
全国「山の日」フォーラム
2019みんなで山を考えよう ！

8月11日は、国民の祝日「山の日」第 4回

2019年   　月 　　日3 16 土 日17 日
10:00～17:00 10:00～16:30

会場 ほか秋葉原UDX

主催　第４回全国「山の日」フォーラム実行委員会
　　　構成団体／一般財団法人全国山の日協議会　警察庁　消防庁　文部科学省　スポーツ庁　林野庁　国土交通省　観光庁　環境省　長野県　栃木県　山梨県
後援　鳥取県　朝日新聞社　産経新聞社　日本経済新聞社　毎日新聞社　山梨日日新聞社　山梨放送　公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会　公益社団法人日本山岳会
　　　公益社団法人日本山岳ガイド協会　日本勤労者山岳連盟　静岡大学山岳科学教育プログラム　信州大学山岳科学教育プログラム
　　　筑波大学山岳科学学位プログラム　山梨大学山岳科学特別教育プログラム

●第4回 全国「山の日」フォーラム

●一般財団法人全国山の日協議会　オフィシャルパートナー　

●お問い合わせ　一般財団法人全国山の日協議会　TEL 03-6457-4522　メール forum@yamanohi.net　http://yamanohi.net
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山の日アンバサダー

奥宮 俊祐
トレイルランナー

貫田 宗男
登山家

なすび
俳優　タレント

伊藤 伴
日本男子最年少エベレスト登頂者

加賀谷 はつみ
シンガーソングハイカー

花谷 泰広
登山家

近藤 謙司
国際山岳ガイド

野口 健
アルピニスト

ヤマノススメ
アニメキャラクター

Lama Gyalu（ラマ・ゲル）
クライミングシェルパ

藤田 可菜
タレント

工藤 夕貴
女優

小林 綾子
女優

南谷 真鈴
日本人最年少のセブンサミッター

片山 右京
元 F1ドライバー　登山家

小林 千穂
山岳ライター

角谷 道弘
国際山岳ガイド

四角 友里
アウトドアスタイル・クリエイター

会場だけの特別価格をはじめ
お得にブランドアイテムを
ゲットするチャンスです。
ぜひ会場に足をお運びください。

SALE!
BIG CHANCE
BIG CHANCE

Special
Special

山の日フォーラム
特別販売 !
山の日フォーラム
特別販売 !

●販売予定ブランド
　ノースフェイス
　ミレー
　ヘリーハンセン
　マウンテンハードウェア
　ドイター

　テルヌア
　サロモン
　アク
　その他
　多数のブランドアイテムを予定。
　※販売ブランドは変わる場合があります。

●販売予定ブランド
　ノースフェイス
　ミレー
　ヘリーハンセン
　マウンテンハードウェア
　ドイター

　テルヌア
　サロモン
　アク
　その他
　多数のブランドアイテムを予定。
　※販売ブランドは変わる場合があります。

私たちも全国「山の日」フォーラムを応援しています！

東京
登ろう
歩こう
ラリー

東京を登って歩いて
豪華プレゼントをもらおう！
※詳しくは裏面をご覧ください。

同時
開催



全国「山の日」フォーラム第4回

シンポジウム

第 1回 東京 登ろう 歩こう ラリー

豪華プレゼント
をゲットしよう！登ろ

う
歩こ
う

参加方法

コース
歩こう

1

コース
歩こう

2

コース
歩こう

4

コース
歩こう

3

コース
登ろう

5

コース
登ろう

6

参加費 /1,000 円はお申込み時に課金させて
いただきます。お申込みサイトでクレジット
カード払いまたはコンビニエンスストア払い
のいずれかが選択できます。

右の６つのコースから参加したい
コースを選ぼう！1
コースを決めたら申込サイトへ。
参加手続きをしてください。
申込み受付中！

2

それぞれのコース、所定の日時に
ルートを、登ろう！歩こう！3

会場の「東京登ろう歩こうラリー」
ブースで抽選！
豪華景品がもらえます！

5

終了したら秋葉原の全国「山の日」
フォーラムの会場へ。4

申込サイト

https://moshicom.com/25033

西新宿エリア出発コース
実施日：2019年 3月 16日

都営大江戸線 都庁前駅 A４出口付近に集合！ゴールは秋葉原・全国「山の日」フォーラム会場！

スタート /西新宿 市ヶ谷 飯田橋 御茶ノ水 ゴール /秋葉原

約 9km

自由に歩こうコース
実施日：2019年 3月 16日
ご自身で決めた任意のコースで秋葉原のUDXビルを目指して歩こう！

自由に歩こうコース
実施日：2019年 3月 17日
ご自身で決めた任意のコースで秋葉原のUDXビルを目指して歩こう！

芝公園エリア出発コース
実施日：2019年 3月 17日

都営三田線 芝公園駅 A４出口付近に集合！ゴールは秋葉原・全国「山の日」フォーラム会場！

スタート /芝公園 日比谷公園 大手町 淡路町 ゴール /秋葉原

約 6km

山の日アンバサダーと高尾山を登ろうコース
実施日：2019年 3月 16日
京王線高尾山口駅からアウトドア経験豊かな山の日アンバサダー・伊藤 伴と一緒に高尾山に登って、
下山後、電車で秋葉原のUDXビルへ。

プライベート首都圏近郊登山コース
実施日：お申込日から任意（フォーラム開催当日まで）
参加申込みを済ませた日から３月１７日（日）までの期間のいずれかの日程で、首都圏近郊の山（※１）
に登頂して、スマホやデジカメで頂上でのスナップ写真を撮影し、第４回「山の日」記念全国大会開催期
間中に会場内ののゴールカウンターにいらっしゃってください。
※１　茨城の筑波山、千葉の鋸山、埼玉の日和田山、東京の高尾山・御岳山、神奈川の大山・仏果山・
　　　大野山・鎌倉アルプス・三浦アルプスなど、どこでもお好きな山をお選びください！

全コースとも事前のお申し込みが必要になります。
詳細は「モシコム」（http://moshicom.com/25033）「東京登ろう
歩こうラリー」をご覧ください。

観覧無料

2019 3 16 土 開場 10:30

山と自然 国際山岳救助の最前線から
富山県警山岳警備隊 小隊長 松井 貴充

山岳救助の現場から
長野県警 地域部山岳安全対策課山岳遭難救助隊 隊長 櫛引 知弘

システムによる遭難防止と救助の迅速化
AUTHENTIC JAPAN株式会社 代表取締役 久我 一総インフカム株式会社 代表取締役 今 吏靖

山と自然に親しむ人たちの安全を図る　安心サプリメント
味の素株式会社 スポーツニュートリション部 工藤 剛

11:00～山と自然に親しむ 安全を考えようパート 1
コーディネーター  近藤 謙司 山の日アンバサダー

第４回「山の日」記念全国大会 開催にあたって
山梨県森林環境部森林環境総務課 担当者

第３回「山の日」記念全国大会を契機とした地域振興の推進
鳥取県生活環境部「山の日」大会推進課　課長 郡 浩光

地域おこし協力隊による地域振興の現場では
松江市産業経済部定住企業立地推進課地域資源活用コーディネーター 福島 紀子

逆転の発想による都市と農村の交流

パネルディスカッション

鋸南町総務企画課 主任主事 金木 拓也

15:00～

終了16:30

山と自然に親しむ 地方に行こう から 地方に住もうへ！パート 3
コーディネーター  加藤 銀次郎 自然公園財団上高地支部所長

山岳科学、これからの日本を活かすために！
山梨大学山岳科学特別教育プログラム修士１年 石井 雄太筑波大学山岳科学学位プログラム修士２年 松村健太郎

加賀谷はつみの MUSIC TRAIL～山と自然と音楽と～
シンガーソングハイカー 加賀谷はつみ

13:00～山と自然に親しむ　加賀谷はつみの山岳科学事始め！パート 2
コーディネーター  近藤 謙司＆加賀谷 はつみ 山の日アンバサダー

2019 3 17 日 開場 10:30
秋葉原UDX 4F NEXT2 秋葉原UDX 4F GALLERY

南アルプスで山小屋をはじめました！
山の日アンバサダー　登山家 花谷 泰広

地域振興も考えつつ、猟師になってみました！
猟師　山岳ガイド 黒澤 徹

山と自然　私のアウトドアスタイル
山の日アンバサダー　アウトドアスタイル・クリエーター 四角 友里

11:00～山と自然に親しむ 私たちの生き方パート 4
コーディネーター  近藤 謙司 山の日アンバサダー

山陰地域のロングトレイルの紹介と課題
特定非営利活動法人未来 理事長 岸田 寛昭

世界のロングトレイルを旅して
ロングディスタンスハイカー 宇部 佑一朗

日本各地のロングトレイルからジャパントレイルへ
日本ロングトレイル協会　事務局長 村田 浩道

進行　日本ロングトレイル協会　事務局長 村田 浩道

15:30～山と自然に親しむ ロングトレイル シンポジウムパート 7
コーディネーター  近藤 謙司 山の日アンバサダー

なすびのヒマラヤ生活、そして福島支援とみちのく潮風トレイル
俳優　山の日アンバサダー なすび

ネパール震災支援の報告
山の日アンバサダー 伊藤 伴山の日アンバサダー なすび

山と自然に親しむ人たちへの安心サプリメント
味の素株式会社　スポーツニュートリション部 工藤 剛

14:15～山と自然に親しみ その恩恵に感謝するパート 6
コーディネーター  角谷 道弘 山の日アンバサダー

パネルディスカッション 終了16:30

いざヒマラヤ、家族でGO！
山の日アンバサダー　アルピニスト 野口 健

13:00～山と自然に親しむ 子供たちを大自然でたくましく！パート 5
コーディネーター  藤村 健 全国山の日協議会運営委員

参加費 1,000 円　事前のお申し込みが必要となります。

観覧ご希望の方は、UDXビル２階の出展ブースの【フォーラム本部ブース】で必ず入場整理券をお受取りください。


