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◆「球美の日」講演会・セレモニー＆懇親会
9 月 3 日の『久米島観光の日（球美の日）
』に、イーフ情報プラザ
において～久米島を語る～講演会を開催致しました。
沖縄県文化観光スポーツ部観光政策統拢監 の下地芳郎さんより
『沖縄観光から見た離島振興について』
、(財)沖縄観光コンベンショ
ンビューロー副会長の東良和さんより、
『久米島の観光について』
、
女優の田中律子さんより、
『活動報告と久米島の魅力』と題して講話
を頂きました。
（参加人数 80 名）
同日、イーフビーチホテルプールサイドに会場を移し、以下の認定
式・表彰式、懇親会を行い、総勢 95 名の参加があり盛大に終りました。

[観光大使認定式(２名)]
☆田中律子さん（女優）紹介
堀越学園時代にタレントとして活躍され、2006 年には、ＮＰＯ
法人アクアプラネット理事長となり、現在は同団体の会長に就
任。2009 年、内閣府沖縄振興審議会委員、2010 年、美ら島沖縄
大使に任命される。同氏は、沖縄に愛着を持ち、特に海の素晴し
さに感動しサンゴを守るＮＰＯ法人の設立に関わり、サンゴの育
成に努めている。先般、久米島に来島し自然景観や特に海に感動
し是非久米島のＰＲ活動に貢献したいとのことで、久米島観光大
使に任命されました。
☆高橋康夫さん(高橋精機械株式会社 専務取締役) 紹介
埼玉県東松山市で、経済界のリーダーとしてご活躍、度々久米
島を訪れる中で、島には多くの知人・友人がいる。東松山市で開
催される日本で最大の日本スリーデーマーチ(ウォーキング大会
/１日３万人)においても、久米島の宣伝を行なっており、その功
績が今回の久米島観光大使として久米島観光のＰＲに繋がるも
のとし、久米島観光大使に任命されました。

[花いっぱい運動表彰]
・久米島工業開発株式会社
・地域活動支援センター
・西銘生源
・大城澄江
・リゾートホテル久米アイランド

[球美の島フォトコンテスト表彰]
応募総数 161 点 （県外 88 点
県内 20 点
島内 53 点）
・グランプリ
仲宗根 葉子 （沖縄県）
・久米島町長賞
後藤 法子
（三重県）
・観光協会長賞
伊藤 淳
（東京都）
・審査員賞
福坂 貴代
（久米島町）
・学生部門
村山 千可子 （東京都）
・佳作
20 点
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◆外国人観光客誘客セミナー開催
外国人観光客誘客に向けた勉強会として、9 月１３日（火）イーフ情報プラザにおいて「外国人観光客セ
ミナー」を開催しました。沖縄県への海外観光客の誘客に取り組み、現場の第一線にて業務を行っている
沖縄観光コンベンションビユーローの玉城扇氏、インバウンド業務に直接指揮を執っておりますＪＴＡ商
事㈱代表取締役常務金城彰氏、県内において中国人使用のカード普及に努めております㈱りゅうぎんディ
ーシー専務取締役上地豊氏を迎えてのセミナーとなりました。
玉城氏は、
「沖縄県内への外国人観光客受入の現状と今後の取り組み」と題しての話があり、何故外国人
の誘致・受入が必要かについて、観光客の９５％を国内マーケットに依存している現状、国内マーケット
には限界が出て来ている。新たな取り組みとして、外国からの観光誘致が必要であるとの観点から、外国
人観光客の推移と国籍別の状況説明があり、ターゲットとなる国に焦点を絞っての誘客に努めることが重
要であるとの提言でした。離島観光も有望ではあるが、反面受入態勢の強化を指摘しておりました。
ＪＴＡ商事㈱金城氏からは、
「外国人観光客の離島への誘客について」と題しての話があり、誘客プロモ
ーションとして現地マスメディアの有効活動とネットの活用が重要であり、久米島でしか提供できない素
材と久米島だからできる素材として、有望な一つにダイバー客は、強烈なリピーターにもなり得るとし、
まず一人一人をしっかりと迎えて行きましょうとの事でした。最後に㈱りゅうぎんディーシー上地氏によ
る「中国銀聯カードの概要について」と題して話があり、詳細は担当の与那覇卓氏より銀聯カードの仕組
みと取り扱いについての説明がなされました。その後、活発な質疑応答があり、有意義なセミナーが執り
行われました。

◆ハワイアンフェスティバル開催のお知らせ
内容：フラステージ （入場無料） 料理＆ドリンク（有料）
ウクレレ体験・レイメイキング（各 10 名
体験料金各 1,000 円 ※要予約 098-985-2407）
＊９月３０日（金）17：30～21：00 サイプレスリゾート久米島
＊１０月１日（土）17：30～21：00 イーフビーチホテル

◆「久米島車えびドッグコンテスト」いよいよ始まる!!
久米島産車えびを使用したオリジナルの「車えびドッグ」のコンテストを行います。コンテストへの出
品は、久米島産の車えびに加え久米島の食材を２種類以上使用する事を条件とし、参画店舗は、久米島町
観光協会又は久米島商工会の会員資格を有する１０店舗にて行います。
本企画は、日本一の生産量を誇る久米島の車えびを使用した「車えびドッグ」を久米島の新たな特産品
として普及させ、島内外にＰＲする目的で久米島車エビ拠点産地協議会と共催で開催します。
開催期間は、１０月１日～１１月２５日まで、参画店舗にてオリジナルの「車えびドッグ」を販売いた
します。販売価格は、全店舗統一価格で５００円。審査方法は、各店舗にて商品購入時に所定のアンケー
ト用紙に記入して頂く一般審査と、１１月２６日に開催される『車えびフェスタ』会場にて特別審査員６
名による審査の合計ポイントにより、グランプリ１点と推奨ドッグ２点を決定します。皆様の評価も審査
のポイントに繁栄されますのでご協力をお願いします。
アンケートにお答え頂いた方の中から抽選で、
『車えびフェスタ』会場にて「車えび」をプレゼントいた
します。コンテストへの参画店舗及び出品商品は、久米島町観光協会のホームページにて確認できます。
（久米島観光協会企画委員会）

◆第 1 回沖縄久米島オープンウォータースイムレース開催のお知らせ
○広く久米島の海と自然環境を県内外にアピールして誘客につなげることを目的として開催します。
期日：10 月 15 日（土）～10 月 16 日（日）
会場：アーラ浜
主催：一般社団法人日本国際オープンウォータースイミング協会
主管：沖縄大会実行委員会
≪大会概要≫
【競技種目】
：
（個人）400ｍ・800ｍ・1.6ｋｍ・2.5ｋｍ・5ｋｍ
（団体）400ｍ×4＝1.6ｋｍ
【大会日程】 10 月 14 日（金） 16：30～17：30 事前登録・競技説明会（サイプレスリゾート久米島）
10 月 15 日（土） 8：00～
受付・競技（13：50 競技終了予定）
18：30～
表彰式兼久米島歓迎の夕べ（サイプレスリゾート久米島）
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10 月 16 日（日）

8：00～
受付・競技（12：40 競技終了予定）
13：00～
表彰式・閉会式（13：20 終了予定）
【お問合せ先】
： 一般社団法人 日本国際オープンウォータースイミング協会 事務局
メールアドレス：info@openwater.gr.jp FAX : 03-5695-0603

◆新宿での長期滞在・旅行説明会（報告）
昨年度よりクラブツーリズム株式会社と提携し、シニア層をターゲッ
トとする１～３週間の新たな旅行商品の企画・誘致を行っております。
今年 3 月に試験的受入れを行い、非常に好評をいただきました。今年度
は 11 月～12 月に催行を予定しており、それに先駆け、去った 8 月 20 日
に新宿のクラブツーリズム本社で旅行説明会も行いました。拡大し続け
ているシニアマーケットをターゲットとする長期滞在旅行は、今後期待
できる商品になりつつあります。
（高齢者対応事務局 新膳）
説明会の様子

◆東北楽天ゴールデンイーグルス久米島協力会より
楽天協力会は８月２７日～２９日≪楽天イーグルス応援ツアー≫に行って参りました。２７日（土）に
仙台の宿泊が取れず東京泊となったものの、延期になっていた『隅田川花火大会日』に当たるというおま
けがつき、仙台クリネックススタジアムでは『最強夏祭り』イベントがあり、野球以外にもとても楽しめ
るツアーとなりました。肝心のゲームは８連勝をかけ長谷部が先発！結果は声援届かず惜敗してしまいま
したが、約５カ月ぶりに会った選手やスタッフの皆さんが明るく元気で、勢いがあるチームの雰囲気の良
さを感じる事ができました。来月この球美たよりには≪クライマックス進出！≫のお知らせが出来るもの
と期待しております。
今回は被災地応援を兼ねて仙台市を訪ねたわけですが、中心街こそ何もなかったかの様なにぎわいでした
が、観光地松島などはまだまだ地震、津波の爪痕が残ったままでした。楽天イーグルスを、東北をもっと
もっと応援して行こうと改めて思った応援ツアーでした。
来月発行予定の【楽園新聞】にツアー、陣中見舞いの詳しい内容を掲載します。
（今井）

◆「外国人観光受入基礎研修」のお知らせ
日時：10 月 6 日（木） 14：00～17：00
場所：イーフ情報プラザ 交流ホール
内容：①外国人観光客をむかえるために留意すべき文化の違い（主に欧米・中華圏）
②外国人観光客を受け入れる際に求められるサービスについて
③基礎接客会話（英語・中国語）
主催：(財)沖縄観光コンベンションビューロー
共催：久米島町観光協会
※久町観協発第 38 号（9/6 付）に同封の、受講前アンケートのご協力もお願い致します。

◆球美ブック（秋冬キャンペーン）説明会のお知らせ
日時：9 月 29 日（木） 14：00～
場所：イーフ情報プラザ 交流ホール
説明内容：①各種ボーナス特典の仕組み ②イベントの際のポイント加算 ③その他

★久米島町観光入域者数

【平成 23 年 8 月】★
入域数

海路

8月
[Ｈ23 年度累計]
4 月～8 月

空路

＊過去の統計は、観光協会ＨＰで確認できます。

観光入域数

計

前年同月

前年同月比

観光入域数（人）

（％）

3,004 人

13,241 人

16,245 人

13,483 人

15,780 人

85.4％

10,441 人

46,525 人

56,966 人

39,332 人

45,469 人

86.5％
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