この度、宿泊施設・
飲食店・自治体等を対象に、日本初の「訪日ユダヤ人旅行者に対応した受入環境推進セミナー」を
以下のとおり開催することとなりましたのでお知らせします。
本セミナーでは、日本イスラエル親善協会のご協力の下、学識経験者、ユダヤ人旅行者に関する
取組を行っている旅行会社や自治体関係者の方にご登壇頂き、参加者との意見交換等を通じて、ユ
ダヤ人旅行者の受入に向けた理解の促進と受入環境整備を推進していくこととしております。
〇金沢会場

日時：平成２９年１１月１５日（水） 13:30～16:00
場所：石川県地場産業振興センター 新館 第１０研修室

〇高山会場

日時：平成２９年１１月２２日（水） 13:30～16:00
場所：高山市民文化会館 ４－７号室

◎参加申込

セミナー事務局へ FAX またはメールにより申し込み
（別添【セミナー参加者募集のご案内】を参照）

セミナーのプログラム、登壇者等の詳細は、別添のご案内を参照願います。

※

第二次世界大戦中に多数のユダヤ人難民の命を救った外交官杉原千畝氏にゆかりのある地域及び周辺地域（敦賀
市、金沢市、白川村、高山市、八百津町、名古屋市）を「杉原千畝ルート」として結び、海外からの誘客を図るこ
とを目的としている。

【セミナー参加者募集のご案内】

訪日ユダヤ人旅行者に対応した受入環境推進セミナー
昇龍道エリアでは、イスラエルをはじめとしたユダヤ人旅行者の増加を受け、平成 28
年 7 月に、複数自治体が協同した「杉原千畝ルート推進協議会」が設立され、ユダヤ人旅
行者の更なる増加を図るための海外プロモーション等を行っております。
しかし、ユダヤ人旅行者を受け入れるにあたっての環境は十分に整っておらず、受入環

参加無料
申込先着順
金沢：100 名
高山：150 名

境の整備が急務となっております。この状況を踏まえ、中部運輸局及び北陸信越運輸局で
は、ユダヤ人旅行者の受入に向けた取組を実施しております。
本セミナーは、日本イスラエル親善協会の協力の下、学識者やユダヤ人旅行者の受入を
行っている旅行会社・施設・自治体関係者の方にご登壇いただき、参加者との意見交換等
を通じて、ユダヤ人旅行者の受入に向けた理解の促進と受入環境整備の推進を図ることを
目的として、開催するものです。
皆様のご参加をお待ちしております。

■日程・会場
① 金沢会場

日時：平成 29 年 11 月 15 日（水） 13:30～16:00（13:00 開場）
場所：石川県地場産業振興センター 新館 第 10 研修室（金沢市鞍月 2-1）

② 高山会場

日時：平成 29 年 11 月 22 日（水） 13:30～16:00（13:00 開場）
場所：高山市民文化会館 4-7 号室（高山市昭和町 1-188-1）

■対象者
・ユダヤ人旅行者の受入をお考えの方
（宿泊施設、飲食関連事業者、観光施設、商業施設、旅行会社、交通事業者、自治体 等）
・インバウンド全般に関心のある方 等

■主催 中部運輸局観光部・北陸信越運輸局観光部
■プログラム
■開会 中部運輸局
第１部 基調講演（13:40～14:55）
■ユダヤ教に関する基礎知識

講師：愛知教育大学 社会科教育講座 教授 黒川 知文 氏

■ユダヤ人旅行者の動向・受入対応の状況

講師：株式会社日本の窓 代表取締役 アヴィ・ルガシ 氏

第２部 パネルディスカッション（15:10～15:55）
■テーマ｢ユダヤ人旅行者の動向｣、「宿泊・飲食にあたる対応・おもてなし」
パネリスト：愛知教育大学 社会科教育講座 教授 黒川 知文 氏
株式会社日本の窓 代表取締役 アヴィ・ルガシ 氏
日本イスラエル親善協会 理事 野田 ドリット 氏
敦賀市産業経済部人道の港発信室 室長 西川 明徳 氏 ※金沢会場のみ
杉原千畝記念館 館長 國枝 大索 氏 ※高山会場のみ
ファシリテーター：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング㈱

観光政策室 主任研究員 内田 克哉

■質疑応答
※本セミナーでは事前に参加者の皆様からのご質問を承ります。

■申し込み先 （お申し込みに関するお問合せは下記までお願いします）
セミナー事務局：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 観光政策室（担当：加藤 千晶）
TEL

052-307-1103

FAX

052-307-1126

MAIL

tourism@murc.jp

訪 日 ユダヤ人 旅 行 者 に対 応 した受 入 環 境 推 進 セミナー 参加申込書

（FAX 送付用）

申し込みＦＡＸ番号：０５２－３０７－１１２６
本申込書をファックスで送付いただくか、電子メール（tourism@murc.jp）にて申し込みを受付けます。電子
メールで申込される場合は、件名を「ユダヤセミナー申込み」とし、下表の項目をもれなく記載して送付くださ
い。申込締切は、金沢会場：平成 29 年 11 月 10 日（金）必着、高山会場：平成 29 年 11 月 17 日（金）必着と
いたします。
なお、参加証は発行いたしません。先着順での受付とし、定員を超えた場合、参加いただけない場合がござい
ます。その場合は、セミナー事務局よりその旨ご連絡を差し上げます。

貴団体・企業名
お名前

所属部署・ご役職

ご参加者名

お電話番号

（

）

－

FAX 番号

（

）

－

メール
（連絡担当）

参加会場
（※必ず○をお付け下さい）

①金沢会場

②高山会場

①金沢会場

②高山会場

@
※当日お聞きしたい事項がございましたら、こちらにご記入ください。

質問

※３名以上で申込をされる場合は、別途ご記入ください。

金沢会場（11 月 15 日（水）
）

高山会場（11 月 22 日（水）
）

（石川県地場産業振興センター 新館 第 10 研修室）

（高山市民文化会館 4-7 号室）

所在地：金沢市鞍月 2-1
（JR「金沢駅」金沢港口（西口）より車約 10 分、
もしくは北鉄バス約 20 分（
「工業試験場」下車））
※北鉄バス時刻ご参考 12 時 48 分 金沢駅西口発→13 時 2 分
工業試験場着（6 番乗り場 消費生活支援センター行き）

所在地：高山市昭和町 1-188-1
（JR「高山駅」白山口（西口）より徒歩約 5 分）

個人情報の取り扱いについて

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ご記入いただいた氏名、住所、電話番号、その他の個人情報は、当社の「個人情報保護方針」（http://www.murc.jp/corporate/privacy/）
及び、「個人情報の取り扱いについて」（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います
お預かりした個人情報は、当社において、本セミナーの運営及び本セミナーに関するご連絡、今後のセミナーのご案内、セミナー企画の
参考、コンサルティングのご紹介の目的に限って利用し、厳重に管理いたします
お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者には提供いたしません
お預かりした個人情報は、業務委託により当社以外の第三者に預託する場合がございます。そうした場合には、十分な個人情報保護の水準を備える者を選定し、契約によって個人情
報の保護水準を守るよう定め、個人情報を適切に取り扱います
申込書の必須項目には必ずご記入ください。必須項目にご記入頂けない場合は、お申込みをお受けできない場合がございます。また、ご記入内容に不備がある場合は、改めて内容
の確認をさせて頂く場合がございます。なお、必須項目以外のご記入は任意ですが、できるだけご記入いただけますようお願い申しあげます
お預かりした個人情報の開示、訂正、利用停止等若しくは利用目的の通知のご請求、または個人情報に関する苦情のお申し出、その他の問い合わせにつきましては、表面記載の「お
問い合わせ先」までご連絡ください

