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＃元気です！くれ＃くれ

瀬戸内、呉地域に来てクレ！

女子旅

平成 30 年 9 月 12 日

観光ＰＲ

帆船「みらいへ」＆ＳＴＵ４８がやってくる
今回の７月豪雨では、中国地方で広範囲に被害が発生しました。
特に呉地域では、これまでに経験したことがないほど大きな被害が発生し、現在も早期の復旧復興に
向け各地域で懸命な復旧作業が続けられています。
一方、同地域の観光地や観光施設は被災していないところが多いにも関わらず、風評被害も相まって
観光客が減少している状況にあり、災害の復旧復興への対策はもちろん、観光産業の回復対策について
も早期に講じる必要があります。
このような現状を踏まえ、中国運輸局では、
（一社）グローバル人材育成推進機構、呉市、
（株）STU、
呉地域観光連絡協議会（呉市、江田島市、熊野町、坂町）と連携し、機構が所有する帆船「みらいへ」
の呉市初入港の機会を捉え、同地域の観光が元気であることを国内外に情報発信し、観光産業の早期回
復を応援するため「呉地域に来てクレ！観光ＰＲプロジェクト」を実施することとしましたのでお知ら
せします。

「呉地域に来てクレ！観光ＰＲプロジェクト」の概要
帆船「みらいへ」が西日本豪雨災害被災地応援のために取り組む「せとうち元気プロジェクト」によ
り 9 月 15 日に呉港へ初入港します。この日にＳＴＵ４８のメンバーを１日だけの「中国運輸局観光部員」
に任命し、呉市を中心とした地域の観光施設等を訪問してもらうことにより、地域が元気であることを
広く情報発信します。

日 時
会場等

実施団体

平成 30 年 9 月 15 日（土）
10：00～15：30
★帆船「みらいへ」入港歓迎セレモニー・ＳＴＵ４８「観光部員」任命式
呉港宝町岸壁 大和波止場
（雨天の場合は「大和ミュージアム」内）
★その後呉地域の観光施設やグルメを紹介するため街を巡ります。
（詳細は裏面参照）
主催：国土交通省中国運輸局
協力：(一社)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成推進機構･呉市･(株)ＳＴＵ･呉地域観光連絡協議会

・このプロジェクトについては全日程取材可能です。
・帆船「みらいへ」は、9 月 15 日は市民、観光客に対し船内一般公開、翌 16 日は 3 回の体験航海（①
9:30～11：30②12：30～14：30③15：00～17：00/有料）を実施します。いずれも取材可能です。
・取材を希望される方は別添取材申込書を 14 日（金）17 時までにファクシミリで送信してください。
FAX

０８２－２２８－９４１２

「呉地域に来てクレ！観光ＰＲプロジェクト」
スケジュール
10：00～10：15

帆船「みらいへ」入港歓迎セレモニー（宝町岸壁・大和波止場）
歓迎挨拶

呉市長・中国運輸局長

記念品交換
船長挨拶
10：15～10：30

○呉市と「みらいへ」の間で記念品交換・花束贈呈をします。

帆船「みらいへ」船長

ＳＴＵ４８「１日中国運輸局観光部員」任命式（宝町岸壁・大和波止場）
任命書交付

い わ た ひ

な

ふ く だあ か り

や

の ほの か

岩田陽菜さん、福田朱里さん、矢野帆夏さん
○中国運輸局長から 3 人のメンバーに任命書と特大名刺を交付します。

激励の言葉

呉市長

各メンバーからの発言
10：30～11：00

「みらいへ」セイルドリル体験・ＳＴＵ４８船内見学
○メンバーの発声でセイルを張り、その後操舵室などを見学します。

11：10～11：40

「大和ミュージアム」訪問
○ミュージアムと関係自治体の説明を受けます。

12：00～12：30

昼食「呉海自カレー」（港町珈琲店）
○くれマリンクィーンらと一緒に「呉海自カレー」をいただきます。

12：30～13：00

ほうはいかん

アレイからすこじま散策、澎湃館訪問
ほうはいかん

○アレイからすこじまと赤れんが倉庫をリノベーションしたショップ「澎 湃 館 」
（８月オープン）にお邪魔します。

13：20～13：50

入船山記念館訪問
○日本遺産でもある入船山記念館を訪問します。

14：00～14：30

呉の美味しいスイーツ巡り①（千福三宅本店・ミルクレモンソフト）
○千福三宅本店で「ミルクレモンソフト」等をいただき紹介します。

14：40～15：00

呉の美味しいスイーツ巡り②（中通り商店街・福住フライケーキ）
○中通り商店街を歩き「福住フライケーキ」をいただき紹介します。

15：10～15：30

ＳＴＵ４８から呉市の観光視察報告＆情報発信のお約束（帆船・「みらいへ」船上）
ＳＴＵ４８から報告

ＳＴＵ４８・中国運輸局長・呉市副市長

○メンバーから観光施設を巡った報告を受けます。

15：30

終了

※入港セレモニー、任命式には各自治体のゆるキャラ「呉氏」「えたぼう」「ふでりん」も出席します。
※ＳＴＵ４８のメンバーは呉市内を貸切バスで移動します。観光施設を巡る際は、くれマリンクィーン、
関係者が同行します。取材される方は各自の交通手段で施設まで移動願います。
※各メンバーへの取材は各訪問先イベントの合間で関係者の了解を得たうえでお願いします。
連絡先

国土交通省中国運輸局観光部

℡０８２－２２８－８７０１担当：榧野（かやの）
FAX０８２－２２８－９４１２

国土交通省中国運輸局交通政策部

℡０８２－２２８－３４９５担当：太刀掛（たちかけ）

ＦＡＸ

０８２－２２８－９４１２

取 材 申 込 書
取材をご希望される方は下記にご記入の上、ＦＡＸにて事前申込をお願いします。
申込期限：平成３０年 9 月１４日（金）１７時まで
会社名

代表者名

人数

連絡先
（取材当日に連絡可能なもの）

テレビカメラ
の有無

名
※取材にあたっての留意事項
① 取材中は自社腕章を必ず着用願います。
② 現地での移動は各自でお願いします。
③ 取材にあたっては、現地の担当者の指示に従って頂きますようお願いします。

＜問合先＞
中国運輸局観光部

榧野（かやの）

ＴＥＬ：０８２－２２８－８７０１
ＦＡＸ：０８２－２２８－９４１２
中国運輸局交通政策部

太刀掛（たちかけ）

ＴＥＬ：０８２－２２８－３４９５
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平成３０年２月２７日
海 事 局 総 務 課
シー トゥー

シ ー

「 C to Seaプロジェクト」のシンボルマークとアンバサダー決定！！！
国土交通省海事局は、子どもや若者をはじめ、幅広い皆さんに海や船の楽しさを知って
もらう「C to Sea プロジェクト※」を進めています。
この度、海を応援する皆さまの輪を広げる“求心力”となる「シンボルマーク」と、海と
船の魅力を“ナビゲーション”する「アンバサダー」に STU48 を任命することを決定しまし
た。
※「C to Sea プロジェクト」
・・・子どもや若者をはじめとして、より多くの人に海や船の楽しさを知ってもらうため、マ
リンレジャー体験等の海に触れる機会の増加や、効果的な情報発信等を推進する官民一
体の取組み。「海と日本プロジェクト」の一環として、国土交通省が旗振り。

シンボルマーク
様々な活動の“求心力”の役割

アンバサダー
海・船の楽しさを伝える
“ナビゲーション”の役割
ＳＴＵ４８

STU 全体写真
Zenntai
デザインコンセプト：
「C」と「Sea」は、生命の源の海、爽快
感、開放感を表す青を、「C」と「Sea」をつ
なぐ「to」は、躍動感や感動を表す朱を用い
て、多くの人が海とつながる楽しさを表現。

ＳＴＵ４８とは：
「瀬戸内 SeToUchi」エリアを本拠地とし
「１つの海、７つの県」を股にかけるＡＫ
Ｂグループ初の広域アイドルグループ。

【今後の動き】

・今後、海や船の楽しさを体感できる様々なイベントを官民一体で展開。
・STU48 は、アンバサダー第一弾イベントとして、３月９日の「ジャパンイ
ンターナショナルボートショー2018※」に出演予定。
※ジャパンインターナショナルボートショー2018については、以下までお問合せ下さい。
ジャパンインターナショナルボートショー2018 広報担当（佐々本）a-sasamoto@ypcpr.com／TEL 03-3406-3411／FAX 03-3499-0958
公式ホームページ http://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2018/index.html

※ ロゴマークご使用の手続については、別途ホームページで公表する予定ですが、早急にご使用に
なりたい場合は、下記までお問合せ下さい。

【問い合わせ先】
海事局総務課企画室

木村、太郎田（内線 44-422、43-172）

電話：03-5253-8111(代表)、03-5253-8605（直通）、FAX：03-5253-1642
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平成３０年８月３０日

帆船みらいへ西日本豪雨災害被災地応援

帆船が尾道・竹原・呉に寄港します
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
～ 地域の元気を取り戻し、魅力の発信・活性化のために ～

西日本豪雨災害の被災地の復旧・復興が進むなかにおいて、いまだに避難所や仮設住宅
での生活を余儀なくされている方も少なくありません。また交通インフラが寸断されてい
た地域では、旅行者の減少などで観光産業の衰退や地域の活性化も失われつつあります。
そこで（一社）グローバル人材育成推進機構（神戸市）では、帆船でのセーリング体験
を通じて、大自然の癒しによる災害ストレスを軽減し、現状の日常生活への気力・活力を
取り戻すとともに、瀬戸内の多島美の魅力を発信し、新たな観光ツールとして地域の活性
化につなげることをねらいとし、「せとうち元気プロジェクト」を実施します。
国土交通省中国運輸局は被災地支援、風評被害払拭・観光による地域復興に資するとい
う立場から、この取り組みに協力することとしましたのでお知らせします。

全体のスケジュール
2018 年 9 月
・9/1（土）～2（日）
・9/8（土）～9（日）
・9/15（土）～16（日）

尾道のスケジュール

せとうち元気プロジェクト in 尾道
せとうち元気プロジェクト in 竹原
せとうち元気プロジェクト in 呉
実施済み

《開催日程》2018 年 9 月 1 日（土）～2 日（日）
《開催場所》 尾道港 西御所岸壁 （onomichiU2 前）
《開催内容》 ◆入港セレモニー ・8/31 14:00～ 西御所岸壁にて（予定）
◆一般公開（船内見学） ※無料・事前申込不要
・9/1 10:00～15:00

◆体験航海（セーリング体験） ※有料・当日受付
・9/1 サンセット＆因島花火クルーズ（17:00～22:00）
・9/2 港内クルーズ
第①便(09:30～11:30)/第②便(12:30～14:30)/第③便(15:00～17:00)

竹原のスケジュール（みらいへ初入港）

実施済み

《開催日程》2018 年 9 月 8 日（土）～9 日（日）
《開催場所》竹原港 新明神岸壁 (竹原港県営上屋前 駐車場「三井グランド」)
《開催内容》◆入港セレモニー ・9/7 16:00～ 新明神岸壁にて（予定）
◆一般公開（船内見学） ※無料・事前申込不要
・9/8 10:00～16:00
◆体験航海（セーリング体験） ※有料・事前申込要
・9/9 第①便(09:30～11:30)/第②便(12:30～14:30)/第③便(15:00～17:00)

呉のスケジュール（みらいへ初入港）
《開催日程》2018 年 9 月 15 日（土）～16 日（日）
《開催場所》呉港 宝町岸壁（雨天は大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑにて）
《開催内容》【9 月 15 日】
◆入港セレモニー 10:00～ ◆セイルドリル（展帆） 10:30～
◆総帆展示 11:00～
◆セイルドリル（畳帆） 12:00～
◆一般公開（船内見学） 13:30～16:00 ※無料・事前申込不要
【9 月 16 日】
◆体験航海（セーリング体験）
第①便(09:30～11:30) 第②便(12:30～14:30) 第③便(15:00～17:00)
※有料・事前申込要
※すべての体験航海の詳細については一般社団法人グローバル人材育成推進機構のＨＰを
ご参照ください。http://miraie.org/info.html
※本プロジェクトの体験航海について取材を希望される方は（一社）グローバル人材育成
推進機構（担当：小原（おはら）
）へお申し込みください。
一般社団法人グローバル人材育成推進機構（神戸市）とは
海や帆船などを活用し、自然環境や異文化環境における教育プログラムの調査・研究及び普
及・支援に関する活動を行うことで、豊かな人間性を涵養し、新たな社会の創造や変革を担う人
材を育成することを目的に設立され、海や帆船を活用した教育プログラムの企画・開発や実施・
運営を行うとともに、野外における教育活動の支援や運営の受託、指導員の育成や派遣等を行っ
ている。
現在、帆船を活用した野外教育、とりわけ海洋型の冒険教育（セイルトレーニング）のプログラ
ム開発及びその普及に力をいれている。
【問い合わせ先】

【問い合わせ先】
かや の

中国運輸局観光部（榧 野）

(一社)グローバル人材育成推進機構

TEL:082-228-8701／FAX:082-228-9412

帆船みらいへ事業部（小原）

おはら

TEL:090-1711-1238／FAX:078-381-7063

