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久米島観光危機突破総決起大会
去る１月６日（水）午後６時からイーフ情報プラザに於いて、久米島観光危機突破総決
起大会が開催されました。
（主催同実行員会：久米島町役場、観光協会、商工会、JA おきな
わ、漁協、紬事業組合：委員長平良朝幸町長）2008 年度には９万５千人を超え上昇傾向に
あった久米島入域客数も世界規模での経済不況に加え、夏から秋に掛けて流行した新型イ
ンフルエンザの影響により減少し、特にシーズンとされている夏場入域観光数が過去三年
連続して落ち込んでいる現状に危機感をいだき開催されたものです。
大会参加を呼びかけたところ、会場は、多くの町民の参加で埋まり正面玄関に立ち見が
出るほどの方々が参加し、事務局より久米島の現状と予測の説明後、主催者を代表して実
行委員長の平良朝幸町長の挨拶後、来賓の沖縄コンべンションビユーローの平良哲会長よ
り「農業・漁業・観光関係等の諸団体が一致協力して逆風を追い風に変えよう」と激励の
挨拶に続き、JAL 沖縄 金城清典取締役から、県外観光の動向と久米島への提言がなされた。
地元側からは湖城嘉吉商工会長の提言を行い、最後に、観光協会青年部 安里一月部長が５
つの久米島観光スローガンを力強く宣言し、会は閉じました。

チーム２０１０
「久米島観光危機突破大会」開催を受けて、対応策として今後の行動計画を策定する作業
チームとして、各諸団体の担当者で構成する「チーム２０１０」を 2 月に立ち上げ総括責
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任者 名渡山秋彦 JTA 久米島支店長を選任し、それぞれの委員は業務分担を行い、週１～２
回のベースで打ち合わせ会議を重ね、行動計画を策定しています。
大きく分けて、今年夏ターゲットとしているキッズ(ファミリー)誘致対策・ヤング誘致
対策に絞り、これらの告知宣伝方法と人材育成計画をも、議論し行動計画をまとめ実施し
て行く作業を進めております。

リゾートウエディング
久米島町より受託していたリゾートウェディング調査事業（作業部会：同委員会委員長
名渡山秋彦 JTA 久米島支店長）を取りまとめ、理事会を経てこの度久米島町への報告がな
されました。平良朝幸町長を始め大田副町長・仲村渠総務課長・平田商工観光課長・山城
プロジェクト推進室長他関係担当者の出席のもと、名渡山委員長から内容を説明しました。
リゾートウェディング委員会は、８月より作業に入り月２～３回のペースで打ち合わせ会
議を開催したり、島外有識者からのヒアリング並びウエディング会社では国内最大のワタ
ベ株式会社からの意見拝聴また、先進地での調査検証などを実施し内容をまとめたもので
す。
内容として、①調査目的 ②沖縄リゾートウェディングの現状と将来 ③久米島のリゾー
トウェデングの将来性 ④リゾートウエデング経済効果 ⑤今後の検討・論点から構成され、
リゾートウェディングの誘致が久米島観光の浮揚に繋がり、実現にはチャペル等の建設が
必要不可欠と、報告書をまとめております。
今後は、報告内容を町内へ広く説明して行く予定です。

観光協会青年部活動
■定例会内容
21 年

8月

■今後の活動予定
・ビーチクリーンの結果報告
・イーフ毛庭遊について

21 年

21 年

21 年

9月

10 月

11 月

・久米島マラソン協力について

4 月 23～25 日

・第 16 回沖縄地域観光協会青年部交流会について

目的：ウミガメ放流やビーチクリ

・第 16 回沖縄地域観光協会青年部交流会結果報告

ーン清掃の体験をしてもらい、環

・ウミガメツアーについて

境状況・自然の大切さを理解し、

・ウミガメ館との話し合いの結果報告

久米島の自然景観の保全に努める

・久米島のんびりウォークについて

と同時に、他離島には無い観光資

22 年

1月

・楽天町民交流会について

源の PR をしていきたいと考えて

22 年

3月

・ウミガメ放流ツアーについて

います。

・エコマリンフェスタについて

平成２２年度 第１７回沖縄地域観光協会青年部交流会は、久米島で開催されます。
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平成２２年度の修学旅行来島予定表
宿泊

期間

Ｈ：ホテル

民：民宿

泊数

県名

学校名

人数 宿泊

4/10～4/11

１泊

香川県

【決】香川教育学部附属高松中学校

129 Ｈ

4/21～4/22

１泊

岡山県

【決】クラーク記念国際高校

58 Ｈ

6/21～6/23

２泊

岐阜県

【決】大垣東高等学校（理数科）

44 Ｈ

6/30～7/3

３泊 神奈川県 【決】逗子開成高等学校

93 民

7/5～7/7

２泊

埼玉県

【決】自由の森学園高校

24 民

9/29～10/1

２泊

東京都

【決】駒場東邦高等学校

150 Ｈ

10/12～10/15

３泊

大阪府

【決】大阪府立布施高等学校

382 Ｈ

10/15～10/18

３泊

大阪府

【決】大阪府千里青雲高等学校

300 Ｈ

10/18～10/20

２泊 神奈川県 【決】神奈川氷取沢高等学校

300 Ｈ

11/14～11/15

１泊

福島県

【決】福島県立田村高等学校

253 Ｈ

11/26～11/28

２泊

広島県

【決】崇徳高等学校

11/28～11/30

２泊

滋賀県

【決】滋賀県立八幡工業高等学校

255 Ｈ

12/1～12/3

２泊

滋賀県

【決】滋賀県立安曇川高等学校

254 Ｈ

12/4～12/7

３泊

京都府

【決】京都府立洛東高等学校

226 Ｈ

12/7～12/10

３泊

大阪府

【決】大阪府立大塚高等学校

340 Ｈ

3/11-3/13

２泊

京都府

【決】京都橘高等学校【１団】

124 Ｈ

3/12-3/14

２泊

京都府

【決】京都橘高等学校【２団】

90 Ｈ

3/13-3/15

２泊

京都府

【決】京都橘高等学校【３団】

122 Ｈ

40 Ｈ

3,184
＊ 上記は、3 月 19 現在の決定校です、仮予約分は含まれておりません。
＊ 県内の修旅は、予約発生が遅い為、現時点で決定校は有りません決定次第報告します。

職員紹介
去年１０月に入社しました新垣晴美(あらかき はるみ)と申します。
主に楽天キャンプの受入業務と青年部活動・イーフ情報プラザ予約管理を担当しています。
去った２月の楽天キャンプでは、初めての事ばかりで周りの方々に助けられながらなん
とか無事に終えることができました。まだまだ分からない事ばかりですが楽天久米島協力
会事務局員として一生懸命頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いし
ます。また、楽天久米島協力会員もまだまだ募集していますので、入会・更新がまだの方
はぜひ、ご協力お願いします！！
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みなさんこんにちは。幸地里奈(こうち りな)と申します。ＯＣＶＢ事業として１２月より
観光協会で働き始め早４ヶ月が過ぎようとしています。協会で、電話や窓口の対応をして
いると変わった問い合わせが多くあります。
「高圧洗浄機をレンタルできるところはありま
すか？」
「どこか仕事募集しているところはないですか？」など、予想外の質問に戸惑いな
がらも楽しく仕事をしています。できるだけ適切に答えられるよう勉強の毎日です。
現在は、主にタウンガイドの作成と球美ブック作成などの印刷物を担当しています。ど
うぞよろしくお願い致します。

今後のイベント予定
４月

１日（木）

海開き安全祈願祭

4 月１８日（日）

モズクの日・エコマリンフェスタ（ハテの浜清掃）

４月２３日（金）～２５日（日） ｳﾐｶﾞﾒ放流＆ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ清掃体験エコツアー
５月２０日（木）～２３日（日） 楽天イーグルス応援ツアー（仙台）
６月初旬

観光協会通常総会

６月１５日（旧歴 ５月４日）

ハーリー（爬龍船）

７月３１日（土）～８月１日（日） 久米島町まつり

◆◇球美ブックからのお願い (協会加盟店･キャンペーン参加店)◇◆
夏に続き“球美ブック（特典ブック）
”を発行します。
協会加盟店を利用すると 1,000 円ごとに１ポイントのスタン
プを押印し、15 ポイント以上貯まるとポイント数に応じてプレ
ゼントを差し上げております。更に、キャンペーン参加店で球
美ブックを提示すると各種サービスが受けられます。
お客様から球美ブックの提示がありましたら、ご利用額に応じ
2010 年の誘客戦略として
キーワードを‘健康’に位
置づけ、
「健康いきナビ久米
島」をキャッチコピーとし
て全国にＰＲしています！

て押印していただきますようご協力をお願いします。
※スタンプがない場合はお手数ですが、協会までご連絡をお願いします。

＊キャンペーン期間：平成 22 年 4 月 1 日～7 月 10 日
＊配布場所：ホテル・民宿・レンタカー空港カウンター

4

