フットパス全国の集い２０２２㏌うすき
募 集

要 領

１． お申込み・お支払い方法について
お申込みの際は、事前に本申込要領をご確認ください。参加申込書は、フォーラム、分散交流
会、フットパスウォーク、宿泊プラン、オンラインツアーの申込書も兼ねていますので同時に申込
をお願いいたします。
また、三中西ツーリストでは、
「全国フットパスの集い 2022 in うすき」の参加・宿泊申込のみ受
付を行いますが、航空券等の交通手段やフットパスに合わせた臼杵市外への宿泊の手配も承ります
ので、お気軽にご相談ください。
なお、三中西ツーリストでは、観光庁や大分県が実施する「全国旅行支援」や「県民割」等の旅行
割引キャンペーンを、予約時・開催時の状況に応じて適用いたします。コロナ感染状況等によって、
割引制度や割引条件が変わることが予想されますので、詳細は申し込み時にお問合せください。
(1) お申し込み方法：三中西ツーリストまでメールもしくは郵送にてお申し込みください。メール
が困難な場合は FAX もしくは電話でお申し込みください。
（メールでお申し込みの場合、ホームページよりエクセルファイルの申込書をダウンロードし
て、エクセルファイルのまま添付して送ってください）
（申込書は臼杵フットパス推進実行委員会 にて配布している他、ホームページからもダウンロードできます）

(2) 申込先：
・電話：090-3721-5654（三中西ツーリスト代表/三中西 9:00～20:00）
※電話に出れない場合は折り返し電話しますので、留守番電話に用件をお伝えください。
・メール：sannakanishi@gmail.com
※電話やメールが使用できず、FAX をご希望のお客様は、下記 FAX 番号にお送りください。
（確認漏れを防ぐため、送信後には 090-3721-5654 にお電話ください）
FAX：0972-63-7713（臼杵市役所総務課）
(3) お申し込み締切日：令和 4 年 9 月 30 日（金）
(4) 予約確認書及び請求書の案内日
令和 4 年 10 月 7 日（金）までを目途に、順次、参加代表者宛てにメールにて予約関係書類
及び請求書を送付します。
※メールの利用が困難な場合は、FAX や郵送にて対応します。
(5) お支払い方法
振込期限までに、下記口座に費用のお振り込みをお願いいたします。
【振込先口座】
（下記どちらか振り込みやすい口座にお振込みください）
大分銀行

臼杵支店 普通 7532352 三中西 篤（サンナカニシ アツシ）

新生銀行

本店

三井住友銀行

京都支店 普通 0798310 三中西 篤（サンナカニシ アツシ）

普通 0412442 三中西 篤（サンナカニシ アツシ）

【振込期限】 令和 4 年 10 月 14 日（金）
(6) 最終のご案内送付について

「全国フットパスの集い 2022 in うすき」の専用ホームページにてイベント内容をご確認い
ただくことができますが、三中西ツーリストから送付する最終のご案内書類を必ずご確認く
ださい。

２． フットパスフォーラムについて（有料・要予約）
(1) 日時：令和 4 年 10 月 29 日（土）13:30～17:00
場所：KIJOKAKU（臼杵市役所南向かい。大分県臼杵市洲崎 72-38）
(2) フットパスフォーラム参加費：3,000 円（資料付）
（参加申込書による登録が必要です。臼杵市民は参加無料ですが資料はありません。
資料が必要な場合は参加費が必要となります）
(3) その他
① 参加申込書は、フォーラム、交流会、フットパスウォーク、宿泊プラン、オンラインツア
ーの申込書も兼ねていますので同時に申込をお願いいたします。
② 内容につきましては、チラシまたはホームページをご覧ください。
③ 車でご来場の方は、臼杵市役所駐車場（無料）をご利用ください。
④ 会場ロビーには展示紹介ブースを用意します。ご希望の団体は、事務局まで連絡のうえ事前
に資料をお送りくださるか、当日会場まで持参願います。

⑤ 当日は YouTube にて生配信する予定です（無料）。詳細はホームページでご案内します。

３． 分散交流会について（有料・要予約）
社会状況により市内各飲食店にて分散して開催します。
「ユネスコ食文化創造都市 臼杵」の料理・
お酒をご堪能ください。
(1) 日時：令和 4 年 10 月 29 日（土）18:30～20:30
場所：臼杵市内飲食店
(2) 分散交流会 参加費（価格はすべて税サ込料金です）
(ア) 一般店：5,000 円（コース料理、1 ドリンク付）
和食、イタリア料理、スペイン料理 等
(イ) ふぐ料理：10,000 円（ふぐコース料理、1 ドリンク付）
(ウ) 料亭でのふぐコース：16,000 円
(エ) 本膳料理（本式）
：35,000 円（最少催行人数 15 名）
※臼杵の「本膳料理」は国内に 3 箇所しか現存しないものの一つで、特有の作法と共に料理を味わ
います。
※当日は臼杵市内飲食店の混雑が予想されるため、事務局で事前に予約を承り、コース料理のみの
提供とさせていただきます。（他の方との飲食、同じグループのみでの飲食など、グループ分けは
配慮いたします）
※農泊希望の方は、フォーラム終了後、会場前から貸切バスで直行し、農泊家庭での交流になりま

す。（吉四六さん村グリーンツーリズム研究会はフットパスに農泊をプラスした新しい形に取組ん
でいます。地域に密着した農泊ならではの交流をお楽しみください）
フットパスウォークについて（有料・要予約）
(1) 令和 4 年 10 月 28 日（金）14:00～16:00

1,000 円（おやつ、保険付）

(2) 令和 4 年 10 月 29 日（土）午前

2,000 円（昼食、おやつ、保険付）

(3) 令和 4 年 10 月 30 日（日）9:00～14:00 頃

2,000 円（昼食、おやつ、保険付）

(4) コース（①～⑫）と集合場所への交通サポートについて
下記の 12 コースを用意しました。また、各集合場所へは次の交通サポートを行います。
No.

日時
10月28日（金）
14:00～16:00
10月28日（金）
14:00～16:00
10月29日（土）
9:15～12:00
10月29日（土）
8:30～13:00
10月30日（日）
9:15～14:00
10月30日（日）
8:30～12:00
10月30日（日）
9:15～14:00

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7

コース名
①とっておきの深田の里コース

交通サポート（集合場所までの交通手段）
×（前日プレコースにつき交通サポートなし）

②城下町と鉄路巡り＋プチ里山コース

×（前日プレコースにつき交通サポートなし）

③臼杵城本丸・二の丸・三の丸コース

×（市街地周辺のため交通サポートなし）

④南野津 茶畑コース

◎無料バスあり（JR臼杵駅前〜集合・終了場所、往復）

⑤臼杵発祥の地 下北まほろばの里コース
⑥見晴らし三角台と漁師町なぎさコース
⑦下ノ江湊と臼杵湾絶景コース

各自の移動をお願いいたします
各自の移動をお願いいたします

○JR臼杵駅集合、JRにて現地へ移動可能
JR臼杵駅〜JR熊崎駅まで別途運賃が必要（往復420円）

◎無料バスあり（JR臼杵駅前〜集合・終了場所、往復）
○JR臼杵駅集合、JRにて現地へ移動可能
JR臼杵駅〜JR下ノ江駅まで別途運賃が必要（往復460円）

○JR臼杵駅集合、JRにて現地へ移動可能

F-8

10月30日（日）
9:20～14:00

⑧みかんと黒島の潮風コース

JR臼杵駅〜JR佐志生駅まで別途運賃が必要（往路のみ280円）
復路は無料船の運行あり

F-9

10月30日（日）
9:20～14:00

⑨手無し地蔵と王の字コース

JR臼杵駅〜JR上臼杵駅まで別途運賃が必要（往路のみ170円）
復路は無料バス運行あり

F-10

10月30日（日）
9:30～14:00

⑩野津 田野里山コース

◎無料バスあり（JR臼杵駅前〜集合・終了場所、往復）

F-11

セルフ

⑪福良武家屋敷群と赤猫商人の町コース

F-12

セルフ

⑫野津 板屋町中コース

○JR臼杵駅集合、JRにて現地へ移動可能

×（セルフコースにつき、交通サポートなし）
各自の移動をお願いいたします

×（セルフコースにつき、交通サポートなし）
各自の移動をお願いいたします

・公共交通機関が少ないコースのみ無料バス・船の運行を設定しています。
・コースへの往復移動についてはタイムテーブルにてご確認ください。
・時間はおよその時間ですので、最終確定した時間および集合場所については、チラシまたはホー
ムページをご覧ください。
・３０日のフットパスウォークはすべて JR 臼杵駅発着で参加できるようにしています。車で

ご参加の方以外は、JR 臼杵駅に集合されることをお薦めします。
・10 月 30 日（日）のコースは、すべて臼杵駅を起点とし、最終的に 14 時を目安に JR 臼杵駅に戻
るように設定しています。 空港リムジンバスをご利用の方は調整しますので、個別に事務局まで
ご連絡ください。

（⑩野津 田野里山コース参加の方は農泊を選択されることをお薦めします）
(5) その他
①

無料バスの出発時刻は、最終確認書でご確認ください。（各コースともに三中西ツーリストから
送付する最終確認書を必ずご確認ください）

②

申込状況により人員調整等を行う場合がありますので、予めご了承ください。希望コースを第２
希望までご記入をお願いします。決定の参加コースは、最終のご案内にてお知らせします。

③

昼食・おやつが不要の場合でも、既定の参加費をお支払いいただきます。

④

未就学児の参加は、無料ですが昼食は付きません。昼食が必要な場合は、実費となりますので、
ご相談ください。

４． オンラインツアー（要予約）
(1) 日時：令和 4 年 10 月 29 日（土）9:20～12:00
(2) 実施コース：⑨『手無し地蔵と王の字コース』
(3) 内容（zoom での接続を予定しています）
実際に開催中のフットパスツアーに同道し、リアルタイムで動画を配信します。オンラン参加
者の皆さんと現場をつなぎ交流します。臼杵石仏到着まででオンラインツアーは終了します。
(4) 費用：

○無料コース（動画配信のみお楽しみください）
○有料コース：3,000 円（事前に臼杵の産物をお送りしますので一緒に楽しめます）

(5) 申込方法：事前に参加申込書の所定欄に記載の上、期限までに申し込みをお願いします。
申し込まれたアドレスに後日ミーティング ID（番号）をお送りします。

５． 宿泊について
(1) 宿泊設定日：令和 4 年 10 月 28 日（金）、29 日（土）
※前泊、後泊、臼杵市外での宿泊等を手配しますので、お気軽にご相談ください。
※農泊は２９日のみの対応可能です。
(2) 宿泊タイプと宿泊料金：
オプション

NO.

タイプ

宿泊施設名

部屋タイプ

タバコ

宿泊料金

H-1

ビジネス
ホテル

クレドホテル臼杵

S ・ T ・ W ・ ３ ・ 和(3)

禁煙
喫煙

7,800円/名

×

JR臼杵駅前。駐車場大。駅前の綺麗なビジ
ネスホテルで、各フットパスコースや、電車や
車でのアクセスも便利。

H-2

ビジネス
ホテル

ビジネスホテルすが野

S・T

禁煙
喫煙

7,800円/名

×

中心市街地。駐車場小。
飲み屋街に近いので、夜遅くまで安心して飲
めます。

H-3

ビジネス
ホテル

ホテルニューうすき

S ・ T ・ W ・ ３ ・ 和(3)

禁煙
喫煙

7,800円/名

×

近郊市街地。空港リムジンバス乗り場から徒
歩5分。車でのアクセスが便利。

H-4

旅館

五嶋旅館

和(2～3）

禁煙

○
7,800円/名 ＋3,500円/名 居心地の良い和室と、新鮮な魚料理が自慢

夕食付

ホテル情報

JR臼杵駅や中心市街地にもほど近い旅館。

ごしま りょかん

のお宿。

せきぶつりょかん

H-5

旅館

石仏旅館

和(1～3）

禁煙

5,800円/名

H-6

温泉旅館

うすき湯の里

T ・ ３ ・ 和洋(3～4)

禁煙

9,900円/名

禁煙

9,800円/名

H-7

農泊
（農家民泊）

きっち ょむ

むら

吉四六さん村
グリーンツーリズム研究会

和（1～4）
（1人の場合は
相・農泊家庭になります）

（夕・朝食付）

×
○
＋2,200円/名～

×
（夕食込）

＜備考＞
宿泊料金はすべて朝食込みの料金です。
（農泊のみ夕・朝食込み）

臼杵石仏近くの旅館。車でのアクセスが便
利。フレンドリーな臼杵のお父さん（オー
ナー）との”宿飲み”が楽しい。
臼杵石仏近くの温泉旅館。おんせん県おお
いたの、とろっとした湯触りの温泉が最高！
身体を癒してくれます。
野津エリア。農家家庭のおもてなしが心地良
い、人気急上昇中の農泊。故郷に帰ったよう
な体験をしてみませんか。

宿泊施設からフォーラム会場やフットパスウォーク会場へは各自、マイカーやタクシー等をご利
用ください。（申込時にお問合せください）
＜部屋タイプ＞
S・・・シングル（1 名様利用） T・・・ツイン（2 名様利用） W・・・ダブル（2 名様利用）
３・・・トリプル（3 名様利用） ４・・・4 名様利用 和・・・和室
2 名様のご利用で、ツイン・ダブルを問わない場合は、T と W に○を付けてください。
＜夕食について＞
10 月 29 日（土）の夕食は、臼杵市内にて分散交流会を予定していますが、
（H-4 と H-6 は宿泊
施設で食事をとることも可能です。各宿泊施設にて臼杵の美味しい食材・料理をお楽しみくださ
い。
（H-7 の農泊は、必ず農泊家庭で夕食をお召し上がりください）

６． その他イベント
(1) ～食・酒・音楽～「うすき駅フェス」（開催予定）
日時：令和 4 年 10 月 28 日（金）17:00～20:00（仮）
会場：ＪＲ臼杵駅前
内容：ＪＲ臼杵駅に屋台が出店し、臼杵ならではの軽食やお酒が楽しめます。
また、臼杵のアーティストによるライブ演奏も予定しています。
(2) 「夜なべ談義」
日時：令和 4 年 10 月 29 日（土）21:00～
会場：ＪＲ上臼杵駅舎（臼杵駅の隣駅になります。ご注意ください）
内容：フットパス、地域づくりについて語り合いましょう。
持込み、飛び込み歓迎。缶ビール、干物、缶詰などで気軽にご参加ください。
費用：1,000 円程度（投げ銭制。現地でお支払いください）
(3) 「七宵」（開催予定）
日時：令和 4 年 10 月 29 日（土）17:00～
会場：八坂神社境内（大分県臼杵市臼杵１）
内容：一週間後に迫った「うすき竹宵」のプレイベントです。
竹灯籠の灯りをお楽しみください。
７． アンケートのお願い
フットパスウォークやフォーラムの終了時にはアンケートを実施しますのでご協力ください。
８． 変更・取消について
(1) 変更・取消方法
お申し込み後の変更・取消のご連絡は、お電話の上、メール（・FAX）にてご連絡ください。
お間違え防止のため、メール（・FAX）の送受信をもって完了といたします。
旅行解除日とは、お客様が三中西ツーリストにお申し出いただいた日時とさせていただきま

す。ご返金が伴う場合は、取消料と振込手数料を差し引きし、大会終了後 1 週間以内に参加
代表者宛にご指定の金融機関へ返金させていただきます。
(2) 取消料金について
お申し込み後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金額をキャンセル料として申
し受けます。（連絡のないキャンセルは返金できません）
【フォーラム】前日まで：無料。当日：参加費の 100％
【フットパスウォーク】開催日の 3 日前まで：無料。2 日前以降：参加費の 50％
【分散交流会】3 日前（10 月 26 日）まで：無料。2 日前以降：参加費の 100％
（本膳料理は 7 日前（10 月 22 日）以降はキャンセルできません）
【ZOOM オンラインツアー／有料（産物付）】
14 日前（10 月 15 日）まで：無料。13 日前以降：参加費の 100％
【宿泊】各宿泊施設の定める取消料（取消料は 1 泊毎に適用されます）

９．

その他注意事項
① イベント中は、マスコミ等の取材も想定されます。イベント中の映像や写真等が、新聞やイン
ターネットに掲載される可能性があります。また、大分県や臼杵市の自治体が発行する広告媒
体にも使用されることがあります。
② イベントの内容やコースなどは、事情により変更する場合があります。イベントは、雨天決行
ですが、荒天、自然災害等でイベントを中止する場合があります。
③ 万が一、盗難や事故が発生した場合でも、責任を負いかねます。

１０． 個人情報の取り扱いについて
今回のお申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡用に
利用させていただく他、お申し込みいただいた宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続
きに必要な範囲内でのみ利用させていただきます。併せて情報共有のため委託事業者（三中西ツ
ーリスト）より臼杵フットパス推進実行委員会に提出させていただきます。それ以外の目的で利
用することはございません。
１１． 委託事業者について（各種予約受付、宿泊・運送手配に関する業務について実行委員会より委託しています）
大分県知事登録 旅行業 第 3-220 号
三中西ツーリスト（さんなかにしつーりすと）
代表／総合旅行業務取扱管理者 三中西 篤（さんなかにし あつし）
〒875-0041 大分県臼杵市大字臼杵 83 番地の 18
TEL：090-3721-5654（9:00～20:00 頃まで電話可能）
MAIL：sannakanishi@gmail.com
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話・メールにてご相談ください。

