
 

平成２５年度事業報告 
 
１．総括 
平成２５年度の我が国経済は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投

資を喚起する成長戦略」の三本の矢によるアベノミクス効果により、株価のみならず、

デフレの状況を示す各指標も随分と改善し、景気は緩やかに回復に向かっているとさ

れていますが、中小企業や地方経済などにはまだまだ深刻な問題が残されています。 
 さて、観光産業においては、成長戦略により力強い日本経済を立て直し、近隣諸国

以上に魅力にあふれる観光立国の実現に向け強力に施策を推進すべく平成２５年６

月に観光立国推進閣僚会議で「観光立国実現に向けたアクションプログラム」が決定

され、時を同じくして同月に富士山が世界文化遺産に登録されました。また、平成１

５年にビジット・ジャパン事業が開始され、観光立国の実現に向けた取組を本格化し

て１０周年を迎える節目の年でした。この節目の年に、史上初めて、訪日外国人旅行

者数１，０００万人を達成しています。 
国内旅行においては、緩やかな景況感のもと、ゴールデンウィーク、夏休み等のピー

クシーズンはもちろんのこと、前年に比べ週末３連休の回数の増加もあり、ピークシ

ーズン以外の旅行者数も増加したと見込まれています。前年に引き続きＬＣＣの路線

が増加したことで、国内の旅行方面の選択肢を増やし、飛行機の利用者増の効果もあ

りました。こうした状況から国内旅行者数は、前年比＋１．７％程度、平均消費額は

前年比＋３．５％程度になると推計されています。 
 平成２５年４月１日、一般社団法人壱岐市観光連盟が発足、６月の定時総会で承認

された平成２５年度事業計画の基本方針のもと、壱岐市観光振興計画の実現に向けた

新たな組織としての事業展開、そして、「お客様の感動を生む壱岐！」をテーマにお

もてなし講習会の開催、メディアを最大限に活用しての広告・宣伝、ＷＥＢによる情

報発信強化、観光ＰＲを兼ねた市外物産展への参加、グリーンツーリズムの促進、市

内イベントの活用など観光事業者だけでなく市民力を結集した事業展開を行ってき

ました。特に平成２６年開催のながさきがんばらんば国体のプレ大会、全国離島交流

中学生野球大会、しおかぜ総文祭（高校生の文化祭）、長崎県ＰＴＡ総会が開催され、

多くの方々に壱岐をＰＲすることができました。 
また、平成２５年度からの２ヶ年間、がんばらんば長崎地域づくり支援事業として「壱

岐島ごっとり市場プロジェクト」の採択を受け、壱岐の強み（食、歴史、文化、自然

等）を活かしたこだわりのコンテンツづくり、お客様目線の優しい受入体制の構築、

壱岐の魅力をトータルに売り込む誘致戦略を展開してきました。さらには、県内にお

いても取り組みが遅れていた外国人観光客誘致（インバウンド）事業につきましても、

東アジアをターゲットに、主に台湾、韓国からの誘致活動を展開し、大都市圏である

福岡市との連携による事業取組も実施することができました。 



 

壱岐市観光連盟が発足してから、組織としての基盤強化のために財務基盤強化計画書

の策定も行いました。 
平成２５年度から平成２７年度までの３年間、長崎県内の五島、壱岐、対馬、宇久の

各島において、共通して使用できる２０％のプレミアム付き（１セット６，０００円

分相当を５，０００円で販売）商品券「しまとく通貨」が発行されました。平成２５

年度の１年間で壱岐市内において５５，３９５セットの販売実績となっています。全

体の販売数から見ると、壱岐市１５％、対馬市３３％、五島３１％となっています。

壱岐市内においては、パック旅行の引換え（通称「バラ券」）が多く、壱岐市４６％、

対馬市１９％、五島３４％となっています。 
 その他、各事業の取り組み状況の詳細については、以下に記載しました。  
 
２．事項別報告 
（１）組織 平成２５年度末会員数   正会員 １３２名 小口会員  ７３名 
      年度内における新規加入会員数     ２名        
      年度末 資格喪失会員         １名 
      年度末 脱退会員           ３名 小口会員   １名 
 
（２）規則・規程等 
   一般社団法人壱岐市観光連盟就業規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟臨時職員就業規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟職員給与支給規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟育児・介護休業等に関する規則 
   一般社団法人壱岐市観光連盟退職金規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟出張旅費規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟会計処理規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟事務規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟役員会規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟部長会規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟部設置規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟役員報酬規程 
   一般社団法人壱岐市観光連盟会費規程 
 
（３）理事の選任 
   平成２５年６月２１日定時総会において、市の人事異動に伴い欠員理事の選任。 
   新理事 壱岐市企画振興部長 山本利文氏を選任。 
 



 

（４）会議 
  １）総会 ６月２１日（金）午後２時～ 壱岐文化ホール中ホール 
    議案審議 
    ・第１号議案 平成２４年度事業報告について 
    ・第２号議案 平成２４年度決算報告について（監査報告） 
    ・第３号議案 欠員理事の選任について 
    ・第４号議案 平成２５年度一般社団法人壱岐市観光連盟事業計画（案）の

承認を求める件 
    ・第５号議案 平成２５年度一般社団法人壱岐市観光連盟予算書（案）の承

認を求める件 
 
  ２）理事会 
    第１回理事会 
     開催日時 平成２５年４月８日（月） 午後４時～ 
     開催場所 ビューホテル壱岐 
     出席者数 １８名 
     協議事項 ・欠員理事の選任について 
          ・専務理事の選任について 
          ・現各委員会制から各部会制の設立について 
          ・がんばらんば長崎地域づくり支援事業の取り組みについて 
          ・２年以上の会費未納会員に対する処理について 
          ・壱岐市老人クラブ連合会長からの要望について 
    第２回理事会 
     開催日時 平成２５年６月１３日（木） 午後２時～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 １５名 
     協議事項 ・定時総会議案について 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟就業規則（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟臨時職員就業規則（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟職員給与支給規則（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟育児・介護休業等に関する 

規則（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟退職金規程（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟出張旅費規程（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟会計処理規程（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟事務規程（案） 



 

          ・一般社団法人壱岐市観光連盟役員会規程（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟部会長会規程（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟部会規程（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟役員報酬規程（案） 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟会費規程（案） 
          ・会員資格喪失の会員の処分について 
          ・海の家事業の見直しについて 
   第３回理事会 
     開催日時 平成２５年７月２３日（木） 午後１時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 １８名 
     協議事項 ・事業収入について 
          ・渡良・初瀬線県道拡幅工事要望について 
          ・第２回フラダンスフェスティバル Kokokehula in 壱岐の 

後援について 
          ・関西地区 壱岐神楽 伊勢神宮奉納を機とした壱岐観光 

ＰＲについて 
          ・インバウンド事業について 
          ・会員増強について 
   第４回理事会 
     開催日時 平成２５年１０月２４日（木） 午後１時３０分～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
     出席者数 １７名 
     協議事項 ・壱岐神楽 伊勢神宮式年遷宮奉祝に伴うＪＲ大阪駅「壱岐の

島フェア」開催の概要について 
          ・離島活性化交付金によるインバウンド（外国人観光客誘致）

事業について 
          ・インバウンド事業（外国人観光客誘致）の進捗事業について 
          ・がんばらんば事業の進捗状況について 
          ・着地型観光商品の販売による収益事業に伴う、登録旅行会社

との業務契約について 
          ・職員人事について 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟職員就業規則の変更について 
   第５回理事会 
     開催日時 平成２６年２月２７日（木） 午後１時～ 
     開催場所 壱岐市観光連盟会議室 



 

     出席者数 １５名 
     協議事項 ・平成２６年度新規会員の承認について 
          ・借入金の限度額について 
          ・役員会での財務基盤強化計画書作成について 
          ・着地型観光商品の販売に伴う第３種旅行業登録について 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟会費規程（案）について 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟職員給与支給規則の一部改正 

について 
          ・一般社団法人壱岐市観光連盟臨時職員就業規則の一部改正 

について 
          ・平成２６年度筒城浜「海の家」事業見直し案について 
 
  ３）役員会（会長・副会長・専務理事・部会長） 
    第１回役員会 
    開催日時 平成２５年４月１５日（月） 午後４時～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・会議の種類について 
         ・部会の構成について 
         ・部会長会・部会の規程について 
         ・壱岐島ごっとり市場プロジェクトにおける各部の役割 
          について 
         ・壱岐島ごっとり市場プロジェクト各委員会（案）について 
         ・各部担当事務職員について 
    第２回役員会 
    開催日時 平成２５年５月２８日（金） 午後３時３０分～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・青空知事室開催について 
         ・総会開催内容について 
         ・理事会開催内容について 
         ・法人格取得による新たな支出について 
         ・壱岐市観光振興計画の進捗状況を踏まえての観光商工課との 

協議 
第３回役員会 

    開催日時 平成２５年７月５日（金） 午後１時３０分～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・台湾からの外国人観光客誘致事業（インバウンド）について 



 

第４回役員会 
    開催日時 平成２５年８月１２日（月） 午後１時３０分～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・中国雑誌「外灘画報」撮影ツアー招聘事業について 
         ・壱岐市観光大使「小坂文乃」さん紹介の進藤やす子氏・梶浦 

秀樹氏の講演会について 
第５回役員会 

    開催日時 平成２５年９月２７日（金） 午後１時～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・東京都庁物産展について 
         ・観光ＰＲ企画「壱岐の高校卒業生を観光大使（仮称）に任命」 
         ・職員の処遇と今後の事務分掌について 
         ・離島活性化交付金によるインバウンド事業について 

第６回役員会 
    開催日時 平成２５年１０月２２日（火） 午後１時３０分～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・第４回理事会協議事項について          

第７回役員会 
    開催日時 平成２５年１２月６日（金） 午後４時３０分～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・九州郵船との協定に伴う壱岐ユニット商品造成について 
         ・本年度収支見込みと平成２６年度運営費補助金について 
         ・しまとく通貨販売に伴う各案内所年末年始の業務体制について 
         ・職員の配置及び時間外勤務について 

第８回役員会 
    開催日時 平成２６年２月２６日（金） 午後１時３０分～ 
    開催場所 壱岐市観光連盟会議室 
    協議事項 ・第５回理事会議案について 
         ・平成２６年度「海の家」事業について 
          
  ４）部会 
    総務・財務部会  ２回 
    企画部会     ６回 
    事業部会     ３回 
    物産部会     １回 
 



 

３．事 業 
（１）長崎県及び壱岐市の補助及び交付金事業 
  １）がんばらんば長崎地域づくり支援事業 
   【壱岐島ごっとり市場プロジェクト】 
    壱岐の強み（食、歴史、文化、自然等）を最大限に活かしたこだわりのコン

テンツを島民総ぐるみで作り上げ、エリア毎・ターゲット毎・季節毎の旅行商

品を徹底的に売り込むことにより、観光客あふれる「壱岐島」を実現する。 
①壱岐に感動し楽しむ！こだわり交流体験プロジェクト 
島のライフスタイルを体感・体験できるメニューの提供 

    体験メニュー構築に合わせてインストラクターの育成 
②壱岐を食す！こだわりグルメプロジェクト 
自然の恵み豊かな食材を活用した商品の提供及び宿泊施設との連携 

    グルメコンテスト開催 
③壱岐は快適！おもてなしプロジェクト 
多様な人材を活用した受入体制の構築 

    おもてなし研修会及びリスクマネジメント講習会の開催による質の向上 
④壱岐を売り込む！誘致戦略プロジェクト 
キャンペーンの展開による誘客促進、エリア毎の誘致戦略活動 

    情報発信ツールによるＰＲ 
 

２）食と観光融合事業 
     「旬の食！壱岐の島うまいものめぐり！！」と題して、９月１日から１２              

    月２０日の期間、市内の参加店で、旬のグルメを楽しんでアンケートに答え

て応募した方を対象に豪華特典が抽選で当たるキャンペーンを展開 
   

３）壱岐市内イベント事業 
    ・ジュニアバレーボール大会 ７月６日～７日 
    ・壱岐大大神楽公演     ８月３日     
    ・一支国フットサル大会   ９月１５日～１６日 
    ・壱岐オープンテニス大会  １１月１６日～１７日 
    ・壱岐アイランドカップ大会 ２月２２日～２３日 
   

４）離島三市二町観光振興協議会事業 
    ・日 時  平成２５年１１月２９日～３０日 
    ・場 所  ベイサイドプレイス博多 
    ・参 加  旅行社１０社、広告会社２社 



 

    ・内 容  ブースにて観光ＰＲ・物産販売 
（２）長崎県・壱岐市委託事業 
  １）博多どんたく港まつり参加宣伝事業 
    平成２５年５月３日 
    壱岐市どんたく隊参加者    １３１名 
    壱岐観光パンフレット配布 ２，０００部 
 
  ２）観光案内所設置事業 
    設置期間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 
    設置場所：郷ノ浦港・芦辺港・印通寺港のターミナル 
 
  ３）石田地区海水浴場開設業務 
    筒城浜・大浜・錦浜にブイ設置～管理～撤去 
 
  ４）情報発信強化事業 
    旅行会社・マスコミ等タイアップ企画、広報活動 
    人材育成及び情報発信の展開 
    モニターツアーの開催 
    外国人観光客誘致（インバウンド）事業の展開 
 
  ５）壱岐夜神楽「文化遺産の舞」公演事業 
    旅行社向けの商品として対応 

（ただし、催行日で開催決定した日は一般観覧可能） 
    平成２５年度観覧者数 ９２９人 
     
  ６）グリーンツーリズムマーケティング強化支援事業 
    グリーンツーリズムにおいて、マーケティングを強化することにより、地域

の交流人口の増加による地域活性化を図る。 
    ・消費者ニーズに対応した提供商品の見直しや新規開発 
    ・提供価格や申込み方法の改善 
    ・ＷＥＢを活用した情報発信等消費者を呼び込むためのプロモーション活動 
   

７）壱岐行き観光サポーター事業 
市民の観光振興策に対する参画を促し、観光客の誘致による地域経済の発展

と市民のホスピタリティ向上を図ることを目的として壱岐行き観光サポータ

ー制度を設け、宿泊を伴う観光客の誘致、市内外で開催されるイベント等への



 

協力、観光の島・壱岐の地域づくりへの協力を展開。 
 
  ８）壱岐島交流促進事業 
    外国語パンフレット等情報発信ツール整備 
    ・パンフレット作成（英語・韓国語・中国語（簡体・繁体）） 
    ・マスコミ広告（台湾マスコミ・旅行社招請） 
    ・外国語プロモーションビデオ作成（平成２５・２６年度、２ヶ年事業） 

外国人観光客受け入れのためのグレードアップ 
・各港観光案内所看板整備 
・韓国語に堪能な職員の雇用 

    戦略的な情報発信の強化 
    ・青少年スポーツ交流事業 

（春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会に韓国中学生男女各

１チームを招聘） 
    ・誘客促進 
     （韓国ソウル観光説明会・商談会参加、台湾インバウンド業務委託） 
     
  ９）中国雑誌撮影ツアー招聘事業 
    中国雑誌「外灘画報（わいたんがほう）」は、上海・北京・広州をはじめ、

中国主要都市で愛読されているライフスタイル誌、ファッション系の情報だけ

でなく、文化人や有名人のコラム、高級ライフスタイルに関する情報等が充実。 
   中国の富裕層では知らない人がいないと言われるほど有名な「外灘画報」の一

大イベントであるミスとミスターのベストワンを決定するイベントで、ベスト

１０に選ばれたミス及びミスター候補の撮影が、９月に福岡市と壱岐市で行わ

れ、壱岐の良さを中国全土にＰＲできました。 
 
 １０）食材祭り事業 
    本市の豊かな食を活用し、市外からの交流人口の拡大を図るとともに、「和

食」がユネスコの無形文化遺産に登録され、日本の食文化に世界の注目が集ま

っているこの機会を捉え、壱岐市の郷土料理について、その価値を市民に改め

て再認識していただき、壱岐伝統の食文化を次代に引き継ぐことを目的として、

各種イベントの開催時に郷土料理である「ひきとおし」を提供しました。 
   １２月２０日 壱岐大大神楽（住吉神社） 
    ２月２２日 壱岐アイランドカップＵ－１２サッカーフェスティバル 
          （芦辺町ふれあい広場） 
    ２月２３日 壱岐壱岐綱引き大会（筒城ふれあい広場） 



 

    ３月 ８日 一支国ウォーク（勝本町ふれあいセンターかざはや） 
      ～９日    〃   （原の辻ガイダンス） 
    ３月２２日～２３日 壱岐焼酎蔵めぐり（マリンパル壱岐） 
 
 １１）大阪駅観光物産展業務 
    伊勢神宮の大祭「式年遷宮」にて、壱岐神楽の奉納公演が行われるのに併せ

て、大阪の玄関口であり全国第４位の乗降客数であるＪＲ大阪駅で、国指定重

要無形民俗文化財に指定されている伝統の壱岐神楽の公演と壱岐市の観光Ｐ

Ｒ・物産販売を実施し、壱岐の知名度を高め誘客促進を展開。 
   １０月２９日～３０日 
 
（３）長崎県観光振興課・（一社）長崎県観光連盟の事業 
  １）長崎県観光情報説明会に参加 
    下期： ７月 ２日  新上五島町石油備蓄記念館 
    上期：１１月１９日  長崎市ルークプラザホテル 
 
  ２）長崎県総おもてなし運動推進大会参加 
 
  ３）長崎県観光連盟主催 教育旅行 学校訪問参加 
    ５月１５日～１７日 首都圏 
    ９月１０日～１４日 関西地区 
 
（４）協会事業 
  １）一支國国民証事業 
    国民証カード登録募集 ５ヶ年事業（有効期間２０１６年３月３１日まで） 
    平成２６年３月末現在 ８２４枚発行 
 
  ２）壱岐ちゃりレンタル事業（平成２５年度に３０台購入） 
    貸出場所及び配置台数      
    郷ノ浦港１３台、芦辺港２０台、印通寺港５台、 
    湯ノ本（壱岐島荘）１０台、勝本（大幸物産）２台 
 
  ３）物産事業 
    壱岐物産の販売促進と壱岐の認知度向上 
    平成２５年度開催実績 ６回 
 



 

  ４）大型観光団歓迎事業（歓迎セレモニーを実施） 
    修学旅行来島実績 ３１校、２，２８６名 
 
  ５）海の家事業 
    海水浴シーズンに筒城浜に海の家を設置 
    平成２５年度実績 ２棟 
 
  ６）壱岐市内の各種イベント協力 
    壱岐サイクルフェスティバル 
    辰ノ島フェスタ 
    ツインズビーチフェスティバル 
    勝本港まつり 
    全国離島中学生 
    壱岐大大神楽 
    壱岐の島新春マラソン大会 
    壱岐・壱岐綱引き大会 
    壱岐焼酎七蔵めぐり 
    中学生軟式野球 
    バレーボール大会 
   

７）青年部・女性部事業 
    ・各種イベントの協力 
    ・花いっぱい活動の展開 
    ・おもてなし研修 
 
  ８）石田事業所事業 
    ・観光案内サービス事業 
    ・スポーツイベントの実施 
    ・筒城浜売店、シャワー室管理 
 
その他（行動概要） 
 ４月 １日 壱岐市観光連盟発足 
 ４月 ８日 第１回理事会 
 ４月１０日 第１回物産部会 
 ４月１５日 第１回役員会 
 ４月２２日 第１回総務部会 



 

 ４月２４日 第１回企画部会 
 ４月２６日 第１回事業部会 
 ４月２６日 平成２５年度長崎県各市町観光関係主管課長・実務担当者会議 
 ４月２７日 長崎夢彩都 ３島フェアー（５月１日） 
 ４月３０日 部会長会議 
 ５月 ３日 博多どんたく港まつり 壱岐どんたく隊参加 
 ５月 ９日 大型客船ぱしふぃっくびいなす号入港 乗客数３８０名 
 ５月１２日 東海壱岐の会総会 
 ５月１３日 台湾ファムツアー（～１５日） 
５月１５日 長崎県観光連盟主催 首都圏教育旅行 学校訪問参加（～１７日） 

 ５月１７日 台湾「日本観光物産展」参加（～１８日） 
 ５月２１日 広島市立城山北中学校受入（～２３日） 
 ５月２３日 博多駅前物産展（～２５日） 
 ５月２８日 第２回役員会 
 ５月２９日 青空知事室 
 ５月３０日 長崎県観光連盟理事会 
 ６月 １日 大分県 玖珠道の駅物産展（～３日） 
 ６月 ６日 おもてなしセミナー開催 
 ６月 ７日 長崎県観光連盟総会 
 ６月 ９日 壱岐サイクルフェスティバル  
 ６月 ９日 福岡壱岐の会総会 
 ６月１３日 第２回理事会 
 ６月２０日 リスクマネージメントセミナー 
 ６月２１日 定時総会 
 ６月２４日 女性部総会 
 ６月２５日 台湾旅行社来島視察 
 ６月３０日 関西壱岐の会総会 
 ７月 ２日 大阪旅行業者１２社来島 
 ７月 ４日 第１回物産販路拡大委員会 
 ７月 ５日 第３回役員会 
 ７月 ９日 生活研究グループ壱岐大会 
 ７月１０日 在福韓国・台湾領事館表敬訪問 
 ７月１２日 筒城浜海水浴場「海の家」オープン 
 ７月１６日 ご当地グルメ推進委員会 
 ７月１８日 女性部花いっぱい運動 
 ７月２２日 第２回物産販路拡大委員会 



 

 ７月２３日 第３回理事会 
 ７月２４日 大野城市体育協会「サマーチャレンジ」２７名受入（～２６日） 
 ７月２７日 フラダンス大会 島外１０チーム 
 ７月２９日 日本の宝「しま」体感交流事業２２０名受入（～８月１日） 
 ８月 ３日 ソフトボール大会（国体プレ大会）２０４名 
 ８月 ３日 壱岐大大神楽公演 
 ８月 ４日 辰の島フェスタ 
 ８月 ５日 ふくおか森の学校３４名（～９日） 
 ８月 ６日 東京・大阪プレスツアー（～７日） 
 ８月 ７日 うきは市「壱岐島夏休み感動体験」５８名受入（～１０日） 
 ８月１２日 第４回理事会 
 ８月１８日 ＫＢＣテレビ「アサデス！九州・山口」取材（～１９日） 
 ８月１９日 大阪プレス（日刊スポーツ）取材（～２０日） 
 ８月１９日 離島甲子園 全国離島中学生野球大会２１チーム４６０名（～２３日） 
 ８月２４日 サイクルロードレース（国体プレ大会）（～２５日） 
 ８月２５日 ビーチバレーボール大会 
 ８月２７日 京阪地区教育旅行市長トップセールス（～２９日） 
 ９月 １日 長崎食キング王国「壱岐の島うまいものめぐり」開始（１２月２０日） 
 ９月 ３日 事業部会 
 ９月 ４日 法政第二中学校４６名受入（～６日） 
 ９月 ６日 ゆめタウン広島 壱岐物産展／壱岐神楽公演（～９日） 
 ９月 ８日 中国雑誌「外灘画報」撮影隊来島 福岡市と連携５０名（～９日） 
 ９月１０日 長崎県観光連盟主催 関西地区教育旅行 学校訪問参加（～１４日） 
 ９月１１日 観光大使小坂文乃氏企画「これからの観光」講演会 
 ９月１５日 壱岐フットサル大会（～１６日） 
 ９月１９日 伊原・交流観光アドバイザー来島 
 ９月２５日 長崎県総おもてなし運動推進大会 
 ９月２７日 第５回役員会 
       全国農協観光「壱岐の島暮らし」ツアー５０名（～３０日） 
１０月 ２日 東京都庁物産展（～８日） 
１０月 ２日 台湾ＬＯＯＫ社視察来島（～３日） 
１０月 ３日 韓国パワーブロガー来島（～４日） 
１０月 ４日 在福台湾領事館 中華民国祝賀会 
１０月 ５日 長崎夢彩都物産展（～８日） 
１０月１６日 韓国旅行社商談会（ソウル）（～１８日） 
１０月１８日 第３回物産販路拡大委員会 



 

１０月２０日 韓国旅行社ＴＮＴツアー視察来島（～２１日） 
１０月２２日 第６回役員会 
１０月２４日 第４回理事会 
１０月２６日 壱岐市活性化に関する意見交換会 in 東京 
１０月２７日 東京壱岐雪州会 
１０月２９日 壱岐の島フェア in 大阪駅（～３０日） 
１０月３１日 壱岐神楽奉納（伊勢神宮式年遷宮） 
１１月 ３日 壱岐学検定 
１１月 ４日 関西長崎県人会設立６０周年ながさきふるさと祭り 
１１月 ５日 企画部会 
１１月 ９日 壱岐ご当地グルメコンテスト 
１１月１１日 事業部会 
１１月１２日 事業部会 
１１月１５日 大分県玖珠道の駅物産展（～１８日） 
１１月１６日 福岡市プロモーション推進課１０名来島（～１７日） 
１１月１８日 壱州遺産選定委員会 
１１月１９日 長崎県上半期観光情報説明会 
１１月２２日 食のアドバイザー尾崎来島（～２３日） 
１１月２３日 アイランダー２０１３（～２４日） 
１１月２６日 壱岐の食材商談会 
１１月２８日 長崎県小学校特別研修発表会（～２９日） 
１１月２９日 三市二町観光説明会（～３０日） 
１２月 ３日 壱岐の島フェア in 天神（～４日） 
１２月 ６日 第７回役員会 
１２月 ７日 中国メディア等招請（～８日） 
１２月 ９日 南種子島こどもプロジェクト先進地視察来島 
１２月１０日 台湾観光客誘致台湾ＬＯＯＫ社 現地訪問（～１２日） 
１２月１６日 九州・山口地区旅行会社訪問営業（～１８日） 
１２月１９日 食のアドバイザー尾崎来島（～２０日） 
１２月２０日 住吉神社大大神楽 壱岐食材まつり 
       ＴＶＱ「きらり九州」撮影取材（～２１日） 
１２月２３日 経済活性化協議会 
１２月２６日 第４回物産販路拡大委員会 
 １月 ６日 韓国かもめツアー１２０名日帰り 
 １月 ７日 長崎県観光連盟新年賀詞交歓会 
 １月 ７日 食のアドバイザー尾崎来島（～８日） 



 

 １月１２日 第２８回壱岐の島新春マラソン大会 
 １月１５日 女性部定例会 
       壱岐神楽九州博物館公演 
 １月１６日 企画部会 
       壱岐「交流民宿」講習会 伊原アドバイザー 
 １月２１日 女性部研修会（～２２日、嬉野温泉） 
 １月２２日 食のアドバイザー尾崎来島（～２３日） 
 １月２３日 一支国ウォーク実行委員会 
 １月２４日 福岡壱岐の会新年会 
 １月２７日 ＪＲ四国本社等訪問営業 
 １月３０日 インバウンドプロジェクト準備会 
 １月３１日 外国語プロモーションビデオプロポーザル 
 ２月 ７日 第５回物産販路拡大委員会 
 ２月 ９日 中国嘉利公詞幹部社員旅行来島（～１０日） 
 ２月１１日 壱岐「交流民宿」講習会 伊原アドバイザー 
 ２月１２日 食のアドバイザー尾崎来島（～１３日） 
２月１３日 おもてなし講習会 受講者約１００名 

 ２月１５日 在日留学生モニターツアー（～１６日） 
 ２月１６日 壱岐・壱岐綱引き大会 壱岐食材まつり 
 ２月２２日 第８回壱岐市長旗杯中学生軟式野球大会（～２３日） 
 ２月２４日 韓国 HANA ツアー本社訪問（～２５日） 
       食のアドバイザー尾崎来島（～２５日） 
２月２６日 第８回役員会 

 ２月２７日 第５回理事会 
 ２月２８日 壱岐の島スキスキ応援隊任命式 
３月 １日 第５回春一番スプリングカップ中学生バレーボール大会（～２日） 
３月 ３日 壱岐旅館組合定期総会 

第３回壱岐市経済活性化協議会 
３月 ３日 九州アジア観光アイランド特区ガイド育成研修（田口参加）（～７日） 
３月 ４日 第１回財務基盤強化委員会 

       ＴＯＫＹＯＷＥＥＫＥＮＤＥＲ（在日海外メディア取材）（～５日） 
３月 ５日 食のアドバイザー尾崎来島（～６日） 
３月 ８日 第５回一支国ウォーク（～９日） 
３月１０日 第２回財務基盤強化委員会 
３月１１日 グリーンツーリズムインストラクター育成スクール（～１４日） 
３月１４日 第３回財務基盤協会委員会 



 

       しま体感実行委員会 
３月１５日 壱岐島ごっとり市場プロジェクト打ち合わせ（県地域振興課松下来島） 
３月１６日 ＴＨＥ ＪＡＰＡＮ ＴＩＭＥＳ（海外メディア取材）（～１７日） 
３月１７日 食のアドバイザー尾崎来島（～１８日） 

       長崎県観光連盟理事会（長嶋会長出席） 
３月１８日 第４回財務基盤強化委員会 
３月２０日 THE GUARDIAN THE HERALD（海外ﾒﾃﾞｨｱ）取材（～２４日） 

       壱岐の島フェア in 博多駅（～２２日） 
３月２２日 壱岐焼酎蔵めぐり（～２３日） 

       アメリカンマルシェ（佐世保玉屋） 
３月２５日 台湾メディア等招請（～２６日） 
３月２７日 情報発信強化委員会 

       壱岐市景観計画策定委員会（長嶋会長出席） 
 
 
 


