
会場／豊田市コンサートホール（豊田市西町１-２００豊田参合館１０Ｆ）　※参加無料（事前申込制）

　令和３年は豊田市制７０周年を迎えるとともに、新しい豊田市観光実践計画のキックオフの年です。
そのような節目を迎える本市において、「第１２回愛知県観光交流サミット in とよた」を開催します。
　With コロナ時代を迎え、近くの観光地を訪れる「マイクロツーリズム」が主流となっている状況の中
で、地域の魅力を新たに発見していただけるような視点をプログラムに取入れ、愛知県の観光活性化に
繋げたいと考えています。皆様のご来訪を心よりお待ちしております。

知らなかった！地域の魅力 再・発・見‼

2
10（水）

令和３年

13:30〜16:30
（受付開始12:30）

１ オープニングセレモニー　13:30～ 14:00

豊田市出身のオルガニストによるオルガン演奏（都築 由理江氏）

２ 基調講演　14:10～ 15:10

【講　師】 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
 政策研究事業本部　上席主任研究員　田中 三文 氏
【テーマ】 「あいちの観光、無限の可能性～活かせば光る地域資源～」

ご来場の際は、新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の状況により、中止もしくはオンライン開催の予定があります。
1月中を目途に、特設サイトにて公表します。

３ パネルディスカッション　15:30～ 16:30

【テーマ】 「地域の魅力再発見！」 　【コーディネーター】 田中 三文 氏
【パネリスト】

【アクセス】 名鉄豊田線・三河線「豊田市」駅前
 愛知環状鉄道「新豊田」駅から、徒歩5分
 東名高速道路「豊田インター」から、車で15分
 ※混雑が予想されますので、公共交通機関でお越しください。

●主催 豊田市、（公社）日本観光振興協会中部支部、（一社）愛知県観光協会、（一社）ツーリズムとよた、
 旭観光協会、豊田市足助観光協会、いなぶ観光協会、小原観光協会、香恋の里しもやま観光協会、藤岡観光協会、松平観光協会
●主管 第１２回愛知県観光交流サミット in とよた実行委員会
●後援 国土交通省中部運輸局、愛知県
●協力 豊田商工会議所、旭商工会、足助商工会、稲武商工会、小原商工会、下山商工会、藤岡商工会、JAあいち豊田

お問合せ先　第１２回愛知県観光交流サミット in とよた実行委員会事務局（豊田市役所商業観光課内）　TEL/0565-34-6642　担当 /濵口・彦坂

トヨタケ工業株式会社　社長
移住促進団体「OPEN INABU実行委員
会」代表
豊田市の中山間地、稲武で地域資源を活
かし土日 MTB ガイドをしながら週 3
日地元企業で働く兼業を認め、好きなこ
とと仕事をあきらめない、ワークとライ
フを両立する生業創出を進める。

横田 幸史朗 氏
OPEN INABU 実行委員会 代表

アメリカ留学と人材ビジネスのサラリーマン時代の経験
から「ヒトの繋がりから生まれる可能性」を肌で感じ、「社
会問題をデザインで解決しいく」という大阪のNPO法人
で、コミュニティデザインを学ぶ。その後、「ナゴヤを面白
がる人を増やす」というコンセプトでNPO法人大ナゴヤ
大学の２代目学長として３年間担う。現在、2017年3月
より東海エリアの良いものを知る体験プログラムツアー
「大ナゴヤツアーズ」を年間300ツアー運営している。

加藤 幹泰 氏
大名古屋ツアーズ実行委員会 代表

観光・レジャー系の出版社を経て、現職。主に中部地方の観光振興戦略、集客施
設開発調査に携わる。中部のインバウンドプロジェクト｢昇龍道プロジェクト｣
の立ち上がりから事業に関わり、台湾・香港部会長を務める（～ 2014 年ま
で）。観光庁、中部運輸局など中部の国際観光、多言語整備関連調査のほか、各地
での観光計画、観光振興事業、集客施設計画等の実績多数。愛知大学、愛知淑徳
大学非常勤講師。中日新聞社旅行サイトブログ｢昇龍道春夏秋冬さすらい旅｣ブ
ログ執筆中。昨年度から今年度にかけて、「豊田市観光実践計画2021-2024」
の策定準備に携わる中で、豊田市内各地の観光資源を調査している。

田中 三文 氏
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 上席主任研究員

足助の旅籠玉田屋主人のかたわら中馬
のおひなさん、たんころりんなどをは
じめ足助の地域おこしイベントやアー
トイベントの運営に携わる。2019 年、
足助地域の活性化を目指し株式会社足
助巴一座設立、代表取締役をつとめる。
足助商工会理事、足助中央商店街理事、
足助景観相談会委員

丸根 敬一 氏
株式会社足助巴一座 代表

午前中は…
「豊田市まちなか魅力発見ツアー」

を各自でお楽しみください。
※チラシ裏面をご覧ください。

第１２回愛知県観光
交流サミット in とよた

GAZAT-FACE

松坂屋

V ITS

特設サイト

愛知県観光交流サミット
第１２回

in とよた



クーポン引換済み印

わたしが

オススメします！

わたしも

オススメします！豊田市商業観光課・米山がオススメする「芸術堪能 !!」コース

クーポンが使えるお店は、特設
サイトにて順次更新予定です。

【11:10】

松丈

当サミット当日だけ使える500円の特別割引クーポンを発行します。使えるお店の一部をご紹介
します。クーポンの引換方法は下に記載のとおりです。

Bullshit
住所： 豊田市西町1-80西町ドリーム
 マンション１Ｆ西
TEL： 0565-77-4175

【9:50】

クーポン引換
受付会場

【9:50】

クーポン引換
受付会場

（滞在時間30 分）
※モビリティ試乗
体験（要予約）をする
場合は60 分

【10:00】

とよたエコフルタウン

徒歩
10
分

徒歩
15
分

徒歩
15
分

徒歩
5
分

敷地
内

徒歩
15
分

徒歩
5
分

まち
なか

【11:15】

とよしば
【11:30】

お好きなお店
でランチ

【10:45】

豊田市近代の産業と
くらし発見館

（滞在時間20分）

【10:00】

豊田市美術館

（滞在時間90分）
※企画展及びチケット購入
方法については豊田市美術
館HPにてご確認ください。

【11:30】

味遊是（ル・ミュゼ）でランチ

（豊田市美術館内）
営業時間
10:00～ 17:30
（O.S. 17:00）

【12:40】

能楽堂見学ツアー

（所要時間20分）
※受付会場にて申込（先着順）
ツアーは12:40開始の
１回のみ実施されます。

Casual Italian Dining
BACCHUS TOYOTA
住所： 豊田市西町5-24
TEL： 0565-63-5775

オールデイダイニング
WINDSOR
住所： 豊田市喜多町2-160
 コモ・スクエア ウエスト
TEL： 0565-31-2211

シーズナルキッチン
ル・ボナール
住所： 豊田市喜多町1-140
 名鉄トヨタホテル6F
TEL： 0565-35-4663

タイレストラン
タニサラ
住所： 豊田市西町5-5
 VITS豊田タウン４F
TEL： 0565-33-5233

まめあん駅前店

住所： 豊田市西町6-62-1
TEL： 0565-32-7708

レストラン・カフェ
味遊是（ル・ミュゼ）

レストラン
ヴェルデロッソ
住所： 豊田市千石町7-2
TEL： 0565-87-5208

住所： 豊田市小坂本町
 8-5-1
TEL：0565-32-3332

日本料理　御河

住所： 豊田市喜多町1-140
 名鉄トヨタホテル6F
TEL： 0565-35-6092

中国料理　万陽華

住所： 豊田市喜多町1-140
 名鉄トヨタホテル6F
TEL： 0565-35-4637

カフェ
コンセッション
住所： 豊田市若宮町
 1-27-2
TEL： 0565-34-1112

T-FACEごちそうDining
住所： 豊田市喜多町
 1-57-1(T-FACE）
 B館 8.9.11F ほか

豊田市駅西口

T-FACE
豊田市駅西口

松坂屋豊田店
ＪＡあいち豊田

産直プラザ

サミット当日の9:30より受付会場（豊田参合館10階・豊田市コンサートホール）にて、
このチラシをご提示ください。当日限定500円のクーポンに引き換えます。
引き換えは先着順・お一人様1回１枚限りとさせていただきます。クーポンの数に限りが
ございますので、予定枚数に達した時点で終了とさせていただきます。

サミット（無料） 参加人数　　　　　　　　名

団体名

フリガナ
お名前（代表者名）

TEL FAX E-mail

ご住所

FAX参加申込記入欄 FAX.0565-33-0047 １月29日（金）申込期限
令和３年

FAXによる参加申込も承ります。
下記にご記入の上、FAXして下さい。

WEB参加申込方法 １月29日（金）申込期限
令和３年

以下のアドレスからお申込み下さい。
スマートフォンからもお申込みいただけます。

※お申し込み頂きました個人情報は、当事業以外には使用いたしません。応募が定員を超えた場合は、参加受付が出来ませんのでご了承ください。天候・新型コロナウイルス感染症等の都合により内容が変更する場合があります。

【内容や取材に関するお問い合わせ】
第１２回愛知県観光交流サミット in とよた実行委員会事務局
TEL：0565-34-6642　担当 /濵口・彦坂
住所：〒471-8501 愛知県豊田市西町３丁目６０（豊田市商業観光課内）

https://www.tourismtoyota.jp/summit/

（一社）ツーリズムとよた事務局長・山崎淳がオススメする「豊田まちなか・新しさと懐かしさを体感」コース

お土産スポットはこちら！

受付会場（豊田参合館10階・豊田市コンサートホール）から歩いてまわれる２つのオススメ
モデルコースをご紹介します。申込みは不要ですので各自でお楽しみください。
※一部個別に申込みが必要なところがあります。

豊田市まちなか魅力発見ツアー

豊田市まちなかグルメクーポンツアー

クーポン引換方法¥500
豊田市まちなかグルメクーポンツアー

写真はすべてイメージです。仕入れの都合等により料理内容が異なる場合があります。


