報道関係 各位
一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー
会長 多田 稔子
「熊野古道女子部」初合宿の実施について
本年 5 月に発足しました「熊野古道女子部」の選抜メンバー（プレス関係者）による、初めての
「合宿」を下記日程で実施いたしますので、取材及び報道方よろしくお願いいたします。
記
■日 程

平成 29 年 12 月 7 日（木）～10 日（日）

■テーマ

「熊野古道を本気で歩いて、人生をよみがえらせる!」

■内 容
・今年 5 月に正式発足した「熊野古道女子部」の選抜メンバー（プレス関係者）による、初
めての「女子合宿」！
・今回参加するのは、部長の山田奈緒子氏と事務局長の髙森玲子氏を含む、設立時メンバー
4 名と新規メンバー2 名の計 6 名
・部長と事務局長以外は、全員初めての熊野古道ウォークにもかかわらず、滝尻王子から熊
野本宮大社までの約 38 ㎞を丸 2 日間かけて歩き、また、本当に“人生がよみがえる”の
か？を検証
・合宿に先がけ、11 月 18 日に都内で行われた「ヤタガラス Night」で、自分の叶えたい願
いを紙に書いて宣言。今回の合宿終了後、その願いがどうなったか？も「追跡調査」する。
・ツアーには、撮影隊として元 TBS ディレクターの中島英介氏（田辺市龍神村在住）が同行。
合宿の一部始終を映像に収め、動画を作成。その動画を今後の熊野古道 PR の重要なコン
テンツとして活用する。
■参加メンバー及び行程詳細、熊野古道女子部規約については別紙参照

■連絡先
一般社団法人 田辺市熊野ツーリズムビューロー
担当氏名 坪井伸仁、小川雅則
電話番号 0739-26-9025

■参加メンバー（計 6 名）
山田 奈緒子（38 歳）
熊野古道女子部・部長。説話社勤務、編集者。
『熊野古道 巡礼の道』の編集を担当。
髙森 玲子（48 歳）
熊野古道女子部・事務局長。作家、経営者。
『熊野古道 巡礼の道』の著者。
田辺・熊野の滞在日数が約 2 年間で 100 日を超える、筋金入りの熊野古道女子。
Miwako（47 歳）
設立時メンバー。JAZZ ミュージシャン。アルトサックス＆フルートを演奏。日本全国、海外
でもライブを行う。
こやま たかこ（年齢非公開？）
設立時メンバー。ベストセラーを多数手がける装丁家。
『熊野古道 巡礼の道』のカバーデザ
インを担当。
諸江 香代（28 歳）
新規メンバー。元 PR 会社勤務。7 月に都内で行われた日本酒フェスでの髙森玲子氏のトーク
ショー担当をきっかけに入部。
野添 ちかこ（44 歳）
新規メンバー。
温泉と宿のライター。
5 月の熊野古道女子部プレス発表会をきっかけに入部。
■行程（予定）
日程

時間
8:40

内容
南紀白浜空港到着
男子マネジャーの送迎にて滝尻王子へ移動

9:45
12/7
（木）

熊野古道女子部サポーター代表・田辺市熊野ツーリズムビューロー多田
稔子会長と滝尻王子で合流

10:00
¦
18:00

滝尻王子で熊野の神様に誓いを立て、それぞれ「叶えたい願い」を宣言
し、熊野古道ウォーク１日目スタート！
【滝尻王子～霧の郷たかはら（昼食）～近露王子～継桜王子】
民宿つぎざくら（泊）

7:00
12/8
（金）

¦
16:00

熊野古道ウォーク２日目スタート！
夕方、熊野本宮大社ゴール！
【継桜王子～湯川王子～発心門王子～熊野本宮大社】
川湯みどりや（泊）

12/9
（土）

午前

湯の峰温泉（つぼ湯）～世界遺産熊野本宮館

午後

熊野本宮大社～旧社地大斎原～（田辺市内に移動）～南方熊楠顕彰館

夜

熊野古道女子部「規約」に基づき、
「味光路詣（あじこうじもうで）
」
「かんてき」で打ち上げ
アルティエホテル紀伊田辺（泊）

12/10
（日）

午前

鬪雞神社、熊野トラベル、梅酒で乾杯。などを訪問

12:10

南紀白浜空港出発、帰京

熊野古道女子部 規約
（名称）
第１条 本団体の名称は、熊野古道女子部（以下「女子部」という。
）とする。
（目的）
第２条 女子部は、熊野古道（熊野）が有するそれはそれはたくさんの魅力を、かつての熊野比丘
尼のごとく国内外に伝えるとともに、そしてなによりも部員自身が「楽しく、たくましく、美し
く」をコンセプトに、素敵に“熊野古道”と“人生”を歩むことを目的とする。
（事務局）
第３条 女子部の事務局は、株式会社オフィス髙森に置く。
（設立年月日）
第４条 女子部の設立年月日は、平成 29 年 5 月 20 日とする。
（入部条件）
第５条 女子部への入部条件は、次のとおりとする。
(1) すでに熊野古道（熊野）にハマっている、または、絶対ハマるはずだ！と確信している女子。
(2) 年齢は 18 歳以上とし、上限は設けないが、“女子”という乙女心を保持していること。
(3) 部員は原則的に「熊野ビジター（熊野エリア外在住）
」とし、地元女子の方は「サポーター」
として所属する。
（入部）
第６条 前条の条件を満たし、女子部へ入部を希望する者は、事務局へ入部申請を行い、事務局の
承認を以て入部完了となる。
（退部）
第７条 “女子”という乙女心が保持できなくなったなどの理由により、女子部を退部しようとす
る部員は、その旨を事務局に申し出るものとする。ただし、熊野古道（熊野）を愛する気持ちが
ある限りは、原則女子部の部員とする。
（組織）
第８条 女子部は、第 2 条の目的に賛同し、第６条の手続きにより入部した部員及びサポーターで
構成する。
（役員）
第９条 女子部には次の役員を置く。
(1) 部長 １名
(2) 副部長 ２名以内
(3) サポーター代表 １名
２ 部長は、部員の自薦他薦により選出する。
３ サポーター代表及び副部長は、前項において選出された部長が任命する。
４ 事務局は、女子部の庶務係として男子マネージャーを起用することができる。
５ 役員の任期は２年とする。ただし、再選は妨げない。

（特別顧問）
第 10 条 女子部には、特別顧問を置くことができる。
（部員の心得）
第 11 条 部員は女子部の活動を通じて触れる森羅万象に対し礼節を保つこと。また、多様性を大
切にすること。
２ 部員は女子部の活動にできる限り参加し、SNS 等で熊野古道（熊野）の魅力を積極的に発信す
るとともに、少なくとも年に一度は“熊野詣（くまのもうで）”をすること。
３ “熊野詣”の際には、200 店舗以上の飲食店が軒を並べる“口熊野”田辺の飲食街「味光路（あ
じこうじ）
」で、新鮮で豊富な“海の幸”“山の幸”を堪能し、飲み足りない場合は格安のスナッ
クやバーで地元住民と一緒に楽しい時間を過ごす“味光路詣
（あじこうじもうで）
”をすること。
４ “味光路詣”には、接待係として男子マネージャーを強制的に招集することができるものとす
る。
（部員レベル）
第 12 条 部員は、次の各号に掲げる事項を満たした場合、部員レベルをアップするステイタスが
付与される。
(1) プラチナ部員･･･熊野古道とサンティアゴ巡礼路の共通巡礼を達成し、かつ歴史上最多とさ
れる後白河上皇の 34 回を超える“熊野詣”をした女子。
(2) ゴールド部員･･･熊野古道とサンティアゴ巡礼路の共通巡礼を達成した女子。
(3) シルバー部員･･･共通巡礼手帳に記している熊野古道踏破条件を１種以上クリアした女子。
(4) フラワー部員･･･共通巡礼手帳に記している熊野古道踏破条件はクリアしていないが、熊野
古道（熊野）にハマっている、またはハマる予定の女子。
２ 前項による部員レベルによって実際の待遇や立場は何ら変わることはなく、単なる自己満足の
みが付与されるだけである。
（会計）
第 13 条 女子部の会計は事務局が管理し、部長が監理する。
（入会金、会費等）
第 14 条 入会金、会費は無料とする。
２ “熊野詣”やイベントの参加費は、その実施時において所定の参加費用を主催者に支払うこと
とする。
３ 参加費用の内訳には一定額の女子部の運営費が含まれる場合がある。
（総会）
第 15 条 女子部は、毎年１回以上総会を開催する。
２ 総会は、飲み会と称した会合に変更する場合がある。
３ 女子部は緩やかなコミュニティ組織であるため、総会の運営や決議、権能等の細部に関しては
本規約では定めない。
（その他）
第 16 条 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、組織内で協議し円満に解決を図るこ
ととする。

附則
1 本規約は、平成 29 年 5 月 20 日より運用する。
2 本規約発行時より平成 31 年 3 月 31 日までの組織体制は以下の構成とする。
特別顧問：九鬼 家隆（熊野本宮大社宮司）
部長： 山田 奈緒子（説話社）
副部長：杉山 亜沙美（実業之日本社）
サポーター代表：多田 稔子（田辺市熊野ツーリズムビューロー）
事務局：髙森 玲子、露木 彩（株式会社オフィス髙森）
男子マネージャー：大久保 将之（田辺市）
、坪井 伸仁（田辺市熊野ツーリズムビューロー）
、
田口 卓（実業之日本社）
、金子 さくたろう（説話社）

