第 7回

スポーツツーリズム・コンベンション
in さいたま

日時
場所
申込方法
主
後

2019年 3 月19日火〜20日水
ソニックシティ市民ホール

（さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル4階）
JSTAウェブサイトからお申し込みください

www.sporttourism.or.jp

催： 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）／さいたま市／一般社団法人
さいたまスポーツコミッション（SSC）／公益社団法人さいたま観光国際協会（STIB）
援（予定）： 観光庁／スポーツ庁

参加費

無料
（懇親会参加費5,000円）

第7回 スポーツツーリズム・コンベンション in さいたま プログラム
3月19日火

LAP

14:00 ～ 14:15

15

14:15 ～ 14:45

30

14:45 ～ 15:00

15

15:00 ～ 17:00 120

17:30 ～

メイン会場（404・403）

401

開会式
・主催者あいさつ さいたま市長 清水 勇人
  ⼀般社団法⼈⽇本スポーツツーリズム推進機構 会⻑ 原田 宗彦
  一般社団法人さいたまスポーツコミッション 会長兼代表理事 本田 秋満
公益社団法人さいたま観光国際協会 会長 清水 志摩子
・主催者紹介
基調講演

東京ガス株式会社 埼玉支社 支社長／前 東京フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長 阿久根 謙司 氏

休憩

ブース展示
（※16:00まで）

パネルディスカッション 「これからのスポーツコミッション」（仮）
一般社団法人さいたまスポーツコミッション 副会長兼専務理事 遠藤 秀一
金沢文化スポーツコミッション 代表 平 八郎 氏
株式会社くまもと DMC 代表取締役社長 梅本 茂 氏
コーディネーター：原田 宗彦 （JSTA 会長）
懇親会（402 会場） ※別途参加費が必要です。（参加費：5000 円）

3月20日水

LAP

メイン会場（404・403）

第二会場（402）

【1-1】スポーツツーリズムとテクノロジー

9:30 ～ 11:00

90

・富士通株式会社 スポーツ・文化イベントビジネス
推進本部 第二スポーツビジネス統括部
統括部長 藤原 英則 氏
・日本アイ・ビー・エム株式会社
GBS iX IBM SPORTS プロデューサー 岡田 明 氏
コーディネーター：高橋 義雄

（JSTA 理事／筑波大学

11:00 ～ 11:15

15

体育系

90

【2-1】都市型スポーツイベント
・公益財団法人日本バレーボール協会 専務理事 事務局長
ビーチバレーボール事業本部本部長 八田 茂 氏
・沖縄県文化観光スポーツ部
空手振興課長 山川 哲男 氏
コーディネーター：大塚 眞一郎

（JSTA 理事 /JTU 専務理事・ITU 副会長・JOC 理事）
准教授）

休憩
【1-2】自転車活用・サイクルツーリズム
・八重洲出版 サイクルスポーツ編集部 江里口 恭平 氏

11:15 ～ 12:45

401

・一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン
（全国サイクルツーリズム連携推進協議会） 中島 祥元 氏
ほか
コーディネーター：押見 大地 氏
（東海大学 スポーツ・レジャーマネジメント学科

講師）

【2-2】都市部に適したスポーツツーリズム（仮）

ブース展示

・日本アイ・ビー・エム株式会社
GBS iX IBM SPORTS プロデューサー
（さいたま市スポーツアドバイザー） 岡田 明 氏
・株式会社日本政策投資銀行 参事役
（さいたま市スポーツアドバイザー） 桂田 隆行 氏
・株式会社ＮＴＴデータ
エグゼクティブシニアスペシャリスト
（さいたま市スポーツアドバイザー） 松田 雄史 氏
コーディネーター：高橋 伸一郎

（ さいたま市スポーツ政策室長）

12:45 ～

60

13:45 ～ 15:45

120

閉会（ファムトリップ参加者は昼休憩）
ファムトリップ

< 参加無料・要事前申込 >

ソニックシティ～（バス移動）～大宮盆栽美術館（見学）～（バス移動）～大宮駅
定 員：先着申込 40 名まで

※スケジュールは、予定のため、今後変更の可能性があります。ご了承ください。
↑熊谷

ソニックシティ市民ホール

さいたま・春日部線

ACCESS

●埼玉りそな銀行
●JACK 大宮

西口

号線

アルシェ●

ソニックシティ
ホール●
シーノ大宮
●

大宮駅

国道
17

お問い
合わせ

日本橋 ↓

●
そごう大宮店

一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構 事務局
TEL：03-6441-2045
どんどんどんの森公園
E-mail:
info@sporttourism.or.jp
●
※平日 10
時〜 18 時
アバンセ

●
市立図書館

●パレスホテル大宮

歩行デッキ

さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル 4 階
TEL. 048-647-4111 FAX. 048-647-4159
●鉄道／ JR 京浜東北線・埼京線・ニューシャトルほか大宮駅西口から徒歩 3 分
●車 ／ 首都高速道路埼玉大宮線 新都心西 IC より1キロメートル

DOM
マルイ
●

ソニック
シティビル

JR

〒 330-0854

申込方法

JSTA ウェブサイトからお申し込みください

www.sporttourism.or.jp

←武雄市

