第 11 回 G1 サミット
オプショナルプログラム
G1 サミット開会前に、以下のオプショナルプログラムをご用意いたしました。
概要をご参照の上、ぜひお申込ください。

【1】2 月 8 日（金）のプログラム
（A）星野さんと行く八甲田山スキー&スノボツアー（2/7（木）前泊～8（金）17：30）
*星野リゾート様宛に直接メールにてお申込みください。
（企画・運営：星野リゾート）

（B）KIBOW 八戸（2/8（金）19:30～21:30）
（C）小林八戸市長と行く八戸屋台村「みろく横丁」
（2/8（金）21:30～23:00）
【2】2 月 9 日（土）午前中のプログラム
*F・G のみ両プログラム連続ご参加いただけます

（D）六ヶ所村視察ツアー（2/9（土）8:00～12:00）
（E）八戸缶詰サバ缶づくりツアー（2/9（土）8:30～12:00）
（F）塩沼大阿闍梨と行くネイチャーウォーク（2/9（土）8:00～9:30）
（G）落語から学ぶ粋・野暮＆コミュニケーション（2/9（土）10:00～12:00）*

（A）～（F）の申込締切は【12 月 14 日（金）
】です。マイページよりご登録ください。
*（A）星野さんと行く八甲田山スキー&スノボツアーは星野リゾート様へお申込みください。
お申込・問合せ：hoshino-ski-tour@m.hoshinoresorts.com
*（G）の落語は事前登録制ではございません。会場へ直接お越しください。

（2018 年 12 月 赤字変更・追記）

【1】2 月 8 日（金）のプログラム
（A）星野さんと行く八甲田山スキー&スノボツアー （2/7（木）前泊～8（金）17：00）
*星野リゾート様宛に直接メールにてお申込みください。
（企画・運営：星野リゾート）

国内で 3 箇所のスキー場を運営、スキー滑走目標は年間 60 日、東京都スキー連盟所属の「星野
グルメスキークラブ」を立ち上げるほど、公私ともにスキーを愛する星野さん企画の八甲田山ス
キー&スノボツアーです。皆様のご参加をお待ちしています！

１. 概要
開催日：2019 年 2 月 7 日(木)〜8 日(金) （1 泊 2 日）
開催場所：八甲田ロープウェースキー場
宿泊場所：星野リゾート奥入瀬渓流ホテル

https://www.oirase-keiryuu.jp

〒034-0398 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保 231
料金：47,000 円／人

※ホテルフロントでご精算下さい。

1 泊 2 食（7 日夕食・8 日朝食）、ガイド代、
奥入瀬渓流ホテル～八甲田スキー場～青森屋（G1 会場）までの送迎料金込
*料金に含まれないもの：リフト券代、用具レンタル代、8 日昼食、
ホテルにて別途ご注文頂いた飲食物代など。
定員：先着 15 名
対象：スキー・スノーボード中級以上（年齢不問）
※中級者＝圧雪された中級者用斜面（傾斜 25 度ほど）であれば問題なく降りて来られる方。

２. スケジュール
2 月 7 日（木）
（15:00 以降、奥入瀬渓流ホテルへ各自チェックイン）
19:00

青森りんごキッチンにて参加者全員でご夕食（ビュッフェ）

2 月 8 日（金）
（7:00 以降、青森りんごキッチンにて各自ご朝食）
7:45

奥入瀬渓流ホテル バス出発（ロビー集合）

9:00

八甲田ロープウェースキー場到着

9:30

滑走開始

13:00

昼食

14:00

午後滑走

16:00

青森屋に向けて出発

（到着予定時刻 17:30）

３. お申込・お問合せ
星野リゾート様：hoshino-ski-tour@m.hoshinoresorts.com
お申し込みの際、代表者様に関しては以下をお知らせください。
①お名前
②性別
③年齢
④ご連絡先（電話番号およびメールアドレス）
⑤スキーまたはスノーボード、中級または上級
ご同行者様に関しては以下をお知らせください。
①お名前
②性別
③年齢
④スキーまたはスノーボード、中級または上級

４. 用具について
用具のレンタルが必要な場合、八甲田パーク内の八甲田山スキースクールにてご手配ください。
http://www.hakkouda-p.com/_userdata/rentalprice.pdf

お手持ちのスキー・スノーボードを使用される場合、2 月 6 日（水）到着指定で、以下の宛先に
お送りください。
〒034-0398 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保 231 星野リゾート奥入瀬渓流ホテル
星野スキーツアー係

５. キャンセルポリシー
2 月 1 日〜2 月 5 日：お 1 人さまあたり 10,000 円

詳細は、お申込後にご案内差し上げます。

／

2 月 6 日：ツアー料金の 100%

（B）KIBOW 八戸 （2/8（金）19:30～21:30） 参加費 1,000 円/人 *当日現地精算
*ご家族の皆様もご参加いただけます。
（年齢制限なし）

2011 年 3 月 14 日の夜、有志が集まり、東日本大震災の被災地のために何ができるか話し合い、
「地域や社会の課題解決に向け活動を行っている社会事業家たちを応援する」KIBOW の活動が始
まりました。今回、八戸市長小林眞様をお招きし「KIBOW 八戸」を開催します。当日はプレゼン
ターの皆さんにプロジェクトにかける熱い想いを語っていただき、来場者の投票によって順位を
決定、入賞者には支援金をお渡しします。ぜひ会場へ応援にお越しください。

<スケジュール（予定）>
18:30

JR 八戸駅/三沢空港よりバス移動

19:00

開場

19:30

KIBOW 八戸（プレゼンター発表、投票、表彰）*お食事のご用意はございません。

21:30

終了

*推奨便以外の方は、直接会場へお越しください。

※「みろく横丁」へご参加の方は徒歩でご移動いただきます（約 1 分）。ご参加されない方は、
青森屋・ホテルルートイン三沢・三沢シティホテルへ G1 送迎バスを運行いたします（約 40 分）。

<会場>
八戸ポータルミュージアムはっち 2 階 シアター2
〒031-0032 青森県八戸市三日町１１−１

http://hacchi.jp/access/index.html

「みろく横丁」にご参加されない方は、ご自身でご夕食をお召し上がりください。なお、青森屋
内では以下のレストランでお召し上がりいただけます。
<青森屋のれそれ食堂（バイキング）ご予約 URL>
https://booking.hoshinoresort.com/reservations/#/JA/hotels/0000000101/guest/option/0
000000060/parts

（C）小林八戸市長と行く八戸屋台村「みろく横丁」 （2/8（金）21:30～23:00）
参加費 8,000 円/人 *飲食費込
*ご家族の皆様もご参加いただけます。
（20 歳以上のみ）

北東北でも有数の繁華街として 370 年以上の歴史がある八戸市の中心街、三日町と六日町。
その 2 つ町を貫き 2002 年に誕生した「八戸屋台村みろく横丁」は、全国の屋台村のモデルケー
スとしても有名で、26 に及ぶ店舗で全国に誇る八戸のオーガニック食材と新名物料理・郷土料
理をお召し上がりいただけます。八戸市長小林眞様と共に八戸の夜をお楽しみください。

<スケジュール（予定）>
18:50/21:30

青森空港/ JR 八戸駅よりバス移動

21:30

八戸屋台村みろく横丁 各店舗にて懇親

23:00

終了

※青森屋・ホテルルートイン三沢・三沢シティホテルへ G1 送迎バスを運行いたします（約 40 分）。

<会場>
八戸屋台村「みろく横丁」
〒031-0033 青森県八戸市六日町

http://36yokocho.com/office/access/
<キャンセルポリシー>
1 月 26 日（土）以降にキャンセルの場合は、ご参加費の 100%を申し受けます。

「みろく横丁」にご参加されない方は、ご自身でご夕食をお召し上がりください。なお、青森屋
内では以下のレストランでお召し上がりいただけます。
<青森屋のれそれ食堂（バイキング）ご予約 URL>
https://booking.hoshinoresort.com/reservations/#/JA/hotels/0000000101/guest/option/0
000000060/parts

【2】2 月 9 日（土）午前中のプログラム
（D）六ヶ所村視察ツアー （2/9（土）8:00～12:00） ご参加費 3,000 円/人
*ご家族の皆様もご参加いただけます。
（中学生以上のみ）

多くの風力発電施設、原子燃料サイクル関連施設や国際核融合エネルギー研究センター、石油備
蓄基地などのエネルギーに関する施設が集まっている全国でも珍しい地域、六ヶ所村。エネルギ
ー問題の最前線である六ヶ所村を特別にご案内いただきます。
（先着順、40 名様限定）

<スケジュール（予定）>
8:00

星野リゾート青森屋

8:00～9:00

バス移動

9:00

六ヶ所原燃 PR センター到着

9:00～11:00

原燃 PR センター、濃縮工場、低レベル埋設、再処理工場等の見学

11:00～12:00

バス移動

12:00

星野リゾート青森屋

（12:00～

G1 サミット受付集合

到着

ランチ）

<キャンセルポリシー>
1 月 26 日（土）以降にキャンセルの場合は、ご参加費の 100%を申し受けます。

※ご見学には以下の情報の事前申請が必要です。マイページよりご登録ください。
氏名/氏名フリガナ（身分証に記載のもの）/性別/体重/生年月日/国籍/電話番号/住所（身分証
に記載のもの）/所属名（学生は学校名）/お役職（学生は学部・学年）/身分証*のコピー
*当日は、ご登録いただいた身分証の原本を必ずお持ちください。

（E）八戸缶詰サバ缶づくりツアー （2/9（土）8:30～12:00） ご参加費 5,000 円/人
*ご家族の皆様もご参加いただけます。
（年齢制限なし）

世界有数のサバの水揚げ量を誇る八戸港の目と鼻の先にある「八戸缶詰株式会社」では、鮮度抜
群のサバを塩水のみ加えて缶詰にしています。今回、現在ブームのサバ缶詰の手作り体験を特別
にご用意いただきました。原料を選び缶へ手で詰める体験から、それぞれのデザインラベルづく
りまで、世界に一つだけのサバ缶づくりをお楽しみください。
※完成後のオリジナルラベルつきサバ缶は、後日工場より発送させていただきます。
（先着順、20 名様限定）

<スケジュール（予定）>
8:30

星野リゾート青森屋

G1 サミット受付集合

8:30～9:30

バス移動

9:30～11:00

缶詰製造工場見学、サバ手詰め体験、オリジナルラベル作成

11:00～12:00

バス移動

（12:00～ランチ）

<キャンセルポリシー>
1 月 26 日（土）以降にキャンセルの場合は、ご参加費の 100%を申し受けます。

（F）塩沼大阿闍梨と行くネイチャーウォーク （2/9（土）8:00～9:30） ご参加費無料
*ご家族の皆様もご参加いただけます。
（年齢制限なし）

塩沼亮潤大阿闍梨と共に心身を整えるプログラム。千日回峰行を経て見えた景色とは？
歩行禅を通じて、ご自身と向き合う時間をお過ごしいただきます。

<スケジュール（予定）>
8:00

星野リゾート青森屋

G1 サミット受付集合

8:00～9:30

ウォーキング（90 分）

（G）落語から学ぶ粋・野暮＆コミュニケーション（2/9（土）10:00～12:00） ご参加費無料
*ご家族の皆様もご参加いただけます。
（年齢制限なし・定員なし）
*第二部のみのご参加も可能です。

中堅世代で日本を代表する噺家の一人、古今亭菊之丞師匠による落語口演＆トークセッションか
らなるプログラムです。

■スケジュール（予定）
10:00

星野リゾート青森屋

みちのく祭りや集合

10:00～10:50

第一部 古今亭菊之丞師匠による落語口演

11:10～12:00

第二部「落語から学ぶ粋・野暮＆コミュニケーション」セッション

（12:00～ランチ）

【古今亭菊之丞師匠プロフィール】
1991（平成 3）年 5 月

古今亭圓菊に入門

1991（平成 3）年 7 月

前座となる

1994（平成 6）年 11 月

二ツ目昇進

2003（平成 15）年 9 月

真打昇進

1998（平成 10）年 2 月

北とぴあ若手落語家競演会北とぴあ大賞

2001（平成 13）年 11 月

市川市民文化賞奨励賞

2002（平成 14）年

NHK 新人演芸大賞落語部門大賞

2008（平成 20）年 6 月

平成 19 年度

国立演芸場花形演芸会金賞

2009（平成 21）年 6 月

平成 20 年度

国立演芸場花形演芸会金賞

2011（平成 23）年 6 月

平成 22 年度

国立演芸場花形演芸会金賞

2013（平成 25）年 3 月

平成 24 年度 第 63 回芸術選奨 文部科学大臣新人賞(大衆芸能)

2013（平成 25）年 11 月

第 5 回落語協会大喜利王選手権優勝

2017（平成 29）年 2 月

平成 28 年度

大河ドラマ「いだてん」

前座名「菊之丞」

第 71 回

第 5 代落語協会大喜利王

芸術祭賞 優秀賞受賞

落語監修・江戸ことば指導

