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鹿児島市観光サイトがリニューアルしました
令和２年２月に、鹿児島市観光サイト「よかとこかごん
まナビ」を全面リニューアルし、
「かごしま市観光ナビ」が
スタートいたしました。サイトのデザインは、写真を多め
にしたり、目の動きに合わせてコンテンツを横一列にした
ほか、スマートフォンでも見やすいものとなりました。外
国語サイト（英語・繁体字・簡体字・韓国語）も日本語サ
イトと同様のクオリティを保っているため、外国人観光客
も使いやすくなりました。さらに、サイトを通して飲食店
や体験メニュー、宿泊の予約もできるようになりました。
また、特集記事を充実させることで、
「鹿児島の魅力」を
飽きさせることなく発信していきます。鹿児島市の知りた
い観光情報を使いやすくなった「かごしま市観光ナビ」で
検索してみてください。
「かごしま市観光ナビ」とともに、「鹿児島市公式法人サ
イト」もリニューアルいたしました。「かごしま市観光ナ
ビ」は観光客目線に特化したサイトになりましたので、法
人や団体様向けの情報はこちらのサイトで検索することが
できます。鹿児島で開催されるコンベンションなど各種支
援事業のご案内もこちらで確認できます。当協会とかごし
ま親善大使のFacebookもご覧いただくことができます
ので、是非確認してみてください。なお、従来まで定期的

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/
かごしま市観光ナビ
〜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

にコンベンション情報を掲載しておりましたが、会員様向
けのサービスということで、今後はメール配信にて会員様
に直接情報をお届けいたします。
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令和２年４月より「鹿児島ぶらりまち歩き」がコー

申

ぶ

まち歩きコースリニューアル
道中にクイズや鹿児

込

方

法

島弁講座もあり、充実

スリニューアルします。「鹿児島ぶらりまち歩き」は、

『鹿児島ぶらりまち歩き』
は事前予約制です。
・お一人でもご案内します。

＼見どころ満載／

・お電話又はFAXにて、鹿児島まち歩き観光ステーションへ氏名、年齢、参加日、コース、希望時間等添えてお申込みください。
・公式ホームページでもお申込みいただけます。
（但し、前々日まで。前日のお申し込みは電話のみとなります。）
・申込みは前日17：00まで受付けます。
○所要時間･･･基本コースは約１時間〜2時間
○その他

お気軽に
お申し込み
ください。

とが出来ました。鹿児

・まち歩きは歩いて巡りますので、歩きやすい服装や靴でご参加ください。
・まち歩きの際は、車などに十分注意し、各自で責任を持って行動してください。
イベント保険への加入はいたしますが、万一の事故等の場合、事務局は責任を負いかねますのでご了承ください。
・スケジュールは、天候その他により変更・中止する場合があります。
・当日のキャンセルは、お受けいたしかねますので、人数のご変更等は前日の17：00までにご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。
・ぶらりまち歩きの参加者は、セラ602駐車場（西郷銅像前）の駐車料金が2時間無料になります。
詳しくは、お申し込みの際にお尋ねください。

わる歴史やエピソードなどを紹介するものです。従来
大

人（高校生以上） 小

2名以上

500円

のコースに加え、新しくかごりんを利用したコースや、

セラ602（西郷銅像前）

駐車料金2時間無料

２時間で味わうことが
ぶらりまち歩きの参加者は、セラ602駐車場の駐車料金が
２時間無料になります。
詳しくは、お申し込みの際にお尋ねください。

大人（高校生以上）1名での参加は1,000円
20名以上の場合、団体料金2割引になります。

喜入周辺を巡るコース、イルミネーション見学など夜
◆集合場所

城山展望台駐車場

2

鹿児島まち歩き観光ステーション

3

鹿児島まち歩き観光ステーション

4

西郷南洲顕彰館前

5

鹿児島中央駅2階総合観光案内所

6

キャンセビル前サイクルポート

7

石橋記念館玄関前

３月に完成する鹿児島城本丸「御楼門」を中心に巡

できるため、企業研修
8

仙巌園入口前

オプション2：鹿児島中央駅東口

にもおすすめです。是
9

鹿児島市役所喜入支所
城山展望台駐車場

10 鹿児島まち歩き観光ステーション

ぶら
まち

1

の街を散歩するコース（季節限定）など多彩になりま
した。

島の歴史や魅力を１〜

人（小・中学生）

100円

歩
まち き

参加料

らり

を観光ポイントにお連れしながら、そのコースにまつ

した２時間を過ごすこ

鹿児島

各コースの「まち歩きガイド」が観光客や市民の皆様

11 桜島フェリーターミナル
（鹿児島側）

非、鹿児島ぶらりまち
12 桜島フェリーターミナル
（鹿児島側）
13

JR慈眼寺駅
天文館公園

歩きをご利用ください

◆市内の観光には便利でお得なカゴシマシティビューで

レトロな路面電車風のバスと、海とイルカをイメージしたバスが鹿児島中央駅を発着点に
鹿児島市内の主な観光スポットを巡ります。
また、毎週土曜日は、美しくライトアップされた
スポットを巡る
「夜景コース」
も運行しています。
「鹿児島ぶらりまち歩き」
の集合場所へもご利用いただけます。

るオプションコースもあり、鹿児島の新スポットもお

お申し込み・お問い合わせ

楽しみいただけます。

ませ！

鹿児島まち歩き観光ステーション

（公益財団法人鹿児島観光コンベンション協会二之丸事務所）
〒892-0853鹿児島市城山町２番30号

二之丸ビル１階

電話：099-208-4701 ＦＡＸ：099-208-4703

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/machiaruki

開所時間 ： 3月20日〜8月31日 9：00〜19：00 9月1日〜3月19日 9：00〜17：30
年中無休（但し12月29日〜1月3日を除く）

23

気軽に
詳しく学べる

13コース

かごしまの街を
観光ボランティアガイドが案内します。
2020年4月改訂

３月完成予定の鹿児島城本丸「御楼門」

今回、まち歩きの中でも一番人気の、城山から西郷
銅像前までを歩く「西南戦争最後の激戦地 城山で西郷
を偲ぶ」を紹介します。今回、案内してくれたのはボ
ランティアガイドの田中かすみさん。城山では、桜島
や鹿児島市街地のことを、西郷洞窟や西郷隆盛の終焉
の地では、西郷隆盛の思いや人柄を偲びつつ、当時の
ことを詳しく教えていただきました。

ボランティアガイドの田中かすみさん

「鹿児島ぶらりまち歩き」新コース
１．西南戦争最後の激戦地城山で西郷を偲ぶ
２．なるほど！南九州最大の繁華街天文館
３．鹿児島城（日本100名城）と薩摩77万石の城下町
４．西郷らが眠る南洲墓地と島津家の菩提寺福昌
寺跡
５．明治維新と近代日本を築いた偉人たちの誕生地
６．西郷が住んだ屋敷跡と西郷家ゆかりの人が眠
る墓地
７．石橋から見える幕末薩摩の歴史
８．世界文化遺産 明治日本の産業革命遺産「旧
集成館」
９．日本遺産「薩摩の武士が生きた町〜武家屋敷
群『麓』を歩く〜」
10．城山の歴史と大樹・森林浴を体感
11．イルカとの出会いと桜島展望
12．火の島「桜島」大地の鼓動を体感
13．季節限定「鹿児島の食を楽しむまち歩き」
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鹿児島市維新ふるさと館
「新春寄席」
開催

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、
「明治維新、わたしはこ
の人を語りたい！」。今年も、歴史家の加来
耕三さんをゲストにお迎えし新春講演を、
さらに落語家の桂竹丸氏と鹿児島市維新ふ
るさと館前特別顧問の福田賢治氏を交え、
新春歴史放談を行いました。３人のトーク
を聞きたいという方で、両日とも満席。抽
選会もあり、最後まで盛り上がりました。
新春歴史放談のようす

接遇語学研修
２月20日
（木）
ソーホーかごしま会議室にて、賛助会
員を対象にした令和元年度接遇語学研修会を開催しま
した。接遇研修は、Oﬃce中村朋美代表の中村朋美先
生をお招きし、ビジネスシーンだけでなく普段の生活
でも使える接遇マナーを、ロールプレイを交えながら
教えていただきました。また、マスクの着用に関する
ことなど、最近の傾向を踏まえた内容に、参加者の皆
さまも興味津々でした。
語学研修は、有限会社アイエス通訳システムズ代表
取締役の山崎美智子先生をお招きし、観光客に対応で
きる基礎的な英会話についてご講義いただきました。
英語に抵抗を持たずに、まずはコミュニケーションを
とること、１日短時間でも英語を使うことの大切さな
どを教えていただきました。

IME2020への出展
２ 月26日（ 水 ）東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム で 第29回 国 際
MICEエキスポ「IME2020」が開催されました。国際
/国内会議、学会・大会、企業ミーティング、インセ
ンティブ旅行等MICEを誘致するための商談イベント
で、101団体314名が出展しました。当協会のブースに
は、15団体20名がご来場いただき、鹿児島のPRをさ
せていただきました。数多くの学会等を鹿児島に誘致
できるよう努めてまいります！
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みんなの力で成功させよう！

―燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会―
2020年10月、東京オリンピック・パラリンピックの熱気と感動の余韻が残る中で、本県では48年
ぶりに「第75回国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）
」
「第20回全国障害者スポーツ大会（同
、
かごしま大会）」が開催され、鹿児島市では国体17競技・大会10競技が実施されます。

かごしま国体・かごしま大会

企業協賛募集中

鹿児島市実行委員会では、現在、両大会の開催に向けて広報啓発
や大会運営に関する物品のご協賛をいただく企業の皆様を募集して
います。
かごしま国体・かごしま大会を盛り上げるため、企業の皆様のお
力添えをよろしくお願いします。

♦主な手続き
本市実行委員会ホームページから「協賛申出書」ダウンロードの
うえ、直接又は郵送により、本市実行委員会までお申し込み下さい。

▲協賛物品の例

♦お問い合わせ先
鹿児島市観光交流局

国体総務課

総務企画係

（燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会事務局）
電

話：０９９−８０８−００３２

E-mail：kotai-soumu@city.kagoshima.lg.jp

▲詳細な情報は本市実行委員会
ホームページをご参照ください。
https://kagoshimacity-kokutai.jp/

あなたとわくわく マグマシティ 鹿児島市
このメッセージは、鹿児島市ならではの魅力や価値を凝縮した「こんな
まちでありたい」という願いを表すシティプロモーションの合言葉です。
メッセージをわかりやすく伝えるためのシンボルマークは、鹿児島市民
を赤い糸、市外の人々を青い糸とし、それぞれの交流から新しい鹿児島市
を紡いでいきたいという想いを桜島の形で表しています。
鹿児島市では、このメッセージ等を活用し、まちに想いを寄せる
島ファン

鹿児

を増やす取り組みを行っています。

シンボルマークは、鹿児島市で製造・生産された商品やイベントのポス
ターなどにも使用いただけますので、ぜひ活用いただき、一緒に鹿児島市
を盛り上げましょう。
使用方法等については、鹿児島市ホームページでご覧いただけます。
お問い合わせ先：鹿児島市総務局市長室広報戦略室
（TEL）099−803−9547

マグマシティ
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今後開催されるMICE（九州・全国大会）開催一覧
（令和２年６月〜９月）

開催予定日

イベント・コンベンション名

６月

〜

６月４日
（木）
５日
（金）
〜
〜

18日
（土）
〜

７月30日
（木）
31日
（金)
８月下旬

〜

８月25日
（水）
28日
（土）
〜

９月24日
（木）
26日
（土）
９月

〜

９月29日
（火）
30日
（水）

F

w
ollo

!

Me

体

名

参加者（人）

建築士会九州ブロック会議

鹿児島県建築士会

400

第22回九州地区福祉高等学校長会総会

鹿児島県立開陽高等学校

200

鹿児島県左官業協同組合

260

（一社）日本医学教育学会

900

７月16日
（木） 創立60周年
17日
（金） 講演会
７月17日
（金）

団

日左連九州ブロック会総会及び

第52回日本医学教育学会

全国看護高等学校研究協議大会

全国看護高等学校校長協会

400

全日本おかあさんコーラス全国大会

鹿児島県合唱連盟

1600

農業農村工学会講習会

鹿児島大学農学部

1100

第75回日本体力医学会大会

（一社）日本体力医学会

3000

九州簡易郵便局大会（仮称）

九州簡易郵便局連合会

400

第56回九州地方更生保護女性大会

九州地方更生保護委員会

830

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

サザンウインド

７都市情報交換会
３月５日
（木）令和元年度第５回７都市情報交換会
が、幹事都市である鹿児島で開催されました。７都
市情報交換会は、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（旭川市・秋田市・前橋
市・岐阜市・姫路市・松山市・鹿児島市）が集まり、
コンベンションの情報交換を行うものです。
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、姫路市は
欠席となりましたが、今年度の決算についてなど審
議が行われました。また、翌日には鹿児島市内のエ
クスカーションを行いました。

第４回理事会開催
3月11日（水）城山ホテルかごしまにて、令和元
年度第4回理事会が開催されました。第1号議案で
は、令和2年度事業計画（案）について、第2号議
案では、令和2年度収支予算（案）について審議が
行われました。令和2年度は、令和元年度に引き続
きDMO関連事業を行うほか、鹿児島市でのMICE
開催を推進するためのMICE誘致の指針となる戦略
プランの策定など様々な事業に取り組むことなどを
説明し、両議案とも承認されました。また、第3号
議案では、第4回臨時評議員会の招集（案）につい
て審議が行われ、こちらも承認されました。令和2
年度も鹿児島の観光の発展に寄与してまいりますの
で、引き続きよろしくお願いいたします。

DMO外国人観光客対応人材育成講座
DMO関連事業の一環として、外国人観光客対応
人材育成講座が計４回開催されました。対象者は、宿
泊・交通、飲食・物販などの業界関係者やまち歩き
観光ガイドなどで、外国人観光客とのコミュニケー
ションを図るコツについて講座を行い、観光に携わ
る方々のスキルアップを図りました。外国人講師と
のロールプレイなど、業種に特化した内容であり、
参加者の方々から「参考になった」など好評いただ
きました。学んだことを是非ご活用いただければと
思います。

⑥
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協会トピックス
「天まちサロン」へお越しください
鹿児島市の街なか情報発信拠点「天まちサロン」は、

共通利用券「キュート」
桜島まで足を延ばし鹿児島市内を周遊したいという

外国人をはじめとして、どなたでもご利用頂ける施設

ときは、市電・市バス・桜島フェリーなどが乗り放題

で、来館者の利便性と回遊性の向上や街なかの賑わい

の「キュート」がおすすめです。

創出を図っております。

【料

金】

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

１日券
２日券

大人
小人
大人
小人

キュート
1,200円
600円
1,800円
900円

【販売場所】

◇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。

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13コースより選択できます。

観光やコンベンションの振興は、宿泊、飲食、観光

地元のボランティアガイドの「語り」に触れて、一

などのサービス産業だけでなく、運輸、通信、製造業

味違う魅力ある鹿児島の旅をお楽しみいただけます。

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
【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

【開始時間・集合場所】
コースにより異なります。
詳しくはかごしま市観光ナビをご覧ください。
【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
※ただし、大人１名での参加は1,000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（FAX099−208−4703）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）

サザンウインド

特割チケット

⑧

マグマシティピンバッジ
鹿児島市のシンボルマーク「マ

仙巌園と水族館にこれ一枚で入園できる

グマシティ」がピンバッジになり

お得な共通チケットです。

ました。

どちらも行きたいという方は是非!!

マグネットタイプなので、穴を
開ける必要なし！
これをつけて、あなたも鹿児島
１枚

ファン!!

1,000円（税込）
2

キャラクターピンバッジ

各種１個

200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！

（税込）

500円（税込）

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（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6.1cm×横9.7cm
各種１箱100枚入り

500円（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！
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。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

□枠

数

□規

格 縦5.5センチ×横6センチ（版下は貴社で作

Ａ４版以下のチラシ

先着順
成して提出してください）

□配 布 先

当協会賛助会員(370社程度)

□掲 載 料

5,000円（税込）
・12,000円（税込）

□配 布 料

2,000円

□申し込み

直接か電話、Eメールで公益財団法人鹿児

□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

島観光コンベンション協会☎099-286-4700
（ E-mail：kcvb@d1.dion.ne.jp ）へ

コンベンション協会☎099−286−4700
【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

