
さつま町

昨年度（1年目）は、さつま町の観光の未来を考え、実践しながら未来計画をつくるという時間を過ごしてきました。2年目は、私たち

が考えた未来計画をどう形にしていくか、そのために必要な学びの機会をつくりながら、ゆるやかに実践していく場をつくります。

主催：鹿児島県さつま町　　事務局：一般社団法人鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab

観光未来研究室
２期生募集！

講師：福島 花咲里 ‒ふくしま かざり -（ONESELF Lab/ ブロガー）

講師：吉村 佑太 ‒ よしむら ゆうた -（合同会社美山商店 代表）

講師：河野 礼奈 ‒ かわの れいな -（Ten-Lab 理事 / カンケリデザイン）

講師：白水 純平 ‒ しらみず じゅんぺい-（ひより保育園／そらのまちほいくえん 園長 ）

講師：下園 正博 ‒ しもぞの まさひろ-
　　　　（株式会社下園薩男商店 3代目下園薩男 代表取締役社長 /株式会社まちの灯台阿久根 取締役）

　　　石川 秀和 ‒ いしかわ ひでかず -（株式会社まちの灯台阿久根 代表）

申込締切

街の未来に必要なことは、
　　           「いつか誰かに変えてもらう」ことより、
　   　　                  自分自身が最初の一歩を踏み出すこと。

6
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講師：内野 康平 - うちの こうへい - （株式会社 studio KANRO 代表）

学びと実践の振り返りとフィードバック

大報告会 お申込は、裏面へ

＼さつま町観光未来研究室としてより実践的に関わりたい仲間を随時募集中！／

場 所：宮之城鉄道記念館 ２階
　　　　会場は変更になる場合があります。

時間：14:00~17:00

参加費：無料

募集定員：10名 応募多数の場合、選定

対象：さつま町内に在住・在勤・在学

　　　 する方、原則毎回受講できる方

※第 1部、2部については毎回さつま町内外
の方がご参加いただける公開講座となります。

各プロジェクトの進捗共有

各回の構成

第 1部（45～ 60 分）

学びの時間
第2部（30～ 40 分）

学びを経てのダイアログ

第3部（60分）

必要なひとに確実に情報を届ける

モチベーションの高いチームをつくる

デザインの基本の“き”を学ぶ

多くのひとに応援してもらう
スタイルの資金調達

まちのためにみんなで汗をかく
観光協会づくりのための3つの処方箋

観光から実践者への
変化を生んだ3つの仕掛け

07/16
第 1回

火

08/27
第 2回

火

09/17
第 3回

火

10/15
第 4回

火

11/19
第 5回

火

12/17
第 6回

火

01/21
第 7回

火

02/18
最終回

火



お問い合わせ

鹿児島県さつま町　商工観光 PR課　観光 PR係

名前：

所属：

連絡先： 　携帯電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール

郵送・メールまたは FAX からお申し込みください。

MAIL  shoko-kanko@satsuma-net.jp FAX 0996-52-3514

参加したいと思った理由・期待すること

参加を希望する項目に○をおつけください。

全講座参加　　　第１回　　第２回　　第３回　　第４回　　第５回　　第６回　　第７回　　最終回　　　
（　　）   　　  （　　）     （　　）     （　　）     （　　）     （　　）     （　　）     （　　）     （　　）

さつま町観光未来研究室 2 期生への参加希望について              希望する     ・   　希望しない

お申し込み

統括講師 〔ファシリテーター〕　
一般社団法人鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab 理事長永山 由高

1983 年鹿児島県生まれ。鶴丸高校・九州大学を卒業ののち、日本政策投資銀行へ。

都市開発部・中国支店（副調査役）を経て独立。2011 年より現職。

MBCラジオ Radio Burn コメンテーター。

鹿児島未来 170 人会議 実行委員長（2014 年～）

〒895-1803　鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地 1565 番地 2

TEL 0996-53-1111　FAX 0996-52-3514

公開講座だけでなく、より実践者として町に関わりたいと思っている方。
なかなか参加はできないかもしれないけど、関心のある方、
どうぞお気軽にお申込みください。

各回のご案内や開催内容の報告は
こちらに更新していきます

さつま町観光未来研究室として
より実践的に関わりたい仲間も
随時募集中！

私がいま取り組みたいと思っていること（すでに取り組んでいること）



公開講座！

08/27 火

必要なひとに
確実に情報を届ける

07/16第 1回

モチベーションの高い
チームをつくる

講師
‒よしむら ゆうた -

合同会社美山商店 代表

吉村 佑太

第 2 回 09/17 火

講師
‒かわの れいな -

Ten-Lab 理事 /カンケリデザイン

河野 礼奈
講師

‒ふくしま かざり -

ONESELF Lab/ブロガー

福島 花咲里

第 3 回火

11/19 火

多くのひとに
応援してもらう
スタイルの資金調達

10/15第 4 回

まちのためにみんなで
汗をかく観光協会づくり
のための3つの処方箋

講師 ‒しもぞの まさひろ -

株式会社下園薩男商店
三代目下園薩男 代表取締役社長
株式会社まちの灯台阿久根 取締役

下園 正博

‒いしかわ ひでかず -

株式会社まちの灯台阿久根 代表

石川 秀和

第 5 回 12/17 火

観光から実践者への
変化を生んだ
3つの仕掛け

講師
‒うちの こうへい -

株式会社 studio KANRO 代表

内野 康平
講師

‒しらみず じゅんぺい -

ひより保育園
そらのまちほいくえん 園長 

白水 純平

第 6 回

02/18 火

大報告会

最終回

火

さつま町
観光未来研究室
さつま町観光未来研究室とは、「観光未来計画」をさつま町内の行政職員や会社員、

観光に携わっている人全員でつくり、"オールさつま"でさつま町をPRしていく官

民連携の推進体制を築いていく場です。  昨年度1年目は、さつま町の観光の未来を

考え、実践しながら未来計画をつくるという時間を過ごしてきました。2年目は、私

たちが考えた未来計画をどう形にしていくか、そのために必要な学びの機会をつく

りながら、ゆるやかに実践していく場をつくります。

6
21
金 お申込は

裏面へ

参加者募集中

締め切り

地域で活動するうえでも、仕事をする中でも活かせる学びを"公開講座"として開催いたします！

場 所：宮之城鉄道記念館 ２階
　　　　会場は変更になる場合があります。

時間：14:00~17:00
参加費：無料
募集定員：10名

デザインの基本の
“き”を学ぶ

さつま町観光未来研究室の
成果報告会を開催いたします

※観覧を希望される方は裏面の参加申込書
　に記載をお願いいたします


