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平 成 ２ ３ 年 度 事 業 報 告 

 

１．観光宣伝事業 

 ◎そごう広島店観光ＰＲ 

  開催日：平成２３年７月２３日（土） 

  場 所：広島県広島市 そごう広島店 

 ◎『おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン』名古屋情報発信会 

  開催日：平成２３年８月２４日（水） 

  場 所：愛知県名古屋市 名古屋国際ホテル 

 ◎『おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン』大阪情報発信会 

  開催日：平成２３年８月２５日（木） 

  場 所：大阪府大阪市 ウエスティンホテル大阪 

 ◎『おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン』山口情報発信会 

  開催日：平成２３年８月３１日（水） 

  場 所：山口市 ホテルニュータナカ 

 ◎ながと路観光連絡協議会観光宣伝 

  開催日：平成２３年９月１４日（水）～１５日（木） 

  場 所：広島市、福岡市 

 ◎鉄道の日感謝イベント in鹿児島中央駅 

  開催日：平成２３年１０月８日（土）～９日（日） 

  場 所：鹿児島市 ＪＲ九州鹿児島中央駅 

◎ＪＲ広島市内観光宣伝 

  開催日：平成２３年１０月２２日（土）～２３日（日） 

  場 所：広島市  

 ◎やまぐち“食”コレクション２０１２ 観光ＰＲ 

 開催日：平成２４年２月１日（水）～３日（金） 

 場 所：東京都 

◎大阪駅での「おいでませ！山口観光イヤー観光交流キャンペーン」ＰＲイベント 

 開催日：平成２４年２月１１日（土）～１２日（日） 

 場 所：大阪市 ＪＲ大阪駅 

◎金子みすゞのふるさと山口県長門市観光物産フェア 

 開催日：平成２４年２月１４日（火）～１５日（水） 

 場 所：福岡市 

◎旅まつり名古屋２０１２ 

 開催日：平成２４年３月１７日（土）～１８日（日） 

 場 所：名古屋市栄区 
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２．モニターツアー開催事業 

 ◎第１回市民モニターツアー 

  開催日：平成２３年９月１０日（土） 

  行 程：長門市役所⇒仙崎（仙崎まち歩き、観光船で青海島めぐり、昼食）⇒ＪＲ仙 

崎駅⇒（みすゞ潮彩号乗車）⇒ＪＲ人丸駅⇒東後畑棚田⇒千畳敷⇒黄波戸温泉 

⇒楊貴妃の里⇒パタ屋（夕食・楊貴妃ミュージカル鑑賞）⇒長門市役所 

  参加人数：２３名 

 ◎第２回市民モニターツアー 

  開催日：平成２３年１１月１９日（土） 

  行 程：長門市役所⇒くじら資料館⇒香月泰男美術館⇒ＪＲ長門市駅（美祢線乗車） 

     ⇒ＪＲ長門湯本駅⇒俵山温泉（昼食・そば打ち体験・入浴または散策）⇒大寧寺 

     （紅葉観賞）⇒長門市役所 

  参加人数：２７名 

 ◎やまぐち味な旅・モニターツアー１泊２日 

  開催日：平成２３年１１月２９日（火）～３０日（水） 

  行 程：１日目／ＪＲ博多駅⇒ＪＲ小倉駅⇒俵山温泉（白猿の湯・ゆうゆうグリーン 

俵山）⇒深川養鶏⇒大寧寺⇒湯本温泉 

      ２日目／湯本温泉⇒仙崎散策（金子みすゞ記念館など）⇒通（くじら資料館、 

         鯨墓）⇒村田清風記念館⇒ルネッサながと⇒ＪＲ小倉駅⇒ＪＲ博多駅 

  参加人数：２２名 

 ◎やまぐちの地旅モニターツアー『油谷・むかつく(向津具)半島紀行』 

  開催日：平成２４年３月３日（土） 

  行 程：ＪＲ仙崎駅⇒ＪＲ長門市駅⇒東後畑棚田⇒妙見山展望公園⇒楊貴妃の里⇒ 

     川尻岬⇒ＪＲ人丸駅⇒ＪＲ長門市駅⇒長門湯本温泉 

  参加人数：５名 

 ◎長門市民モニターツアー『３月４日、日曜日 レトロ列車に乗って下関に行こう！』 

  開催日：平成２４年３月４日（日） 

  行 程：長門市駅（レトロ列車乗車）⇒下関駅⇒唐戸市場⇒赤間神宮⇒長府城下町散 

     策（長府毛利邸、長府博物館など）⇒湯本⇒長門市役所⇒長門市駅 

  参加人数：１０５名 

 ◎ＪＲ博多駅前発着「萩・長門・美祢３市モニターツアー１泊２日」 

  開催日：平成２４年３月１１日（日）～１２日（月） 

  行 程：萩コース（松陰神社、椿群生林、萩しーまーと等 宿泊：萩本陣） 

     長門コース（龍宮の潮吹き、楊貴妃の里、ショップ青海島等 宿泊：大谷山荘） 

     美祢コース（金麗社、長登銅山跡、道の駅おふく等 宿泊：湯遊の里 天宿） 

  参加人数：萩コース １０名  長門コース １５名  美祢コース ７名 
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３．ツーリズム推進部会事業 

 ◎第 1回ツーリズム推進部会 

  開催日：平成２３年８月１０日（水） 

  場 所：長門市中央公民館 

 ◎日旅連中国支部連合会中国日修会「お魚のさばき方体験メニュー研修」 

  開催日：平成２３年８月２５日（日） 

  場 所：青海島共和国 

◎平成２３年度鹿児島県修学旅行誘致活動 

  開催日：平成２４年１月１８日（水）～２０日（金） 

  場 所：鹿児島市 

 ◎体験型教育旅行受入体制づくりセミナー 

  開催日：平成２４年２月９日（木） 

  場 所：岡山市 

 ◎関東地区教育旅行誘致 

  開催日：平成２４年２月１５日（水）～１６日（木） 

  場 所：東京都、神奈川県、埼玉県 

 ◎体験型教育旅行受入体制づくり研修会 

  開催日：平成２４年２月２７日（月） 

  場 所：長門市物産観光センター 

 

４． ながと観光アテンダント選出事業 

募集期間：平成 23 年 8 月 1 日～8 月 31 日 
応募者：6 名 
選出審査会：平成 23 年 9 月 20 日（火） 
選出者氏名：磯部彩・大場彩・山﨑千佳 
認定書交付式：平成 23 年 11 月 16 日（水） 

＊ながと観光アテンダント協力イベント 

 ●平成２３年度献血キャンペーン Ｈ２３・７・21 長門市福祉課 

 ●湯本温泉納涼盆踊り大会 Ｈ２３・８・11 湯本温泉納涼祭実行委員会 

 ●ＪＲ美祢線運転再開式典 Ｈ２３・９・26 長門市ＪＲ美祢線利用促進協議会 

 ●鉄道の日感謝イベント in鹿児島中央駅 Ｈ２３・10・８～９ 長門市・長門市観光コンベンション協会 

 ●ＪＲ広島市内観光宣伝 Ｈ２３・10・22～23 長門市・長門市観光コンベンション協会 

 ●市内観光地説明会 Ｈ２４・１・３０ 長門市観光コンベンション協会 

 ●大阪駅での「おいでませ！山口イヤー観光交流キャ

ンペーン」ＰＲイベント 
Ｈ２４・２・11～12 長門市・長門市観光コンベンション協会 

 ●金子みすゞのふるさと山口県長門市観光物産フェア Ｈ２４・２・14～15 長門市・長門市観光コンベンション協会 

 ●「やまぐち鉄道の旅キャンペーン」ＯＰイベント Ｈ２４・３・３ 長門市・長門市観光コンベンション協会 

 ●旅まつり名古屋２０１２ Ｈ２４・３・17～18 長門市・長門市観光コンベンション協会 



４ 

５．観光案内サービス事業 

 コンベンション協会事務局、長門市駅観光案内所、仙崎駅観光案内所において、来

訪者や電話等での問合わせに対し、観光情報や資料の提供及び相談業務を行った。 

 

 

６．マスコミ等への取材協力 

 記事の掲載やパンフレット等の作成を促進するため、新聞、雑誌の記者や旅行エー

ジェントに対し、積極的な取材協力を行うとともに、画像データ等の提供を行った。 

媒体名 掲載内容 取材者・発行所等 

ＥＳＳＥ２０１１年７月号 レポーターズボイス山口県（みすゞ通り） ㈱扶桑社 

お宿情報誌「ゆこゆこ」 旅の旬情報（仙崎花火大会・祇園祭り） ゆこゆこ編集部 

日経おとなのＯＦＦ７月号 全国開運温泉ＭＡＰ（湯本温泉） 日経ＢＰ社 

旅百話「山口」 龍宮の潮吹き・楊貴妃の里 ㈱ＪＴＢ西日本国内商品事業部 

6/14朝日新聞東京版 湯けむり＆グルメ紀行【山口編】 株式会社アドレイ 

エースＪＴＢ「岡山・広島・山口」 長門湯本温泉街 ＪＴＢプラネット 

サンケイリビング新聞 金子みすゞゆかりの地を訪ねて ㈱アローズ 

旅の友九州版１０月号 山口の紅葉をめぐるツアー クラブツーリズム旅の友編集部 

ジパング倶楽部 仙崎駅 ㈱日本旅行西日本営業本部 

9/6朝日新聞マリオン ひとえきがたり（仙崎駅） ㈱エコプラネット 

まっぷるマガジン！ 

 山口・萩・下関・門司・津和野 
観光スポット、飲食店、宿泊施設等 昭文社 

中日新聞 青海島（旅行募集広告） ㈱新通名古屋支社 

10/14山口新聞 

秋の観光特集 

・鉄道の日イベント 

・ふれあいふるさとまつり inゆや 

山口新聞下関支社 

ＨＰ「まち歩き中国ナビ」 中国５県おすすめ温泉スポット(湯本温泉) TJ Hiroshima編集室 

月刊「歴史人」 戦国武将の辞世の句（大内義隆主従の墓） 月刊歴史人編集部 

Honda HP「みんなのたびのしおり」 冬景色（青海島） 本田技研工業 

中国四国旅物語 日帰りバスツアー（菅無田公園） ㈱ＪＴＢ中国四国旅物語センター 

「旅の友」九州版 バスツアー（龍宮の潮吹き・千畳敷） クラブツーリズム「旅の友」編集部 

ＨＰ「旅の友」 東後畑の棚田とダイヤモンド漁火 クラブツーリズム㈱九州 

旅のアトリエ５月号 湯本温泉（礼湯） ㈱交通新聞社西日本支社 

「極上のくに山口」山東省展 
観光物産企画展「極上のくに山口」 

         （千畳敷・青海島） 
株式会社コア 
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７．会議等の実施 

 ◎第１回役員会 

  開催日：平成２３年４月１１日（月） 

  場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 

 ◎第１回執行部会 

  開催日：平成２３年４月２７日（水） 

  場 所：長門市中央公民館 会議室１ 

 ◎第２回役員会 

  開催日：平成２３年５月６日（金） 

  場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 

◎第２回執行部会 

 開催日：平成２３年６月６日（月） 

 場 所：長門市中央公民館 会議室２ 

◎第３回役員会 

 開催日：平成２３年６月２４日（金） 

 場 所：長門市深川湯本 山村別館 

◎平成２３年度定時総会 

 開催日：平成２３年６月２４日（金） 

 場 所：長門市深川湯本 山村別館 

◎第３回執行部会 

 開催日：平成２３年９月９日（金） 

 場 所：長門市中央公民館 会議室２ 

◎第４回役員会 

 開催日：平成２３年１０月７日（金） 

 場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 

◎第５回役員会 

 開催日：平成２３年１１月７日（月） 

 場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 

◎第６回役員会 

 開催日：平成２３年１２月１９日（月） 

 場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 

◎第７回役員会 

 開催日：平成２４年１月２３日（月） 

 場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 

◎第８回役員会 

 開催日：平成２４年２月２７日（月） 

 場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 

◎第９回役員会 

 開催日：平成２４年３月２６日（月） 

 場 所：長門市物産観光センター 会議室第１・２号 
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８．受託事業 

 ◎ＪＲ美祢線利用促進事業 

  長門温泉郷五名湯宿泊助成 利用客 ２，０８１名 

  長門温泉郷五名湯宿泊おみやげクーポン券 配布 ２，７１１名 

  団体乗車券購入補助利用人数 ２４団体 ６３４名 

 

９．『長門・元気！軽トラ市』事業 

 ◎第１回実行委員会 

  開催日：平成２３年５月１７日（火） 

  場 所：長門市中央公民館 

 ◎第２回実行委員会 

  開催日：平成２３年６月２日（木） 

  場 所：長門市中央公民館 

 ◎長門・元気！軽トラ市／みすみハーブを愉しむ日 

  開催日：平成２３年６月１２日（日） 

  場 所：長門市三隅 香月泰男美術館周辺 

 ◎長門・元気！軽トラ市／深川養鶏特売日 

  開催日：平成２３年７月１７日（日） 

  場 所：長門市東深川 深川養鶏農業協同組合 

 ◎長門・元気！軽トラ市／汗汗フェスタ in千畳敷 

  開催日：平成２３年８月７日（日） 

  場 所：長門市日置 千畳敷 

 ◎長門・元気！軽トラ市／俵山温泉軽トラ市 

  開催日：平成２３年９月１８日（日） 

  場 所：長門市俵山 湯町 

 ◎長門・元気！軽トラ市／深川養鶏特売日 

  開催日：平成２３年９月２４日（土） 

  場 所：長門市東深川 深川養鶏農協協同組合 

 ◎長門・元気！軽トラ市／ＪＲ美祢線運転再開記念イベント 

  開催日：平成２３年９月２６日（月） 

  場 所：美祢市 ＪＲ美祢駅前広場 

 ◎第３回実行委員会 

  開催日：平成２３年１０月３日（月） 

  場 所：長門市中央公民館 

 ◎長門・元気！軽トラ市／楊貴妃炎の祭典 

  開催日：平成２３年１０月９日（日） 

  場 所：長門市油谷 楊貴妃の里 

 ◎長門・元気！軽トラ市／俵山温泉手作りフェスタ 

  開催日：平成２３年１０月１５日（土） 

  場 所：長門市俵山 湯町 
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 ◎長門・元気！軽トラ市／鉄道の日イベント 

  開催日：平成２３年１０月１５日（土） 

  場 所：長門市東深川 ＪＲ長門市駅周辺 

 ◎長門・元気！軽トラ市／まるごと長門『旬』市場オープンイベント 

  開催日：平成２３年１０月２３日（日） 

  場 所：長門市深川河原 まるごと長門『旬』市場 

 ◎長門・元気！軽トラ市／東日本大震災復興支援 

  開催日：平成２３年１１月３日（木） 

  場 所：長門市東深川 長門市役所 

 ◎長門・元気！軽トラ市／心音ホールオープン記念イベント 

  開催日：平成２３年１１月１２日（土） 

  場 所：長門市深川河原 塚本会館心音ホール 

 ◎長門・元気！軽トラ市／深川養鶏特売日 

  開催日：平成２３年１１月２６日（土） 

  場 所：長門市東深川 深川養鶏農業協同組合 

 ◎長門・元気！軽トラ市／俵山温泉軽トラ市 

  開催日：平成２３年１２月２４日（土） 

  場 所：長門市俵山 湯町 

 ◎第４回実行委員会 

  開催日：平成２４年１月２３日（月） 

  場 所：長門市中央公民館 

 ◎長門・元気！軽トラ市／深川養鶏特売日 

  開催日：平成２４年１月２８日（土） 

  場 所：長門市東深川 深川養鶏農業協同組合 

 ◎長門・元気！軽トラ市／まるごと長門『旬』市場イベント 

  開催日：平成２４年２月４日（土） 

  場 所：長門市深川湯本河原 まるごと長門『旬』市場 

 ◎第５回実行委員会 

  開催日：平成２４年２月２９日（水） 

  場 所：長門市中央公民館 

 ◎長門・元気！軽トラ市／俵山温泉軽トラ市 

  開催日：平成２４年３月２０日（火） 

  場 所：長門市俵山 湯町 

 ◎長門・元気！軽トラ市／深川養鶏特売日 

  開催日：平成２４年３月２４日（土） 

  場 所：長門市東深川 深川養鶏農業協同組合 

 ◎長門・元気！軽トラ市／フジ長門店「地産地消フェア」 

  開催日：平成２４年３月２５日（日） 

  場 所：長門市東深川 フジ長門店 
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10．連絡協調 

 目的を同じくする諸団体との連絡協調を行うとともに、各種イベント等に対する援助協

力も引き続き行う。 

 ◎ラベンダーまつり実行委員会 Ｈ23・４・12  

 ◎平成２３年度観光関係担当者会議 Ｈ23・４・12 山口県庁 

 ◎第１回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ23・４・12 長門市中央公民館 

 ◎おいでませ！山口国体長門市実行委員会第４回総務専門委員会 Ｈ23・４・19 長門市役所 

 ◎長門料飲組合総会 Ｈ23・４・20 大正館 

 ◎『秋芳洞光景ハーモニー水と大地の調和』完成記念式典 Ｈ23・４・21 美祢市ふれあい広場 

 ◎おいでませ！山口国体長門市実行委員会第３回常任委員会 Ｈ23・４・21 長門市役所 

 ◎平成２３年度長州路観光連絡会山陰本線観光列車専門部会・総会 Ｈ23・４・25 道の駅蛍街道西ノ市 

 ◎ながと路観光連絡協議会担当者会議 Ｈ23・４・26 萩市役所 

 ◎みすゞ燦参ＳＵＮ実行委員会 Ｈ23・４・28 長門商工会議所 

 ◎平成２３年度第１回地旅販売促進研究会 Ｈ23・５・９ 山口県政資料館 

 ◎第２回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ23・５・10 長門市中央公民館 

 ◎おいでませ山口観光ボランティアガイド連絡協議会総会 Ｈ23・５・11  

 ◎金子みすゞ没後８０年記念事業実行委員会 Ｈ23・５・11 長門市役所 

 ◎長門大津くじら食文化を継承する会総会 Ｈ23・５・15  

 ◎ながと路観光連絡協議会常任理事会・定時総会 Ｈ23・５・17 萩たなかホテル 

 ◎おいでませ！山口国体長門市実行委員会第４回総会 Ｈ23・５・26 ルネッサながと 

 ◎平成２３年度(社)山口県観光連盟通常総会 Ｈ23・５・27 ホテルニューたなか 

 ◎平成２３年度おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会総会 Ｈ23・５・27 ホテルニューたなか 

 ◎第２回ＪＲ美祢線利用促進協議会総会 Ｈ23・５・27 美祢市民館 

 ◎クラブツーリズムとのジャズフェスタ会議 Ｈ23・５・31 白木屋グランドホテル 

 ◎平成２３年度クラブツーリズム中国連合会総会及び商談会 Ｈ23・６・１ 大谷山荘 

 ◎「長門市海岸清掃の日」実行委員会 Ｈ23・６・３ 長門市物産観光センター 

 ◎みすみハーブを愉しむ日実行委員会 Ｈ23・６・６  

 ◎第２７回いきいきのびのびながとふるさとまつり役員会 Ｈ23・６・９ 長門市役所 

 ◎湯本温泉納涼祭準備委員会 Ｈ23・６・13 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎平成２３年度観光情報発信業務担当者会議 Ｈ23・６・14 萩市観光協会 

 ◎第３回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ23・６・14 長門市中央公民館 

 ◎大津西料飲組合総会 Ｈ23・６・15 油谷湾温泉ホテル楊貴館 

 ◎深川地区観光振興会総会 Ｈ23・６・17 大正館 

 ◎第２回金子みすゞ没後８０年記念事業実行委員会 Ｈ23・６・27 長門市役所 
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 ◎ジャズフェスタ in長門湯本温泉実行委員会 Ｈ23・６・27  

 ◎ながとお魚まつり実行委員会 Ｈ23・６・28 山口県漁協長門統括支店 

 ◎第１回長門市総合計画審議会 Ｈ23・６・29 長門市役所 

 ◎第２７回いきいきのびのびながとふるさとまつり役員会 Ｈ23・７・４  

 ◎湯本まちづくり協議会通常総会 Ｈ23・７・５ 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎湯本温泉納涼祭実行委員会 Ｈ23・７・７ 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎第４回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ23・７・12 長門市中央公民館 

 ◎長門市総合計画後期基本計画策定に係る団体ヒアリング Ｈ23・７・13 長門市役所 

 ◎金子みすゞ没後８０周年記念事業実行委員会 Ｈ23・７・14 長門市役所 

 ◎長門市観光戦略会議 Ｈ23・７・20  

 ◎ジャズフェスタ in長門湯本温泉ミニ会議 Ｈ23・７・22  

 ◎湯本温泉旅館協同組合通常総会懇親会 Ｈ23・７・25 山村別館 

 ◎『長門の地域旅』第１回企画委員会 Ｈ23・７・26  

 ◎平成２３年度長門市花と緑のまちづくり推進会議（第１回） Ｈ23・７・27 長門市役所 

 ◎深川地区観光振興会役員会 Ｈ23・７・29 長門市中央公民館 

 ◎平成２３年度第２回地旅販売促進研究会 Ｈ23・８・２ 山口県政資料館 

 ◎長門温泉郷五名湯連絡会議（仮） Ｈ23・８・４ 長門市中央公民館 

 ◎体験型教育旅行交流フェア Ｈ23・８・５ 山口県セミナーパーク 

 ◎長門市観光パンフレット概要版制作業務に係るプロポーザル審査委員会 Ｈ23・８・８ 長門市物産観光センター 

 ◎「ながとふるさとまつり」物産展合同会議 Ｈ23・８・９ 長門市物産観光センター 

 ◎ジャズフェスタ in長門湯本温泉ミニ会議 Ｈ23・８・９  

 ◎第５回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ23・８・９ 長門市中央公民館 

 ◎萩・長門・美祢観光推進協議会（仮称）に係る調整会議 Ｈ23・８・16 萩市役所 

 ◎ジャズフェスタ in長門湯本温泉説明会 Ｈ23・８・18 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎第２回ながと路観光連絡協議会担当者会議 Ｈ23・８・30 萩博物館 

 ◎『長門の地域旅』第２回企画委員会 Ｈ23・８・30 長門市物産観光センター 

 ◎萩市・長門市・美祢市３市観光協会連携会議 Ｈ23・９・５ 秋芳ロイヤルホテル 

 ◎第３回ＪＲ美祢線利用促進協議会 Ｈ23・９・６ 美祢市民館 

 ◎ＤＷ連携協議会意見交換会 Ｈ23・９・８ 白木屋グランドホテル 

 ◎第２回長門市ＪＲ美祢線利用促進協議会 Ｈ23・９・９ 長門市物産観光センター 

 ◎平成２３年度組合情報化推進研修事業「お手軽情報発信」 Ｈ23・９・12 ルルサス防府 

 ◎第６回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ23・９・13 長門市中央公民館 

 ◎(社)山口県観光連盟との懇談会 Ｈ23・９・16 長門市物産観光センター 
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 ◎『長門の地域旅』第３回企画委員会 Ｈ23・９・27  

 ◎第７回ながとボランティアガイド学習会 Ｈ23・10・11 長門市中央公民館 

 ◎平成２３年度第３回地旅販売研究会 Ｈ23・10・28 山口県政資料館 

 ◎萩・長門・美祢観光推進協議会幹事会 Ｈ23・11・２ 長門市物産観光センター 

 ◎『長門の地域旅』特別講義・第４回企画委員会 Ｈ23・11・５  

 ◎第３回長門市ＪＲ美祢線利用促進協議会 Ｈ23・11・21 長門市物産観光センター 

 ◎ながと国際観光推進協議会（仮称） Ｈ23・11・21 長門市物産観光センター 

 ◎ＪＲ長門市駅売店に関する打ち合わせ Ｈ23・11・22 長門市中央公民館 

 ◎平成２３年度全国商工会議所観光振興大会 in関門 Ｈ23・11・24 アルモニーサンク北九州 

 ◎山口県地域再生セミナー Ｈ23・11・24 山口県教育会館 

 ◎「金子みすゞのふるさと長門温泉郷五名湯連絡協議会」役員会 Ｈ23・11・28 長門市中央公民館 

 ◎深川地区観光振興会研修会 Ｈ23・11・28 長門市中央公民館 

 ◎『長門の地域旅づくり』第５回企画委員会 Ｈ23・12・１ 長門市物産観光センター 

 ◎長門市議会経済建設常任委員会との意見交換会 Ｈ23・12・２ 長門市物産観光センター 

 ◎ジャズフェスタ in長門湯本温泉反省会 Ｈ23・12・５ 長門市物産観光センター 

 ◎ながとボランティアガイド会幹事会 Ｈ23・12・７ 長門市中央公民館 

 ◎第４回金子みすゞ没後８０年記念事業実行委員会 Ｈ23・12・８ 長門市役所 

 ◎第９回長門市食育推進会議 Ｈ23・12・９ 長門市保健センター 

 ◎輝け美祢線！魅力ある美祢線を語るつどい Ｈ23・12・10 美祢市商工会館 

 ◎第８回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ23・12・13 長門市中央公民館 

 ◎平成２３年度(社)萩市観光協会上期事業報告及び研修会 Ｈ23・12・14 大谷山荘 

 ◎新年互例（名刺交換）会 Ｈ24・１．４ ＫＵＲＡＢＯ大正館 

 ◎『長門の地域旅づくり』油谷地区ミニ会議 Ｈ24・１・５  

 ◎(社)長門青年会議所第４８回定時総会 Ｈ24・１・10 ＫＵＲＡＢＯ大正館 

 ◎第９回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ24・１・10 長門市中央公民館 

 ◎『長門の旅地域づくり』湯本温泉ミニ会議 Ｈ24・１・17 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎第１回長門市マリンエコツーリズム推進協議会 Ｈ24・１・19 長門市物産観光センター 

 ◎『長門の地域旅づくり』企画会議 Ｈ24・１・24 長門市物産観光センター 

 ◎第２回おいでませ！山口観光案内人検定打ち合わせ Ｈ24・１・25 長門市物産観光センター 

 ◎深川地区観光振興会観光活性化研修会 Ｈ24・２・８ 長門商工会議所 

 ◎第４回鯨資料室シンポジウム「長州捕鯨の課題と展望」 Ｈ24・２・10 下関市立大学 

 ◎おいでませ山口アクションプランセミナー Ｈ24・２・13 西の雅常盤 

 ◎みすゞ燦参ＳＵＮ実行委員会 Ｈ24・２・13 長門商工会議所 
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 ◎第１０回ながとボランティアガイド会学習会 Ｈ24・２・14 長門市中央公民館 

 ◎第４回地旅販売促進研究会 Ｈ24・２・20 山口県県政資料館 

 ◎平成２３年度長門市花と緑のまちづくり推進会議 Ｈ24・２・23 長門市役所 

 ◎長門市マリンエコツーリズム講演会 Ｈ24・３・２ 長門市物産観光センター 

 ◎ながと路観光連絡協議会研修会 Ｈ24・３・２ グラントワ 

 ◎湯本温泉まつり会議 Ｈ24・３・２ 湯本温泉旅館協同組合 

 ◎慶尚南道観光協会との懇親会 Ｈ24・３・４ 大谷山荘 

 ◎長門白猿の湯温泉トライアスロン in俵山第１回実行委員会 Ｈ24・３・11 長門市中央公民館 

 ◎「“北長門旅情”の地域旅」地域シンポジウム Ｈ24・３・16 長門市物産観光センター 

 ◎長門市・美祢市・萩市３市観光協会連絡会議 Ｈ24・３・22 萩本陣 

 ◎ながと路観光連絡協議会講演会 Ｈ24・３・28 萩博物館 

 ◎平成２３年度第３回みすゞ燦参ＳＵＮ実行委員会 Ｈ24・３・28 長門商工会議所 

 ◎平成２４年度第１回みすゞ燦参ＳＵＮ実行委員会 Ｈ24・３・28 長門商工会議所 

 

＊行事・イベントに対する援助協力 

 ●俵山しゃくなげ園開園行事 Ｈ２３・４・17 俵山しゃくなげ園 

 ●平成２３年度清風祭 Ｈ２３・４・26 村田清風記念館 

 ●ＪＲふれあいウォーク 
Ｈ２３・５・14 仙崎 

   「童謡詩人金子みすゞ」のやさしさにふれる旅 

 ●第１０回長門・金子みすゞ顕彰全国俳句大会表彰式 Ｈ２３・５・22 湯本観光ホテル西京 

 ●みすみハーブを愉しむ日 Ｈ２３・６・12 香月泰男美術館周辺 

 ●おとずれ花壇植栽 Ｈ２３・６・16 湯本おとずれ花壇 

 ●只の浜海水浴場開き Ｈ２３・７・１ 只の浜海水浴場 

 ●おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン Ｈ２３・７・３ ＪＲ仙崎駅 

 ●二位ノ浜海難防止安全祈願祭 Ｈ２３・７・７ 二位ノ浜 

 ●おいでませ！山口イヤー観光交流キャンペーン Ｈ２３・７・３ ＪＲ仙崎駅 

 ●長門市海岸清掃の日 Ｈ２３・７・10 長門市全域 

 ●長門ヨットフェスタ表彰式 Ｈ２３・７・17 仙崎新市場 

 ●「みすゞ星さんさく」公開リハーサル Ｈ２３・７・25 湯本温泉 

 ●クリーンウォーク inながと Ｈ２３・７・30 長門市全域 

 ●みすゞ燦参ＳＵＮ２０１１ Ｈ２３・８・１～６  

 ●みすゞ七夕笹祭り Ｈ２３・８・６ 仙崎みすゞ通り一帯 

 ●長門やきとりキャンペーン２０１１ Ｈ２３・８・６～10  

 ●湯本温泉納涼盆踊大会 Ｈ23・８・11 湯本温泉 
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 ●やさしさおもてなし講座 Ｈ23・８・18  

 ●ジャズフェスタ in長門湯本温泉 Ｈ23・８・27～28 湯本温泉 

 ●一般国道１９１号萩・三隅道路開通式 Ｈ23・９・23 萩市農協会館 

 ●第５回ながとお魚まつり Ｈ23・９・25 仙崎地方卸売市場 

 ●ＪＲ美祢線運転再開式典 Ｈ23・９・26 ＪＲ長門市駅・美祢駅 

 ●おいでませ！山口国体に伴うおとずれ花壇植栽 Ｈ23・９・28 湯本おとずれ花壇 

 ●おいでませ！山口国体 Ｈ23・10・１～10  

 ●鉄道の日イベント Ｈ23・10・15 ＪＲ長門市駅 

 ●ＪＲふれあいウォーク 
Ｈ23・10・19 仙崎 

   ～金子みすゞのふるさと～仙崎八景を訪ねて～ 

 ●下関市・長門市ボランティアガイド交流会 Ｈ23・10・26 仙崎～青海島 

 ●おとずれ花壇植栽事前準備 Ｈ23・11・８ 湯本温泉おとずれ花壇 

 ●長門ふれあい体験学習（都立八王子東高校）受入れ Ｈ23・11・10 通・青海・俵山 

 ●ＪＲふれあいウォーク 
Ｈ23・11・19 仙崎駅～大寧寺 

   ～大内義隆の辿った道を歩く～ 

 ●『たった二行のラブレター』審査会 Ｈ24・１・25 湯本温泉 

 ●第２回おいでませ！山口観光案内人検定 Ｈ24・２・４  

 ●第１５回みすゞコスモス交流会 Ｈ24・３・３  

 ●やまぐち鉄道の旅キャンペーンスタートイベント Ｈ24・３・３ 長門湯本駅・長門市駅 

 ●第１回ふるさと紙芝居全国大会 Ｈ24・３・24～３・25 常盤公園野外展示場 

 


