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○瀬戸内クルーズセミナー・おもてなし実地研修について
協議会情報第 23 号でお知らせしました瀬戸内クルーズセミナー・おもてなし実地研
修ですが、11 月 17 日（月）13:30 から海峡メッセ下関・国際会議場において「瀬戸
内クルーズセミナー」「クルーズ船社との個別相談会」ほか、11 月 18 日（火）12:40
から 15:00 まで下関港・あるかぽーと岸壁
で「飛鳥Ⅱ」入港歓迎セレモニーやオプシ
ョナルツアーの乗船客の動線・ツアー会社
の誘導視察、意見交換会などなど盛りだく
さんの内容で実施します。
詳しくは別添資料をご覧下さい。参加を
希望される方は資料に申込書がありますの
で、11 月 5 日（水）までに送付願います。
なお応募多数の場合にはクルーズ寄港未
経験または経験の浅いところの方が優先さ
れますことをご了承下さい。
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○新造大型客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」
（16 万 7800 トン・定員
4180 人）日本寄港先決定！！
9 月 15 日（月）ロイヤル・カリビアン・インターナショナル（米 国 マイアミ市）
が現在ドイツで建造中の大型クルーズ客船「クァンタム・オブ・シーズ」が来年神戸・

広島・那覇・長崎・境港・博多に寄港するスケジュールを発表しました！！
来年 7 月に中国・上海を母港としてツアーが組まれ、中国地方では、広島・境港の
2 港に寄港する予定となっています。今後、寄港地は増える見込みもあるようです。
アジアでクルーズ人口は増加しており、今後ますます国内外のクルーズが活気を帯び
て来そうですね。
♪

お知らせ＋（プラス）

♪

10 月 25 日（土）26 日（日）に宇品外貿埠頭、宇品波止場公園で開催される帆船フ
ェスタについては前号でお知らせしたところですが、26 日 17：00 に「飛鳥Ⅱ」が宇
品外貿埠頭に入港します。
「日本丸」と「飛鳥Ⅱ」のコラボを見ることができますよ(^^)

♪

※「飛鳥Ⅱ」

26 日 17：00 入港、26 日 20：00 出港

（予定）

「日本丸」

24 日 16：00 入港、29 日 10：00 出港

（予定）

お知らせ＋（プラス）

その２♪

瀬戸内国際芸術祭たまの☆おもてなし推進委員会から情報をいただきました！！
「ART SETOUCHI 秋イベント」船上トーク×見学会（別添資料をご覧下さい）
11 月 9 日（日）宇野～高松間フェリー船上においてイベントが開催されます
定期航路を活用してのクルーズ（トークイベント）です！！
10 月 24 日（金）が申込〆切ですが、定員になり次第、締め切ります。

大型客船の寄港が中国地方も増えています。これからますます受入体制やおもてなし
が鍵を握っていると思います。
先日の台風 18 号で「ぱしふぃっくびいなす」の寄港先が対馬から下関に急遽変更に
なりましたが、下関市の柔軟な対応によってシャトルバス運行、タクシー手配、物産販
売などのおもてなし体制で受入ができたとのこと（クルーズやまぐち協議会から）今ま
で積み重ねて来られた経験とおもてなしの心で対応されたのでしょうが、短い時間での
ご準備は大変だったと思います。敬意を表します。
また〈お知らせ＋その２〉にもありますように既存航路をつかったクルーズもいいで
すね☆
中国運輸局管内にも「おさんぽクルーズ」
「のっとこクルーズ」
「ナイトクルーズ」な
どあります。 中国旅客船協会 HP で紹介していますので、ご覧になり、乗船の機会が
ありましたらショートショートクルーズもお楽しみ下さい。
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瀬戸内クルーズセミナー・おもてなし実地研修を開催
西日本の地方運輸局５局（近畿、神戸、中国、四国、九州）で構成する「瀬戸内海観光連携推進会議」は、瀬戸内海地域の観光活性化
を目指して平成 23 年７月に設立された組織です。
瀬戸内海地域の観光活性化の取組の一つとして、クルーズ客船による瀬戸内海の様々な港への寄港の推進を目指し、クルーズ客船寄港の意
義や寄港のためのおもてなしの方策等について、地域が検討する際の一助となることを目的として、下記「瀬戸内クルーズセミナー・おもてなし実地
研修」を実施します。

日 時：平成 26 年 11 月 17 日(月)・18 日(火)
会 場：海峡メッセ下関及び下関港あるかぽーと岸壁（山口県）
参加費：無料（交流会は負担あり）
主 催：瀬戸内海観光連携推進会議
共 催：九州クルーズ振興協議会、中国地方クルーズ振興協議会、関西クルーズ振興協議会
後 援：山口県、瀬戸内ブランド推進連合、瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会

～プログラム～
■〈瀬戸内クルーズセミナーin 下関（会場：海峡メッセ下関・国際会議場）〉 平成 26 年 11 月 17 日(月)13:30～19:40
[第１部] 12:30

受付

13:30

開会

13:40

講演① 【30 分】 「クルーズ船誘致に向けた山口県の取組」（山口県 産業戦略部次長

14:15

講演② 【30 分】 「飛鳥クルーズと寄港地への要望」（郵船クルーズ株式会社 運航部長代理

15:00

パネルディスカッション【90 分】

小玉 典彦）
村山 公崇）

テ ー マ：「クルーズ誘致のための『おもてなし』」
パネリスト：山口県産業戦略部次長

小玉 典彦

郵船クルーズ株式会社 運航部長代理

下関市港湾局長
村山 公崇

株式会社カーニバル・ジャパン 大阪営業所長
国土交通省中国運輸局 企画観光部長

西村 尚己

泉 隆太郎

川上 洋二

※クルーズ客船寄港の実例や自治体の誘致方策等についてお話しいただくことを通して、クルーズ客船を寄港さ
せるため に必要なことを参加者の皆様とともに考える場です。
[第２部] 16:45

クルーズに関する個別相談会（参加船社別ブース形式）【60 分】
※参加者の皆様が個別にクルーズ船社の方々にポートセールス等していただける場です。

[第３部] 18:10

交流会（会場：海峡メッセ下関４階「シーガーデンうさぎ」【90 分】
※参加者全体での交流会を予定しておりますので、ふるってご参加いただきますようお願いいたします。
(費用：お一人様 3,000 円を頂戴いたします。)

■〈クルーズおもてなし実地研修（会場：下関港・あるかぽーと岸壁）〉 平成 26 年 11 月 18 日(火)12:40～15:00
[第１部] 12:30
12:40
[第２部] 13:15

受付
おもてなし・物産展・オプショナルツアー出発状況等見学【20 分】
「飛鳥Ⅱ」船内見学（「飛鳥Ⅱ」船内）【40 分】

14:00

おもてなし実地研修意見交換会（「飛鳥Ⅱ」６デッキ・ハリウッドシアター）【60 分】

15:00

閉会

◎「飛鳥Ⅱ」入出港は、11 月 18 日(火)10 時入港、21 時 30 分出港の予定です。
◎山口県及び下関市による「飛鳥Ⅱ」入港歓迎式典は、17 時から開催予定です。
◎出港に合わせて、下関市による「ナイトセレモニー」
「お見送り行事」が
行われます。
※それぞれの見学等は、各自で対応お願いします。

～会場のご案内～
■海峡メッセ下関・国際会議場：〒750-0018
0018 山口県下関市豊前田町 3-3-1

国際貿易ビル 10 階

JR 下関駅より歩道橋を東へ徒歩５分
■あるかぽーと：山口県下関市あるかぽーと
JR 下関駅よりバス（サンデン交通）５～８分「海響館前」バス停下車すぐ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------きりとり線---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参加を希望される方は当参加申込書に必要事項をご記入の上、
参加申込書に必要事項をご記入の上、１１月５日(水)までに本ページを下記宛てに
までに本ページを下記宛てに FAX 又はメールでお送り
ください。
※ご記入いただいた個人情報等は、セミナー開催に関する業務以外には使用いたしません。
○お申し込み先
国土交通省 中国運輸局 企画観光部

□参加申込書
お名前
（よみがな）
(

)

(

)

(

)

所属
役職

ＦＡＸ：０８２-２２８-９４１２
９４１２
E-mail：satou-m59vt＠cgt.mlit.go.jp
cgt.mlit.go.jp

連絡先電話番号
年齢

セミナー

交流会

※セミナー、交流会、実地研修、船内見学に参加希望の方は「○」を記入してください。
「飛鳥Ⅱ」船内に入るには、お名前（読みがな）、所属、連絡先電話番号、年齢の事前登録が必要です。
交流会の費用としてお一人様 3,000 円を申し受けます。
□担当者様ご連絡先
お名前

所属

連絡先
ＴＥＬ：
E-mail：

実地
研修

意見交
換会

船内
見学

