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「鹿児島ぶらりまち歩き」年間利用者が初の1万人を突破！
まち歩き観光ステーションでは、平成20
年度の大河ドラマ「篤姫」放送を機に、観
光ボランティアガイドと市内の名所・旧跡
を巡る「ぶらりまち歩き」を開始しました。
毎年多くの観光客や修学旅行生、地元利用
者を中心に手軽で身近な存在として利用を
いただいていま
す。
１ 月25日 に
「ぶらりまち歩
き」年間利用者
が開始以来初の
１万人を突破。
西郷隆盛銅像前

広場にてセレモニーを開催しました。１万
人目となったのは、郷土の歴史や文化など
について学ぶ総合的な学習の一環として利
用いただいた、鹿児島市立武中学校の皆さ
ん。代表の生徒へ花束と記念品の贈呈を行
い、１万人達成の喜びを分かち合いました。
今年度は大河ドラマ「西郷どん」放送の
影響を受け、西郷隆盛ゆかりの地を巡る
コースを中心に利用者数が順調に推移し、
この度、年間利用者数１万人達成に至りま
した。本年度の人気ベスト３は１位「西郷
をしのび西南戦争の最後の激戦地、城山を
めぐる。」２位「鹿児島城(日本100名城)と薩
摩77万石の城下町」３位「明治維新と近代

『九州・沖縄地区コンベンション推進団体連絡会
今年度実務担当者会議』を開催しました

２月14日（木）
・15（金）の両日、ホテルパレスイン鹿児島にて「九
州・沖縄地区コンベンション推進団体連絡会 平成30年度実務担
当者会議」が行われました。
この催しは、九州・沖縄地区にある12団体が相互に交流を深め、
今後の事業の円滑な遂行を目的に開催されています。
初日は事前に集められた議題や情報・意見交換についての活発
な話し合いが行われま
し た。 二 日 目 は 市 電
「かごでん」に乗車し
て鹿児島市内を巡った
り、奄美の里や七ツ島
のメガソーラー発電所
などを視察しました。

～笑顔が好き、
キレイが好き～
やっぱり違う！

プロのお掃除

エアコンクリーニング

ダスキン独自の薬剤・資器材を
使うので仕上がりが違います！

ファニチャークリーニング
布張り・ビニールレザー張り、
どちら
も素材を傷めずキレイにします。

ダスキンアイワ

鹿児島県鹿児島市城南町22－1

1 0120（450）790

日本を築いた偉人たちの誕生地を訪ねる」となっ
ております。尚、参加者の地域別では九州・関東・
関西の順です。
今後も観光ボランティアガイドを通じ、歴史・
食・文化など多彩な観光資源をもつ鹿児島市の魅
力を発信し
て参りま
す。ガイド
と会話を楽
しみながら
一味違う鹿
児島観光に
是非ご活用
ください。

第23回７都市情報懇談会
平成31年１月24日、東京丸の内の東京會舘にて、第23回７都市
情報懇談会が開催されました。７都市情報懇談会とは、全国各ブ
ロックの中で同規模のコンベンション受入可能都市が集まり、各
都市で開催されたコンベンションの情報交換を目的とし、コンベ
ンション主催の担当者を招待し、大会開催のお礼と他都市へ紹介
し、今後の開催地候
補として役立ててい
ただこうというもの
です。各都市の招待
者や担当者ら約50名
が一堂に会し、各都
市のＰＲや情報交換
が行われました。

ウインド

②

「新春寄席」開催

新商品「天保年間城下絵図」

１月19日
（土）
・20日
（日）
、加治屋町にある鹿児島市維新ふ
るさと館で、毎年恒例の新春寄席が開催されました。
今年のテーマは、
「西郷と久光」
。去年に引き続き、歴史家
の加来耕三さんをゲストにお迎えし、新春講演を落語家の桂
竹丸氏と鹿児島市維新ふるさと館特別顧問の福田賢治を交
え、新春歴史放談を行いました。参加者の方からは、
「３人
の軽快なトークの
おかげであっとい
う間に時間が過ぎ
ま し た。 ま だ 聞 い
ていたかったです」
などの感想をいた
だ き ま し た。 来 年
もご期待ください。

『鹿児島市観光まちづくりセミナー』を
開催しました。
10月４日(木)鹿児島サンロイヤルホテルにて「鹿児島市
観光まちづくりセミナー」を開催しました。
このセミナーでは、現在日本全国で注目され、鹿児島市
でも設立に向けた取組を進めている「DMO」とは何かを
知っていただくとともに、外部から講師をお招きし「観光
まちづくりのヒント」と題して講演を行いました。

DMOセミナー

平成31年２月１日、鹿児島県
内10市の観光協会が一堂に会す
る、10市観光協会情報交換会を
開催いたしました。本市・近隣
市との連携および情報交換を図
り、各市の取組みやＮＨＫ大河
ドラマ「西郷どん」放送の影響
を含めた最新の市況、観光情報
の収集や把握に努めました。相
互理解を深めるとともに、各市
の地域経済活性化および交流人
口の拡大を図っていきたいと思
います。

維新ふるさとショップでは、これまで要望の多かった城下絵

図を持ち運び可能なサイズで商品化しました。鹿児島の歴史を
感じることができ、まち歩きにもぴったりの城下絵図となって
います。当館限定販売の先着100本となります。ご購入はお早
めに。
■価格：1,080円
（税込）

鹿児島市版DMOの「設立準備委員会」
「設立準備ワーキンググループ」を
開催しました。
鹿児島市版DMO戦略プランの策定に向けて、「設立準
備委員会」及び「設立準備ワーキンググループ」を開催し、
観光事業者の皆様とDMOの活動に関する基本的な方向性
や具体的な取組内容などの検討を行いました。今後、この
戦略プランに基づき、地域一体で取り組む鹿児島市の観光
振興を推進してまいります。

DMO設立準備委員会

10市観光協会連絡会開催

DMOワーキンググループ

平成30年度鹿児島県10市観光協会情報交換会 出席協会：姶良市観光協会
日時：平成31年２月１日（金）
いちき串木野市観光特産品協会
場所：よかセンター第４会議室
公益社団法人 指宿市観光協会
（鹿児島市中央町10番地キャンセ７階）
一般社団法人 鹿屋市観光協会
公益社団法人 霧島市観光協会
垂水市観光協会
南九州市観光協会
日置市観光協会
一般社団法人南さつま市観光協会
公益財団法人 鹿児島観光コンベ
ンション協会（事務局）

サザンウ

③

ラグビーワールドカップ2019大会直前！
南アフリカ代表チーム
（スプリングボクス）来たる！！

「維新 dancin’鹿児島市
～season２～」
を公開中です♪

日本で開催されるラグビーワールドカップ2019大会期間前に、優勝
候補の南アフリカ代表チーム（愛称：スプリングボクス）が鹿児島で
事前キャンプを実施します。
二度とないこの機会に、世界最高峰のプレーを、ぜひ、間近でご覧く
ださい。
１．日
程：2019年９月７日
（土）
～12日
（木）
[予定]
２．練習施設：白波スタジアム、鴨池公園水泳プール、鴨池ドーム
３．宿泊施設：鹿児島サンロイヤルホテル
４．南アフリカ代表チーム（スプリングボクス）
ワールドカップでは、過
去 ２ 回（1995年、2007年 ）
の優勝を誇り、世界ランキ
ング上位 の ラ グ ビ ー 強豪
チーム。

鹿児島市の魅力をアピールするスペシャルムー
ビーの新バージョンは、観光HP「よかとこかごん
まナビ」からご覧ください。
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/
【観光プロモーション課☎216-1344】
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はじめました！
# 鹿児島の旬な観光情報
# イベントから食までおまかせ！
# 西郷どんもたまに出没…

@welcomekagoshima

今後開催されるMICE（全国大会）開催一覧（平成31年３月～７月）
開催予定日

イベント・コンベンション名

体

名

第29回全九州小学生選抜

３月23日（土）～24日（日）

2019JR九州CUP

４月13日（土）～14日（日）

第57回木元杯九州セブンズ

九州ラグビーフットボール協会

360

４月19日（金）

鶴丸高校125周年創立記念式典・記念講演会

鹿児島県立鶴丸高等学校同窓会

1500

４月24日（水）～27日（土）

第8回日韓機素潤滑設計生産国際会議（ICMDT2019） （一社）日本機械学会

４月下旬～６月下旬

第75回国民体育大会

５月23日（木）

ちびっこサッカーフェスティバル

競技別リハーサル大会

ナノ学会第17回大会
全国総会

ボーイスカウト日本連盟

５月27日（月）

ボーイスカウトアジア・太平洋地区大会

６月22日（土）～23日（日）

九州旅客鉄道株式会社、鹿児島県サッカー協会

平成31年度

機素潤滑設計部門

400

大学院

理工学研究科

500

九州沖縄サウナ・スパ協会
全国大会

九州ふうせんバレーボール交歓大会
（一社）日本スポーツ歯科医学会第30回総会・学術大会
第59回全国大会

550
1200

各競技団体等
鹿児島大学

（公社）日本サウナ・スパ協会

５月25日（土）～26日（日）
６月15日（土）

鹿児島市ソフトボール協会

参加者数（人）

３月23日（土）～24日（日）

５月９日（木）～11日（土）

男・女ソフトボール大会

団

120

ボーイスカウト鹿児島県連盟

1000

ボーイスカウト鹿児島県連盟

200

鹿児島ふうせんバレーボール協会

230

鹿児島大学 大学院 医歯学総合研究科

500

７月３日（水）

全国管工事業協同組合連合会

７月11日（木）～13日（土）

第6回九州保育三団体研究大会inKAGOSHIMA

７月18日（木）～19日（金）

第32回日本動物細胞工学会2019年度大会

鹿児島県立短期大学

200

７月25日（木）～26日（金）

第28回日本がん転移学会学術集会・総会

鹿児島大学大学院 腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学

300

７月27日（土）～８月20日（日） 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

鹿児島市管工事協同組合
鹿児島県保育連合会

（公財）全国高等学校体育連盟

700
1500

10000

サザンウインド

キャラクターピンバッジ

●お土産やちょっとしたプレゼントに！
●鹿児島の偉人“西郷どん”を身近に！

各種１個

200円

（税込）

④

“西郷隆盛（軍服バージョン）”
ピンバッジ
オリジナルグッズに
「西郷隆盛（軍服バー
ジョン）」ピンバッ
ジが新しく加わりま
した！ １個 300円

オリジナル観光
名刺台紙
鹿児島をデザインし
たオリジナル名刺で
す。観光の記念にお
勧めです。

縦6.1cm×横9.7cm

各種１箱100枚入り

500円（税込）

（税込）

数に限りがございます。
ご購入はお早めにお願いします。
お問い合わせは当協会
（☎099 − 286 − 4700）
へ！

協会トピックス
「天まちサロン」へお越しください

共通利用券「キュート」

鹿児島市の街なか情報発信拠点「天まちサロン」は、外国人を
はじめとして、どなたでもご利用頂ける施設で、来館者の利便性
と回遊性の向上や街なかの賑わい創出を図っております。
繁華街・天文館の「ぴらもーる（天神おつきや商店街）アーケー
ド」内、「吹上庵 天文館店」さんの向かい側にあります。
【主な業務内容】
◇観光と周辺案内 ◇「キュート」等の各種チケットの販売
◇手荷物預かり（有料） ◇ベビーカーの貸し出し・授乳室・トイ
レ ◇空き店舗情報
【お問い合わせ】 鹿児島市東千石町8−22 ☎099−213−9574
E-mail：machi-k@po4.synapse.ne.jp

新規賛助会員を募集しています
鹿児島観光コンベンション協会では、公的機関や民間団体、企
業が連携し、観光客の誘致・受け入れやコンベンションの誘致・
支援などを積極的に行い、観光やコンベンションの振興に取り組
んでいます。
観光やコンベンションの振興は、宿泊、飲食、観光などのサー
ビス産業だけでなく、運輸、通信、製造業など幅広い産業に影響
を与え、その経済効果は大きなものがあります。
当協会の趣旨にご賛同くださる方は、公益財団法人鹿児島観光
コンベンション協会 ☎099－286－4700へ
〈新規入会ありがとうございます。〉
◆株式会社 KSコネクト ◆TKPガーデンシティ鹿児島中央
◆エヌ・ワンタクシー   ◆Hamers株式会社
◆ゲストハウスバンビーナ
（※入会順）
【年度会費】法人 1口2万円（１口以上） 個人 1口１万円（１口以上）
賛助会員には下記の特典があります！
・観光客やコンベンション主催者への優先的紹介
・年間や月間のコンベンションカレンダー（大会・会議開催予定
表）、観光客向けの観光パンフレット類や機関誌など観光やコ
ンベンション情報の無償提供
・協会主催の各種セミナーなどへの優先的な紹介 など

賛助会員専用ページを
開設しています
当協会が把握するイベントやコンベンションの
情報を、賛助会員専用ページ（ホームページ）
から入手できるようになりました。
会員の皆さまの事業にご活用ください。
■アクセス方法
鹿児島観光コンベンション協会ホームページ
(http://www.kagoshima-yokanavi.jp/cvb/)
→賛助会員専用ページ
※パスワードが必要です。不明な場合は、当
協会へお問い合わせください。

桜島まで足を延ばし鹿児島市内を周遊したいというときは、市
電・市バス・桜島フェリーなどが乗り放題の「キュート」がおす
すめです。
【料
金】
キュート
１日券
２日券

大人

1,200円

小人

600円

大人

1,800円

小人

900円

【販売場所】
鹿児島中央駅総合観光案内所、観光交流センター、天まちサロ
ン、鹿児島まち歩き観光ステーション、維新ふるさと館、桜島観
光案内所ほか
【お問い合わせ】
鹿児島観光コンベンション協会☎099−286−4700

「鹿児島ぶらりまち歩き」をご利用ください
雄大な自然に包まれて、悠久の歴史を感じる鹿児島のまちをガ
イドとともにぶらり歩いてみませんか。
西郷隆盛にゆかりのある名所を巡るコースや桜島のコースな
ど、全16コースより選択できます。
地元のボランティアガイドの「語り」に触れて、一味違う魅力
ある鹿児島の旅をお楽しみいただけます。
【開始時間・集合場所】コースにより異なります。詳しくは鹿児
島まち歩き観光ステーションホームページ（http://kagoshimamachiaruki.jp）をご覧ください。
【所要時間】１時間～２時間程度
【参 加 料】大 人（高校生以上）500円、小人（小・中学生）
100円
※未就学児は無料
【申し込み】電話またはファクスで鹿児島まち歩き観光ステーショ
ン☎099−208−4701（ファクス099−208−4703）へ
※ホームページからでも申し込みいただけます
（ただし前々日まで。前日の申し込みは電話のみ）

ご活用ください 賛助会員へのサービス
■広告チラシ同封

■サザンウインドへの広告掲載

賛助会員の広告チラシを同封して配布します。 □枠
イベントや新商品発売のお知らせにご活用くださ □規
い。
□規

格

Ａ４版以下のチラシ

□配 布 先

当協会賛助会員(370社程度)

□配 布 料

2,000円

□募集社数

３社(先着順)

□申し込み

直接、公益財団法人鹿児島観光
コンベンション協会☎099−286−4700

数
格

先着順
縦5.5センチ×横6センチ（版下は貴社で作
成して提出してください）
□掲 載 料 5,000円（税込）
・12,000円（税込）
□申し込み 直接か電話、Eメールで公益財団法人鹿児
島観光コンベンション協会☎099-286-4700
（ E-mail：kcvb@d1.dion.ne.jp）
へ

【サザンウインド発行概要】
◦発行部数：年3回 各2400部
◦配 布 先：賛助会員
（370社程度）
・県内の各種大会事務
局、県内の大学などの教員など

