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錦江湾をナイトクルーズ 2015桜島納涼観光船
鹿児島の夏の風物詩・納涼観光船。今年は４月に運
航開始したスーパーエコシップ「第二桜島丸（サクラ
フェアリー）」で運航します。
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（月）まで ※８月13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】

あなたの笑顔でお・も・て・な・し

第11代かごしま親善大使募集

□活動内容 県
 内外で開催される観光キャンペーンでのＰＲやスポーツ
キャンプの歓迎式などの公式行事への出席（年間40回、約
70日程度）
□対
象 市内に住むか通勤・通学する満18歳以上の人
（高校生は除く）
□人
員 ３人
□任
（平成27年11月２日～平成29年11月１日）
期 ２年間
□審
（日）
に予選会
査 ８月30日
□賞
（副賞は航空券、宿泊券、旅行券、ホテル食事券など）
金 10万円
□申し込み 所定の申込書か履歴書に顔写真（縦４㎝×横３㎝）を貼っ
て、直接持参するか郵送で８月19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
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世界文化遺産登録決定！
明治日本の産業革命遺産～製鉄・製鋼、造船、石炭産業～
世界文化遺産への登録が決定した８県
11市の23資産で構成される「明治日本の
産業革命遺産～製鉄・製鋼、造船、石炭
産業～」
。そのうち鹿児島市内にある旧
集成館など３カ
所の構成資産
を紹介し
ます。

1851（嘉永４）年、薩摩藩主となった島津斉彬が始めた「集成館事業」。反
射炉やガラス工場などを建設しましたが、1858（安政５）年の斉彬の急死によ
り一時縮小されます。
しかし、1863（文久３）年の薩英戦争でさらなる近代化の必要性を感じた薩
摩藩は、洋式機械や蒸気機関を購入し、イギリスとの間で、留学生の派遣や
技術者の招聘を行い、西洋技術の直接的な導入を進めました。
この一連の生産システムを有する日本初の西洋式工場群「集成館」は、そ
の後の日本の近代化に大きく貢献しました。

■旧集成館（吉野町）
●尚古集成館
（旧集成館機械工場）
1865年に完成した、日本に現存する近代工場として最も古い建物。洋式
機械や蒸気機関を用いて、船舶装備用の部品などを製造していました。

●反射炉跡
反射炉は、鉄を溶かして大砲を造るためのものです。
1857
（安政４）
年に建設され、薩摩在来の石組み技術で精密に造られた２
号炉の下部構造が仙巌園の園内に遺構として残っています。かつては、こ
の上に高さ16メートルほどの煙突がそびえ立っていました。
【仙巌園
（磯庭園）
・尚古集成館】
◇開園時間 ８時30分～17時30分（年中無休）
◇入館料
大人1,000円 小・中学生500円
◇問い合わせ 099-247-1551
◇ホームページ http://senganen.jp/
http://shuseikan.jp/
※薩摩切子工場の見学も可能です

尚古集成館

反射炉跡

●異人館
　　1867
（慶応３）
年に日本で初めて設置された洋式紡績工場である鹿児島紡
績所で技術指導にあたった英国人技師の宿舎として建築されました。日本
の洋風建築のうち、現存する２階建住居としては最も初期のものです。
【旧鹿児島紡績所技師館（異人館）】
◇開園時間 ８時30分～17時30分（年中無休）
◇入館料
大人200円 小・中学生100円
異人館

◇問い合わせ 099-247-3401

■関吉の疎水溝（下田町）

■寺山炭窯跡
（吉野町）

集成館の工場で必要な動力
（水力）
を得るために築かれた水
路の取水口跡。ここから約７㎞にわたって導水していた。磯
地区にも集成館への水路跡が残っている。

反射炉などの燃料として用いる白炭（火力の強い木炭）
を製
造するために建設された。集成館に近く、白炭に適した木材
が多いために寺山に造られたと言われる。
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夏の夜空を約１万５千発の花火が彩る
第15回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会
今年も鹿児島の夏の風物詩・かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会を開催
します。
□日 時 ８月22日（土）19時30分～20時40分
□場 所 鹿児島港本港区
□会場には駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください
□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 大 花 火 大 会 ホ ー ム ペ ー ジ（http://hanabi.kankou-kago
もご覧ください
shima.jp/）

「薩摩美味維新

夏の美味めぐり」

チケットを使って、天文館、鹿児島
中央駅周辺や騎射場地区の飲食店の食
べ歩き・飲み歩きを楽し
もう。
◇期 間 ８月31日（月）
まで
◇チケット販売など詳
し く は“美 味 の ま ち
鹿児島”づくり協議
会（鹿児島市観光振
興課内）
099-2161327へ

薩摩維新ふるさと博
～維新と出逢う時間旅行～

多くの明治維新の偉人を輩出した鹿児
島市加治屋町の
甲突川沿いで、
当時の衣装を着
た「薩摩維新お
もてなし隊」に
よるおもてなし
や飲食ブース、
芝居などに触れ
て、
「維新のふるさと鹿児島」を感じて
みませんか。
◇期 間 10月23日（金）～11月15日（日）
◇場 所 歴 史ロード
“維新ふるさとの
道”

鹿児島港クルーズ船おもてなし隊
会員募集

◇対 象 鹿
児島県内に
住む人で、
クルーズ船
乗船客を歓
迎したい人
やクルーズ船に興味を持つ人
◇申し込みなど詳しくは鹿児島海外観
光客受入協議会（ＮＰＯ法人ゆめみな
と鹿児島事務局内）
099-227-0111へ
◇マリンポートかごしまへのクルーズ
船入港予定はゆめみなと鹿児島の
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.yume
をチェック
minato-k.or.jp/）

今後開催されるイベント・コンベンション
（８月～12月）
開催予定日
イベント・コンベンション名
８月14日～８月16日 東日本大震災復興支援 第50回全国高等専門学校体育大会バスケットボール競技
８月29日～８月30日 全国高等工業専門学校水泳競技大会
８月29日～８月31日 大学英語教育学会第54回（2015年度）国際大会
９月２日～９月３日 第38回全日本同和会九州連合会人権・同和研修大会
９月５日～９月６日 第10回九州臨床工学会
９月10日～９月12日 第66回日本化学会コロイドおよび界面化学評論会
９月12日
公益社団法人 日本麻酔科学会九州麻酔科学会 第53回大会
９月24日～９月25日 第67回九州地区地域婦人大会（鹿児島大会）
９月26日～９月27日 九州ジュニア水泳競技大会
９月26日～９月27日 日本超音波学会第25回九州地方学術集会
10月７日～10月９日 第59回宇宙科学技術連合会講演会
10月11日～10月12日 第７回全国クリーニング大会 in 鹿児島
10月17日～10月18日 第21回日本保育園保健学会in鹿児島
10月20日
森林・林業・林産業活性化九州大会
10月23日～10月24日 LRT都市サミット鹿児島2015
10月26日～10月28日 2015 第67回日本生物工学会大会
10月31日～11月15日 第30回国民文化祭・かごしま2015
11月14日～11月15日 第43回九州茶業研究大会 in 鹿児島（鹿児島県茶業大会と同時開催）
11月19日～11月26日 平成27年度九州八県赤十字大会
11月22日～11月23日 第48回日本薬剤師会学術大会
11月28日～11月29日 全国保育所給食セミナー
12月12日～12月13日 日本認知症ケア学会2015 九州沖縄地域大会
12月25日～12月29日 第39回全日本少年サッカー大会決勝大会
※国際会議と参加者500人以上で南九州規模以上の大会を掲載しています。

会場名
鹿児島アリーナ
鹿児島市鴨池公園水泳プール
鹿児島大学郡元キャンパス
鹿児島市民文化ホール
かごしま県民交流センター
鹿児島大学郡元キャンパス
鹿児島サンロイヤルホテル
鹿児島サンロイヤルホテル
鹿児島市鴨池公園水泳プール
かごしま県民交流センター
かごしま県民交流センター
城山観光ホテル
鹿児島市民文化ホール
鹿児島市民文化ホール
市内ホテル、新交通局舎
城山観光ホテル
鹿児島県内各市町村
かごしま県民交流センター 他
鹿児島市民文化ホール
かごしま県民交流センター 他
鹿児島市民文化ホール
かごしま県民交流センター
鹿児島県立サッカー・ラグビー場 他

参加者数（人） 規 模
500
全国
530
全国
1,150
国際
1,000
九州
500
九州
750
全国
500
九州
800
九州
800
九州
500
九州
1,000
全国
500
全国
700
全国
900
九州
800
全国
1,500
全国
―
全国
800
九州
1,900
全国
8,000
全国
1,000
全国
600
九州
2,500
全国
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６月18日（木） 薩摩藩英国留学生の足跡をたどる 観光地視察研修
今年はいちき串木野市羽島の
「薩摩藩英国留学生記念館」を
訪問し、日置市の美山地区のま
ち歩きを行いました。
参加した賛助会員の皆さんは
150年前にこの地を出発した
薩摩藩英国留学生の苦労やその
後の活躍を知り、また美山地区
のまち歩きを楽しみながら薩摩
焼の歴史などを学びました。

５月２日（土）～５日（祝）
2015ひろしまフラワーフェスティバル

７月５日
（日） 「明治日本の産業革命遺産」が世界文化遺産に登録
ドイツで開催されたユネスコ世
界遺産委員会で、旧集成館（反射
炉跡、機械工場、旧鹿児島紡績
所技師館を含む）など８県11市の
23構成遺産からなる「明治日本
の産業革命遺産」が世界文化遺産
に登録されました。
登録決定後、市内の各構成遺産
には多くの人が訪れ、ボランティ
アガイドの説明に聞き入っていま
した。

新規賛助会員募集
当協会は公的機関や民間団体、企業が連携し、
観光客の誘致・受入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
や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。
当協会の趣旨に賛同いただける方は、公益財
団法人鹿児島観光コンベンション協会099-2864700へ
□年会費

法人１口２万円（１口以上）
個人１口１万円（１口以上）

承認されました
【決算報告】
一般正味財産増減の部

１

経常増減の部

（1）経常収益計

245,616,584

（2）経常費用計

245,509,220

当期経常増減額
２

107,364

経常外増減の部

（1）経常外収益計

0

（2）経常外費用計

0

当期経常外増減額

0

当期一般正味財産増減額

107,364
34,335,444

一般正味財産期末残高

34,442,808

Ⅱ

一般正味財産期首残高
指定正味財産増減の部

～ご加入ありがとうございました～

当期指定正味財産増減額

Ⅲ

0

指定正味財産期首残高

551,000,000

指定正味財産期末残高

551,000,000

正味財産期末残高

585,442,808

【主な事業報告の内容】
◇観光客誘致事業
◦鹿児島市物産と観光キャンペーン
◦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
◦学生観光ガイドの育成
◦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）
◦観光案内所運営事業 など
◇コンベンション誘致支援事業
◦首都圏大会事務局等への誘致セールス
◦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

ご活用ください 賛助会員へのサービス

賛助会員専用ページを開設しました
当協会が把握するイベントやコンベン
ションの情報をホームページ上から賛助
会員の皆様が入手できるように、賛助会
員専用ページを作製しました。
会員の皆様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（閲覧に
はパスワードが必要）

（単位：円）

Ⅰ

◦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
などの特典があります。

◦佐川急便株式会社鹿児島営業所
◦有限会社本家文旦堂
◦薩摩藩古民家 カレーテリア沙羅
◦株式会社TEAM 南九州地区総括office
◦定食の店 沢庵

平成26年度事業報告・決算報告

６月25日（木）開催の評議員会で承認された事業報告と決算報告について、主な内容を紹
介します。

賛助会員には

新たに加入された賛助会員のご紹介

広島市の平和公園大通りで開催された「ひろしま
フラワーフェスティバル」の会場に観光ブースを設
け、広島の皆さんに食や歴史などの鹿児島の魅力を
伝えました。また、かごしま親善大使・薩摩観光維
新隊による舞台での観光ＰＲや観光ブースでのパン
フレット配布を行いました。

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

□定

３社(先着順)

員

□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

■サザンウインドへの広告掲載
□枠
□規

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メール：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2,400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

