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平成30年度観光事業功労者等表彰式開催
去る平成30年６月21日、鹿児島市の鹿児島サ
ンロイヤルホテル太陽の間にて「平成30年度観
光事業功労者等表彰式」が行われました。
この賞は、鹿児島県観光連盟が観光事業の発
展と関係従業員の資質の向上に顕著な功績が
あった個人または団体、及び観光関係事業所等
の有料従業員を表彰するものです。
当協会からは観光事業功労者表彰に福田賢治
氏（維新ふるさと館特別顧問）が受賞されまし
た。表彰式では受賞者を代表して、福田顧問が

「栄えある賞の受賞に感激している。鹿児島の観
光振興や発展のために一層の努力を続けていき

たい。」と謝辞を述べました。
（福田顧問は２ページに紹介している書籍「維
新を歩く」にも多大な貢献をしておられます。
そちらもご覧ください）
福田賢治氏

略歴

（維新ふるさと館 特別顧問）
昭和17年、鹿児島市生まれ。中学校社会科研究会顧問等歴任とな
り、清水中学校校長を最後に平成14年３月定年退職。同年４月か
ら維新ふるさと館の歴史解説員。19年６月から同館館長。24年６
月から同館特別顧問。

平成29年度事業報告・決算報告
【決算報告】


（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部
（1）
経常収益計
（2）
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部
（1）
経常外収益計
（2）
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

西郷どん 大河ドラマ館・維新ふるさと館
共通チケット販売中！
大人（高校生以上）720円
小・中学生360円
西郷どん 大河ドラマ館と
維新ふるさと館に
割引価格で入館できる
チケットです。
◆対象施設
 西郷どん 大河ドラマ館、維新ふるさと館
◆販売場所・お問い合わせ先
西郷どん 大河ドラマ館（099-808-3153）
維新ふるさと館（099-239-7700）

282,823,590
276,991,143
5,832,447
0
0
0
5,832,447
36,952,271
42,784,718
279,729
551,000,000
551,279,729
594,064,447

【主な事業報告の内容】
◇観光客誘致事業
・九州地区観光宣伝隊の派遣
・他公社等との合同プロモーション事業
・かごしま親善大使の運営
・インターネットによる情報発信 など
◇観光客受入事業
・鹿児島観光ボランティアガイドの活用
・明治維新150周年・大河ドラマ「西郷どん」関連事業
・パンフレットなどの作成（鹿児島の食に関する料理チ
ラシなど）
・観光案内所運営事業 など
◇コンベンション誘致支援事業
・首都圏大会事務局などへの誘致セールス
・大会補助金、助成金や歓迎看板などの各種支援 など
◇DMO検討事業
◇受託事業
・維新ふるさと館管理運営事業
・天まちサロン観光案内業務
・観光交流センター観光案内業務
◇法人会計
・理事会、評議員会や専門委員会の開催

ウインド
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維新ふるさと館からのお知らせ

読み物とガイドブックを１冊に！

明治維新の原動力となった薩摩の
人々。「なぜ」「どうして」の疑問を分か
りやすく解説します。また、島津斉彬や
久光、西郷隆盛、大久保利通、天璋院篤
姫など、同時期に活躍した40人余の人生
を紹介。維新を歩く市街地マップも付い
ているので、ガイドブック片手に偉人た
ちの誕生地や碑、銅像などを巡ってみて
はいかがでしょうか。

なぜ薩摩が明治維新で中心的役割を果たせたのか

鹿児島市維新ふるさと館 編
定価864円（税込）

維新を歩く

『維新を歩く
（１）
』好評発売中！

（1）

南日本新聞開発センター

【第１章】なぜ薩摩が明治維新で中心的役割を果たせたのか
【第２章】薩摩の英傑たち（歩みとエピソード）

錦江湾をナイトクルーズ
2018桜島納涼観光船

鹿児島の夏の風物詩・納涼観光船。今年は、明治維新150
周年記念「歴史の波を越え、拓け維新の華」と題して運航い
たします。
鹿児島港を出港し、夕日に染まる雄大な桜島や光り輝く市
街地の夜景、大迫力の水中花火を楽しめる約２時間の贅沢ク
ルーズ。クイズ大会や抽選会など楽しいイベントもいっぱい
です。
□期
間 ８月31日（金）まで ※８月12日～15日は運休
□運航時間 19時～21時（乗船開始18時30分）
□料
金 大 人1000円、小児（１歳～小学生）500円、ファ
ミリー乗船券（４人まで利用可。うち大人は２人
まで）
2400円 ※大人１人につき未就学児１人
は無料。また15人以上の団体、70歳以上の人、身
体障害者手帳を持っている人などへの割引あり
【鹿児島市船舶局営業課 099-293-2525】

他都市のイベントに参加しました
博多どんたく（福岡県）
「第57回福岡市民の祭り 博多どんたく港
まつり」が５月３日・４日に福岡市で開催
されました。鹿児島市おはら隊として「踊
り隊」の皆様と、第13代かごしま親善大使
の古屋敷杏菜が、会場に設けられた演舞台
やパレードにて「おはら節」や「ハンヤ節」
を披露し、鹿児島の魅力をアピールしまし
た。

えれこっちゃみやざき2018（宮崎県）
平成30年７月28日・29日に宮崎市で開催さ
れた「えれこっちゃみやざき」に鹿児島市お
はら隊として参加しました。まつりは中心市
街地や大淀川河川敷でイベントが催され、推
進委員会メンバーは、みんなの「和」が、ま
つりの「和」となり年輪のごとく本まつりを
成長させ、みやざきの未来の「和」へとつな
げていきたいと盛り上げていました。

渋谷・鹿児島おはら祭（東京都）
平成10年に始まり今年で第21回
を迎えた「渋谷・鹿児島おはら祭」
が５月20日に、東京都渋谷区で開
催されました。関東・鹿児島それ
ぞれの踊り連総勢約2600人が道玄
坂の文化村通りで華麗な舞いを披
露し、沿道の方と一緒に大いに盛
り上がりました。

第48回神戸まつり（兵庫県）
平成30年５月20日に兵庫県神戸
市で開催された「第48回神戸まつ
り」に参加しました。市内全域で盛
大に行われる神戸まつり。当日は
フラワーロード前からのパレード
や花舞台、マーケットイベントな
どで大勢の人でにぎわいました。

「第14代かごしま親善大使」を募集します！
鹿児島の魅力を県内外へ発信するため
□活動内容

 内外で開催される催事にて観光PRや補助的業務、メディア
県
等への出演を通し、積極的に鹿児島をPRしていただきます。
□対
象 市内に住むか通勤・通学する満18歳以上の方
（高校生を除く）
□人
員 ２人
□任
期 平成30年11月2日から2年間
□審
査 8月26日
（日）
予選会
□賞
金 10万円
（副賞は航空券、旅行券、ホテル食事券など）
□申し込み 所定の申込書か履歴書（A4サイズ）に顔写真（縦４㎝×横３㎝）
を貼って、直接か郵送で8月17日
（必着）
までに〒890−0053中央町10（キャン
セ７階）かごしま親善大使選出運営委員会事務局
（公益財団法人鹿児島観光
コンベンション協会内）
【099−286−4700】へ

サザンウ
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迫力満点の花火が約１万5000発！
第18回かごしま錦江湾
サマーナイト大花火大会
ミレニアムを機にスタートした鹿児島の夏の風物詩。世界有数
の活火山桜島と波静かな錦江湾という世界に誇れる自然景観を背
景に開催する九州最大級の花火大会です。
今回の目玉は、明治維新150周年記念特別企画として、九州
初 の １ 尺 玉 の150連 発 な ど 例 年 以 上 に こ だ わ っ た 演 出 で、 約
15,000発の花火が夏の夜空を彩ります。
なお、今回の有料観覧席も、大会当日のかごしま水族館入館料
割引などの特典付きです。花火と一緒にお楽しみください。
□日 時 ８月18日（土）19時30分～20時40分
□場 所 鹿児島港本港区
※専用駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
【当日は鹿児島中央駅からシャトルバス（有料）も運行します。】
□詳しくはサンサンコールかごしま☎099−808−3333へ
※か ごしま錦江湾サマーナイト大花火大会ホームページ（http://
hanabi.kankou-kagoshima.jp/）もご覧ください

今後開催されるMICE（全国大会）開催一覧（平成30年８月～11月）
開催予定日

イベント・コンベンション名
鹿児島大会

団

体

名

８月23日（木）
〜24日（金）

第70回九州地区小学校長協議会研究大会

８月23日（木）
〜24日（金）

第30回一般社団法人日本看護学校協議会学会

（一社）日本看護学校協議会

９月22日（土）
〜24日（月）

園芸学会平成30年度秋季大会

（一社）園芸学会

〜21日（日）
10月20日（土）

第13回かごしまアジア青少年芸術祭

かごしまアジア青少年芸術祭実行委員会

〜25日（木）
10月23日（火）

第69回日本学校農業クラブ

日本学校農業クラブ連盟他

5,000

〜28日（日）
10月27日（土）

第63回九州ブロックPTA研究大会鹿児島大会

鹿児島県PTA連合会

7,000

10月27日（土）
〜28日（日）

第11回日本総合歯科学会

日本総合歯科学会

250

10月31日（水）
〜11月１日（木） 第49回胃外科・術後障害研究会

鹿児島大学病院

500

10月31日（水）
〜11月２日（金） 鹿児島県人世界大会

鹿児島県人世界大会開催実行委員会

700

11月１日（木）

2018火山砂防フォーラム

火山砂防フォーラム委員会

700

〜10日（土）
11月９日（金）

第112回日本消化器病学会九州支部例会
第106回日本消化器内視鏡学会九州支部例会

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
消化器疾患・生活習慣病学

1,000

〜16日（金）
11月15日（木）

第59回全国スポーツ推進委員研究協議会

スポーツ庁、全国スポーツ推進委員連合他

3,500

11月18日（日）

第323回日本内科学会九州地方会

鹿児島大学大学院呼吸器内科学

450

11月18日（日）

第44回日本東洋医学会九州支部総会

日本東洋医学会九州支部鹿児島県部会

400

11月19日（月）

第40回鹿児島県市立幼稚園PTA連合会 in 鹿児島市

鹿児島県私立幼稚園PTA連合会

700

11月28日（水）

本場大島紬フェスティバル

本場大島紬織物協同組合

全国大会鹿児島大会
総会・学術大会

全国連合小学校長会

参加者数
（人）
1,110
1,000
900

消化器外科

220

1,000

サザンウインド

“西郷隆盛（軍服バージョン）”
ピンバッジ

明治維新150周年記念

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

●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

④

200円（税込）

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6.1×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 輝広 ◆山形屋商事株式会社 ◆アシスト ◆ニッ
ポンレンタカー九州株式会社 ◆Ruposhi Bangla ルポシ バ
ングラ ◆JJK株式会社 ◆株式会社 プロスポーツプロジェ
（※入会順）
クト ◆株式会社 野崎美工舎
【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

３件（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

