vol.5（2020.1.20）

Nanavi Paper
長門市観光コンベンション協会報「ななびペーパー」

「ながとブルーオーシャンライド with 秋吉台」スタート

絶景と食を自転車で満喫
11 月 23 日（土）、過去最多の 467 人がエントリー
したサイクリングイベント「ながとブルーオーシャ
ンライド with 秋吉台」が開催されました。参加者は
秋吉台カルストロードや日本海沿いの景色を楽しみ
ながら、５ヶ所のエイドポイントでその地域ならで
はの「食」に舌鼓。ゲストライダーとしてご参加い
ただいた自転車ロードレースチーム「シマノレーシ
ング」の皆さんも大会を盛り上げてくださいました。
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「こんな長門があったんだ」
ナガトリップ 2019
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ツーリズム EXPO で「食」を PR

ステージ上でクイズ大会・プレゼンテーション

10 月 26 日（土）・27 日（日）の２日間、大阪で開催
された「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」において、
日本フードツーリズム協会ブース内で食の PR 活動を
実施。ナガトリップの紹介や、好評を博した「仙崎か
まぼこ」の試食、ステージでのクイズ大会・プレゼンテー
ションなどを通して、長門の食の可能性を伝えました。

温泉と食とウォーキングと
11 月９日（土）、俵山地区で「第５回ガストロノミー
ウォーキング」が開催されました。過去最多の 150 人
が温泉街や里山の景色を楽しみながら、４ヶ所のガス
トロポイントで秋の味覚や地酒に舌鼓。心温まる演出
やおもてなしの詰まった９km のウォーキングを終え、
参加者の皆様には温泉で疲れを癒していただきました。

緑に囲まれた空間で地域の食を味わう

ホスピタリティ研修スタート

１月下旬まで約 30 人が研修を受講

12 月 20 日（金）から、
「ながと観光コンシェルジュ養
成講座」のホスピタリティ研修が始まりました。市内
をめぐって知識を深めた夏とは異なり、ANA 流のおも
てなしを学び、極める機会として企画された冬のプロ
グラム。１月下旬まで、全４日の研修を終えた受講生は、
第１期の観光コンシェルジュとして認定されます。

満喫バスで「見どころ」をめぐる
元乃隅神社に角島、道の駅センザキッチンに北浦街道
豊北。昨年に続きこの冬も、長門市と下関市の見どこ
ろをめぐる観光バスツアー「見どころギュッと満喫バ
ス」が運行中。12 月 21 日（土）に実施された今年 2
回目のツアーには、協会スタッフも取材に同行。より
イメージの膨らむイベントレポートを公開しています。
国道沿いに完成した駐車場

２月まで毎月第２・４土曜日に運行中

長門湯本温泉の玄関口が完成
12 月 27 日（金）、長門湯本温泉で進められている観光
まちづくりのうち、玄関口となる駐車場や、温泉街へ
と続く「ゆずきち坂」、「御茶屋通り・御茶屋小路」が
完成しました。「そぞろ歩きが楽しめる温泉街」として
生まれ変わる長門湯本温泉の最新情報は、随時「ななび」
のスポットページでご紹介します。
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ナガトリップ 2020 夏 主催者募集中！
2020年夏、親子向けの体験観光プログラムを募集
第３回となる「ナガトリップ 2020 夏」のイベント開催時期は、昨年と同じく７〜８月の２ヶ月間。
本協会では、体験観光プログラムを企画・運営していただける企業・団体・個人の皆様を募集しています。
「長門市の、そして自分たちのお店や団体のファンを増やしたい」「長門市を訪れた方に、ここでしかできない体験
や魅力を味わってもらいたい」そんな思いを、一緒に体験観光プログラムとして磨き上げていきましょう！

募集要項
１

（４）体験料金は実施者において決定

イベント開催期間
2020 年７月１日（水）～８月 31 日（月）

※体験終了後、参加者１名につき、参加料の 10％を事
務手数料として観光コンベンション協会に納付して

主催 （一社）長門市観光コンベンション協会

２

共催

ください（10％が 200 円に満たない場合は 200 円）

長門商工会議所

（５）参加料金の支払いは当日とし、主催者が徴収

※主催者となる皆様がプログラムの企画・運営に専念

４

申込方法

できるよう、ガイドブック制作や情報発信、申込受

必要事項を記入した申込用紙を長門市観光コンベン

付などは事務局が担当します

ション協会へ提出（FAX・メール可）
※申込用紙は、長門市観光サイト「ななび」からダウ

３

ンロードできます（https://nanavi.jp/events/nagatrip/）

プログラム募集要項

（１）期間中に市内で開催されること
（２）現地集合、現地解散であること

５

（３）下記の点をすべて満たしていること

※応募締め切り後、主催者ミーティング・審査を経て、

①長門市らしさ（食・自然・伝統文化・歴史・まちなみ）
が感じられるもの
③親子をターゲットとしたもの

あけましておめでとうございます。2020 年
最初の表紙を飾ったのは「ながとブルーオー
シャンライド」の１コマ。オリンピック・パ
ラリンピックイヤーを迎える今年は、きっと
スポーツ人口も増えるはず。サイクリングや
ランニングをはじめ、さまざまなスポーツに
適した長門市というフィールドの魅力も発信
できる１年にしていきたいと思います（た）

2020 年２月 21 日（金）

ガイドブックへの掲載を決定します

詳細は「ナガトリップ」
ななびイベントページから

②季節感が感じられるもの

編集後記

申込期限

最新情報は「ななび」から
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