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PHONE：099-286-4700
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CONVENTION＆
VISITORS BUREAU

【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

29

退任のあいさつ

当協会前専務・徳永文男は平成 年５

月 日付で退任いたしました。

在任中、皆様方にはいろいろとお世話

になり、誠にありがとうございました。

31

256,998,921
255,914,950
1,083,971
0
13
△13
1,083,958
35,868,313
36,952,271
0
551,000,000
551,000,000
587,952,271

【主な事業報告の内容】
◇観光客誘致事業
・他公社等との合同プロモーション事業
・九州地区観光宣伝隊の派遣
・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
・学生観光ボランティアへの支援
・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
◇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

就任のごあいさつ

専務理事

圖 師 俊 彦

平素より当協会の運営をは
じめ各方面にわたり、温かい
ご理解とご協力を賜っており
ますことに対し、心より御礼
申し上げます。
このたび、６月１日付で公
益財団法人鹿児島観光コンベ
ンション協会の専務理事に就

任いたしました。
微力ではございますが、鹿
児島市との連携を密に図りな
がら、明治維新１５０年・大
せ ご
河ドラマ「西郷どん」の放送
にあわせ関連事業を実施する
とともに、観光ボランティア
ガ イ ド や 観 光 案 内 所 の 運 営、
会員の接遇・語学研修等を開
催するなど、受け入れ体制づ
くりを進めるほか、コンベン
ションの誘致など、事業推進
に積極的に取り組んでまいり
た い と 考 え て お り ま す の で、
なにとぞ皆様方には、さらな
るご指導、ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。

平成28年度事業報告・決算報告

ウインド
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維新ふるさと館からのお知らせ
『「西郷どん」史跡めぐりバスツアー』

維新ふるさと館リニューアル

大好評のバスツアーを今年度も開催しています。維新ふるさと
平成30年の明治維新150周年、大河ドラマ「西郷どん」の放送
館からスタートし、城山や南洲墓地など、鹿児島市内にある西郷
開始に合わせ、維新ふるさと館は「幕末探訪・郷中教育コーナー」
隆盛ゆかりの地を当館スタッフの詳しい解説付きで訪ねます。
（１階）を中心にリニューアルします。
□日 時 平成29年7月15日(土)、９月16日(土)、10月21日(土)、11
月18日(土)、12月16日(土)の９時～17時 (雨天決行)
□申し込み 希望日、住所、氏名、電話番号、年齢を明記しＭＢ
Ｃトラベルへファクス（099−224−6057）で、開催日
の前月末日までに送付
□参加費 2,500円（昼食代、保険代、施設入館料、資料代など）
□事前勉強会
◇日時 各実施日の前週土曜日
16時～17時（予定）
リニューアルでは映像などを使った体験型展示を導入し、明治
◇会場 維新ふるさと館地下
維新に活躍する偉人らを輩出した「郷中教育」などについて楽し
多目的ルーム
く学ぶことができます！
※事前勉強会に出席できない方は
※リニューアル工事期間中（10月以降を予定）は館内の一部展示
ツアーにご応募できません
がご覧いただけなくなります。
※詳しくは維新ふるさと館ホーム
※詳細は決定次第、維新ふるさと館ホームページなどでお知らせ
ページをご覧ください
します。

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56回福岡市民の祭り 博多どんたく港まつ

渋谷・鹿児島おはら祭（東京都）
平成10年に始まり今年で第20回を迎えた「渋

り」が５月３日・４日に福岡市で開催されました。

谷・鹿児島おはら祭」が５月21日に、東京都渋

鹿児島市おはら隊として「竹若流」の皆様と、第

谷区で開催されました。関東・鹿児島それぞれの

12代かごしま親善大使の上水流花鈴が、会場に

踊り連総勢約2,500人が道玄坂の文化村通りで

設けられた演舞

華麗な舞いを

台やパレードに

披露し、沿道

て「おはら節」や

の方と一緒に

「ハンヤ節」を披

大いに盛り上

露し、鹿児島の

がりました。

魅力をアピール
しました。

（写真提供）鹿児島市

「第13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、マス
県
コミ等への出演
（年間40回、約60日程度）
□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29年11月2日から2年間
□審
査 8月27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16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17回かごしま錦江湾
サマーナイト大花火大会
桜島と錦江湾を背景に開催する九州最大級の花火大会。
目玉は、九州初の２尺玉４発同時打上げで、開花直径約480ｍ
の４つの花火が夜空を埋め尽くします。また、大会初となるフル
カラーレーザーによる演出を加えた音楽花火も必見です。例年以
上にこだわった演出で、夏の夜空を彩ります。
なお、今回の有料観覧席は、大会当日のかごしま水族館入館料
割引や入館者へアイスのプレゼントなどの特典付きです。
□日

時

８月19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29年８月～11月）
開催予定日

イベント・コンベンション名

団

体

名

全国障害者問題研究会

参加者数
（人）

８月５日（金）
〜６日（土）

全国障害者問題研究会第51回全国大会

８月17日（木）
〜19日（土）

第57回全国中学校水泳競技大会

（公財）日本中学校体育連盟

1,400

８月17日（木）
〜20日（日）

平成29年度全国中学校ソフトボール大会

（公財）日本中学校体育連盟

1,000

〜９日（土）
９月８日（金）

第22回日本脳腫瘍外科学会

（一社）日本脳腫瘍外科学会

〜15日（金）
９月12日（火）

第160回日本獣医学会学術集会

（公社）日本獣医学会

〜10月１日（日） 日本金融学会2017年度秋季大会
９月30日（土）

日本金融学会

９月30日（土）
〜10月１日（日） 日本自立訓練学会

日本自立訓練学会

第40回大会

10月20日（金）
〜21日（土）

全漬連青年部会第36回全国大会

10月25日（水）
〜27日（金）

日本地震学会2017年秋季大会

〜28日（土）
10月27日（金）

中核市サミット

〜11月２日（木） 第76回日本公衆衛生学会総会
10月31日（火）

全日本漬物協同組合連合会
（公社）日本地震学会

2,600

300
1,200
300
1,000
230
800

東京事務所中核市市長会

500

（一財）日本公衆衛生学会

3,500

〜５日（日）
11月３日（金）

日本催眠医学心理学会

11月９日（木）
〜10日（金）

第68回全国学校給食研究協議大会

11月11日（土）
〜12日（日）

第22回日本心療内科学会総会・学術大会

（NPO）日本心療内科学会

800

11月16日（木）

第61回全国バス事業者大会

（公社）日本バス協会

500

〜17日（金）
11月16日（木）

全国住宅産業協会

（一社）全国住宅産業協会

500

〜11日（月）
11月９日（土）

第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会学術大会

第63回大会

第49回全国大会

日本催眠医学心理学会

300

全国学校給食連合会

900

日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会

660

サザンウインド
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2018（平成30）年NHK大河ドラマ「西郷どん」
気になるキャストが続々決定しています！

主人公の西郷吉之助（隆盛）を演じるのは大河ドラマ初出演と
なる鈴木亮平。西郷の生涯の盟友・ライバルとなる大久保一蔵
（利
通）に瑛太。西郷３人目の妻となる運命の女性・岩山糸に黒木華。
また、島津氏の分家に生まれ、後に13代将軍・徳川家定の正室
となる於一（篤姫）には北川景子が配役されました。
豪華キャストが鹿児島の歴史上の人物たちを演じる「西郷どん」
のクランクインは夏を予定されています。

●発表されているその他のキャスト
風間杜夫
（西郷吉兵衛）
／松坂慶子
（西郷満佐子）
／渡部豪太（西
郷吉二郎）
／桜庭ななみ
（西郷琴）
／平田満
（大久保次右衛門）／
塚地武雅
（熊吉）
／高梨臨
（ふき）
／沢村一樹
（赤山靱負）／斉藤由
貴
（幾島）
／小柳ルミ子
（由羅）
／鹿賀丈史
（島津斉興）／堀井新太
（村田新八）
／高橋光臣
（有村俊斎／海江田信義）
／北村有起哉
（大山格之助／綱良）

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」
「ウエルカムキュート」

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」「ウエルカムキュート」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。〉
◆鹿児島県商工会連合会 ◆株式会社 福山物産 ◆アパホ
テル〈鹿児島天文館〉 ◆アジア印刷株式会社 ◆一般社団
法人 鹿児島みそら会 久遠チョコレート鹿児島 （※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。
外国人観光客向けに
「ウエルカムキュート」
も販売しています。
【料
金】
キュート
１日券
２日券

ウエルカムキュート
（言語：英・韓・繁・簡）

大人

1,200円

小人

600円

1,000円
500円

大人

1,800円

1,500円

小人

900円

750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）
□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：kcvb4@r4.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

