
9.　参加申込みについて

10.　団体会員の皆様へ

11.　朝来市在住の皆様へ

12.　お問い合わせ

　大会への参加を希望される方は、申込書をコピーまたは大会ホームページからダウンロードして記入の上、

FAX、郵送またはE-mailにて、大会事務局までご提出ください。

《 定 　 員 》　 200名（先着順）

《 締 切 り 》　５月１日（日）

《 申 込 書 》　［朝来市HP］　http://www.city.asago.hyogo.jp/0000008343.html

　　　　　　［日本オオサンショウウオの会HP］　https://www.giantsalamander.net/

《 送 り 先 》　日本オオサンショウウオの会・朝来大会事務局

　　　　　　〒669-5153　兵庫県朝来市山東町大月91-2 朝来市埋蔵文化財センター内

　　　　　　［ TEL ］　079-670-7330　　［FAX］　079-670-7333　［ E-mail ］　bunkazai@city.asago.lg.jp

　団体会員の代表者のみに送付しています。代表者の方は、会員の皆様への周知をお願いします。

本大会は、たくさんの一般参加、市民参加をお待ちしています。

　● 朝来市在住の方の参加費は無料です。当日参加も受け付けておりますのでぜひご参加ください。

　● NPO法人日本オオサンショウウオの会、NPO法人日本ハンザキ研究所へ入会希望の方は、大会当日受付で入会できます。

日本オオサンショウウオの会・朝来大会事務局

〒669-5153　兵庫県朝来市山東町大月91-2 朝来市埋蔵文化財センター内

［ TEL ］　079-670-7330　　［FAX］　079-670-7333　［ E-mail ］　bunkazai@city.asago.lg.jp

≪定員≫

先着200名



受付開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  物販開始

開会あいさつ・セレモニー 　　　　　　　　　　あいさつ

講演・研究報告 （アメリカ） 

講演・研究報告 （中国） 

休憩 

講演・研究報告 （日本） 

総合討論 （３国研究者による） 

歓迎アトラクション（石刀節披露） 

受付開始 　　　　　　　　　　　　　　　　　物販開始

開会あいさつ・セレモニー 　　　　　　　　　　あいさつ・来賓祝辞

栃本武良氏を偲んで・記念対談　（竹下景子×岡田純） 朝来市の現状報告・栃本先生の業績紹介

朝来市からの報告 

昼食、休憩 （弁当配布・事前予約のみ） 

日本オオサンショウウオの会・総会 

各地からの報告① 

休憩 

パネルディスカッション 　　　　　　　　　　海外・地域住民交えて

休憩 

大会宣言、次期開催地宣言 

夜間観察会場へ移動 

夜間観察会 （到着次第開始）

宿泊施設へ移動 

受付開始 （マインホール）　　　　　　　　　　　　　　 物販開始

各地からの報告② 

閉会挨拶・解散 

昼食 （弁当配布・事前予約のみ）

移動 

オプション・現地見学 （事前予約のみ） 　　　　　　  日本ハンザキ研究所

日本ハンザキ研究所にて解散

1日目  6 /17（金）　　《国際ハンザキシンポジウム》 　「世界の環境保全に学ぶ、朝来市の未来」

　　   時間　　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　  備考

 12：00～13：00

 13：00～13：20 

 13：20～14：05  

 14：05～14：50  

 14：50～15：10 

 15：10～15：55  

 16：00～17：00  

 17：00～18：00  

2日目  6 /18（土）　　《日本オオサンショウウオの会・朝来大会》

　　   時間　　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　  備考

  9：00 ～ 10：00

 10：00～10：30

 10：30～11：30

 11：30～12：00 

 12：00～12：40  

 12：40～13：30  

 13：30～15：30  

 15：30～15：40 

 15：40～17：00 

 17：00～17：05  

 17：05～17：20  

 17：20～18：00  

 18：00～19：00 

 19：00～19：30  

3日目  6 /19（日）　　《発表と現地視察》

　　   時間　　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　  備考

 8：30 ～ 9：00

 9：00 ～ 12：00  

 12：00～12：10  

 12：10～12：50 

 12：50～13：30  

 13：30～15：30 

 15：30～  

1.　スケジュール 2.　会場

4.　市内案内図（会場・宿泊及び現地見学会場）

3.　アクセス

生野ランプ生野ランプ

朝来IC朝来IC

生野

和田山

【自動車でお越しの場合】　

播但連絡有料道路　生野 ICから5分

【JRでお越しの場合】　

JR生野駅から徒歩10分

生野マインホール
〒679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷594-6

［電話番号］　079-679-4500
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5.　山東エリア・生野エリア周辺地図 6.　大会案内

山東エリア周辺地図

生野エリア周辺地図

©Google

©Google

※緊急事態宣言、まん延防止重点措置が発令されるなど、コロナウイルスの感染状況によっては、中止の判断を行う場合もございます。

【１日目】　国際ハンザキシンポジウム

（1） 講演

　オオサンショウウオ、アメリカオオサンショウウオ、チュウゴクオオサンショウウオのそれぞれの研究者から、

最新の研究成果、環境保護活動の実態などを発表いただきます。

【２日目】　朝来大会

（2） 栃本 武良氏を偲んで・記念対談　《 竹下景子 × 岡田純 》

　日本テレビ「遠くへ行きたい」にて日本ハンザキ研究所を訪れ、生前の栃本武良前理事長とも親

交のあった竹下景子氏をお招きし、現理事長 岡田 純とともに栃本先生の業績を振り返りながら

思い出や、オオサンショウウオへの想いなどを語ります。

　合わせて、岡田理事長から朝来市の現状、調査報告をお話し、オオサンショウウオや周辺

環境保護の在り方についても考えます。

（3） 朝来市からの報告

　朝来市では、小中学校、高校においてオオサンショウウオの授業を取り入れ、朝来市の豊かな自然環境と、その

象徴であるオオサンショウウオを守っていこうと、市内の子供たちが積極的に取り組んでいます。

　今回は、生野中学校、生野高校の生徒による活動報告を行います。

（4） 各地からの報告（口頭発表）

《発表時間》　１題につき10分以内。５分・７分・10分を事前に選択。

《申し込み》　  別紙申込書に、表題、発表者名、所属、発表時間、ポスター発表への変更可否を記入の上申し込みく

　　　　　　ださい。なお、時間の都合上、申込み多数の場合は事務局にて発表者の調整をいたします。

《 締 切 り》　5月1日（日）　必着

《発表要旨》　○ 発表者は、事前に下記の作成要領により発表要旨を作成、提出ください。

　　　　　　○ 発表要旨締切り　5月20日（金）

　　　　　　○ 発表データは、E-mailもしくはCD-R等の媒体でお送りください。

　　　　　　○ パワーポイント以外のソフトで作成される場合は、パソコンをご持参ください。

　　　　　　［発表要旨作成要領］

　　　　　　〈使用ソフト〉　　マイクロソフトWord

　　　　　　〈用紙と設定〉　　用紙サイズ：Ａ4　余白は標準とする

　　　　　　〈 文字・行数 〉　　44文字 × 44行　一段組設定

　　　　　　〈文字サイズ〉　　［タイトル］ 16pt　　［本文］ 10.5pt　　［著作名／所属名］ 11pt

　　　　　　〈　字　体　〉　　タイトルおよび本文　［ ＭＳ明朝 ］

　　　　　　　　　　　　　　英数字 すべて半角 　［ Times New Roman ]

　　　　　　　　　　　　　　学名　［ ｲﾀﾘｯｸ 斜体文字 ］

　　　　　　　　　　　　　　かっこ 全角　［ ＭＳ明朝 ］

　　　　　　〈　枚　数　〉　　本文、図表、写真含めて１ページ以内

《女優》  竹下 景子 氏
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※「個室等ご希望の場合はコースCをお選びいただき、近隣のホテルを各自でご予約ください。」　　※ 子供：中学生以下 学生：高校生、大学生

［宿泊先について］

A　山東自然の家（６～12人部屋）　　朝来市山東町粟鹿2179　 TEL：079-676-4100

　　大浴場あり、敷地内全面禁煙、食堂にてアルコールの販売を行いますが、コロナウイルス感染対策のため、飲　

　　酒は22時までとさせていただきます（飲食物の持ち込み不可）。

　　● 宿泊の「前日」から、キャンセル料がかかりますのでご注意ください。

B　南但馬自然学校（６～８人部屋）　朝来市山東町迫間189　　 TEL：079-676-4736

　　大浴場あり、敷地内全面禁煙、食堂にてアルコールの販売を行いますが、コロナウイルス感染対策のため、飲

　　酒は22時までとさせていただきます（飲食物の持ち込み不可）。

　　● 宿泊の「1週間前」から、キャンセル料がかかりますのでご注意ください。

　　《その他 / お願い》

　　❶ 定員があるため、先着順とさせていただきます。定員に達した後のお申し込みの際はご連絡の上、調整さ

　　　 せていただきますのでご了承ください。

　　❷ 宿泊施設はいずれも公立の教育施設のため、使用ルールを遵守していただきますようお願いいたします。

　　❸ 宿泊に伴う同室希望、個室希望等ご要望がある場合は、申込書にご記入ください。

　　　 すべてのご要望にお応えできない場合もございます。ご了承ください。

　　❹ 参加者全員での大懇親会は開催しませんのでご了承ください。

　　❺ コロナウイルス感染防止にかかる兵庫県の指示があった場合は、飲酒を禁止とさせていただきます。

　　❻ その他、個別で宿泊を希望される方は、同封の宿泊施設一覧表をご参考ください。

　バスを利用される方は、参加申込書にご記入ください。料金は乗車回数に関わらず大会期間中1人あたり1,000円となります。

　　❶　１日目　生野マインホール　→　各宿泊施設

　　❷　２日目　各宿泊施設　→　生野マインホール　→　各夜間観察会場　→　各宿泊施設

　　❸　３日目　各宿泊施設　→　生野マインホール　→　ハンザキ研究所　→　生野マインホール　→　JR生野駅

（5） 各地からの報告（ポスター掲示）

　下記要領により、各自でポスターを作成、持参してください。

《申し込み》　別紙申込書に、表題、発表者名、所属、を記入の上申し込みください。

《 締 切 り》　5月1日（日）　必着

　　　　　　［ポスター作成要領］

　　　　　　〈掲示板サイズ〉　　縦1800mm × 900mm以内

　　　　　　〈　掲示方法　〉　　事前提出されたポスターは、事務局にて掲示します

　　　　　　〈 事前提出日 〉　　事務局宛　6月10日（金）必着

　　　　　　　　　　　　　　　必ず現物（紙ベース）をご提出ください。データのみ不可。　※当日持ち込み可

　　　　　　　　　　　　　　　今回は、ポスター発表の時間は設けませんのでご了承ください。

（６）パネルディスカッション『「オオサンショウウオの棲むまち」を次世代へつなぐためにできること』

　研究者、地域の皆さんが一堂に会し、オオサンショウウオとともに生きていくための方法、朝来市の豊かな自

然を次世代へ残していくために、何ができるのかを語り合います。

　世界水準のこれからの環境保護の在り方を学び、わたしたちの身近な自然を守るためにわたしたちができる

ことを探ります。

（７）夜間観察会

　大会2日目夜に、オオサンショウウオ観察会を行います。今回は、朝来市内の河川２箇所にて実施します。

《　会場　》　（1） 市川（県立生野高校横）　（2） 与布土川（山東町与布土）

　　　　　　※観察会場の選択はできません。事務局にて振り分けを行います。

《 その他  》　❶ 皆さんで入水しての観察は行いません。捕獲等は事務局側で行い護岸にて観察していただきます。

　　　　　　❷ 懐中電灯や雨具等はご持参ください。

　　　　　　❸ 生野マインホールから送迎を行いますが、自車でお越しの場合の観察会駐車場は、生野高校グラ

　　　　　　　 ウンド、旧与布土小学校となります。

　

（８）物販について

　グッズ、書籍などの販売を希望される方は、別紙申込書に必要事項を記入の上申し込みください。

《 締 切 り 》　5月1日（日）

《物販会場》　生野マインホール（屋内）

《　日時　》　17日（金）　【準備時間】　11：00 ～12：00　　【販売時間】　12：00 ～17：30

　　　　　　18日（土）　【準備時間】　8：00  ～  9：00　　 【販売時間】　9：00  ～ 17：30

　　　　　　19日（日）　【準備時間】　8：00  ～  8：30　　 【販売時間】　8：30  ～ 12：50

《販売ブース》　長机（150cm×70cm）１台までとします。イスは２脚を事務局にて準備します。

《注意事項》　❶ 主な販売品を申込書内容欄にご記入下さい。

　　　　　　❷ 火気の使用はできません。

　　　　　　❸ 物販にて生じたゴミ等は各自責任をもってお持ち帰りください。

　　　　　　❹ 物販に伴う事故、食中毒等については販売者の責任とし、実行委員会は一切の責任を負いません。

（9） 現地見学会（オプション）　● 現地へは発表会場より車で30分程度かかります。

　黒川地区にある日本ハンザキ研究所の施設見学と生息河川を見ていただきます。解散後は近くにある大明寺（朝

来市指定文化財）の見学や、黒川温泉の入浴もお楽しみください。

7.　参加コース

8.　バス利用


