第１号議案

平成２７年度事業報告
平成２７年度も、会員の皆様をはじめ多くの方々から御支援・御協力をいただき、全ての事
業が無事終了できました。心より感謝申し上げます。
各部会が実施しました事業つきましては、次のとおりです。
もちお桜まつり部会
【部長：田 熊
昭】
○平成２７年度の「第６６回都城もちお桜まつり」は、天候不順により開花が遅れ、まつり
会場のライトアップを３日間延長しました。来場者数は昨年より減少しましたが、台湾を
はじめ外国の方々や多くの観桜客で賑わいました。
・桜まつり期間：平成２８年３月２５日（金）～４月３日（日）
・来 場 者 数：７３,０００人（昨年８１,０００人）
≪イベント内容≫
・さくら福男、福女：３月２６日（土）
参加者：男性１８人、女性１８人
・こどもさくらスケッチ大会ｉｎもちお：３月２６日（土）、２７日（日）
出展数：４５点
・もちお公園スタンプラリー：３月２７日（日)
・地元芸能発表会：３月２６日（土）、２７日（日）、４月２日（土）、３日（日）
・桜の古木保存運動募金：３月２５日（金）～ ４月２５日（月）
※「都城さくら会議」が発足し、委員として参画。
弓まつり全国弓道大会部会
【部長：西 田 憲 一】
○平成２７年度も「第２９回都城弓まつり全国弓道大会」を開催しました。本大会の開催に
より、さらに「弓のまち都城」を全国に発信できました。参加者数においては、昨年を
１００名上回る過去最高の大会になりました。
・期
日：平成２８年３月２６日（土）～２７日（日）
・会
場：早水公園体育文化センター特設会場
・参加者数：２,９８６人（昨年は２,８８６名）
中・高校生の部
１,６６８名 ５０４団体
一般の部
１,３１８名 ４０８団体
※２５都道府県及びスウェーデン（１人）から選手の参加がありました。
焼肉カーニバル部会
【部長：瀬 尾 典 史】
○平成２７年度で１０回目を迎え、焼肉カーニバルの認知度の高まりとともに、県内外から
広く観客が来場するようになり、「日本一の肉のまち都城」をアピールできました。特に
平成２７年度は新市誕生１０周年記念事業として花火大会が同日開催されたことにより、
多くの来場者で賑わい、圏域経済の活性化と肉の消費拡大に大いに寄与しました。
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２０１５都城焼肉カーニバル
・期 日：平成２７年１０月１０日（土）１０時１０分～２０時
同時開催 新都城市誕生１０周年記念 肉と焼酎のふるさと
２０時～２１時（公社）都城青年会議所
・会 場：高城町観音池公園自由広場
・来場者：４０,０００人

都城花火大会

都城島津部会
【部長：東 郷 研 哉】
○８回目の開催となりました「島津発祥まつり」は、「メインイベント」の開催日固定化に
より、パレードコースには多くの見物客が増え、まつり会場も多くの来場者で賑わいまし
た。また、パレード参加者も増え市民参加型のまつりが実施できました。
①都城島津のＰＲ活動
・第 ４ ２ 回 盆 地 ま つ り パ レ ー ド 参 加：平成２７年 ８月 ８日（土）
・第２９回都城弓まつり全国弓道大会参加：平成２８年 ３月２７日（日）
②２０１５島津発祥まつりへ参加協力
内容：島津剣道大会
１１月１４日（土） 武道館
島津史跡めぐり
１１月２１日（土） 都城市内
お城のお宝さがし １１月２２日（日） 城山狭野神社
島津発祥まつり（メインイベント） １１月２３日（月・祝）
【明道館パレード（都城島津邸→神柱公園）、島津荘園（神柱公園）】
スポーツイベント部会
【部長：杉 村 隆 寿】
○平成２７年度は、プロサッカーの３チーム、女子ソフトボール１チームの都城キャンプ実
施に協力・支援を行いました。
①プロサッカーチーム（Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３ ）及び女子ソフトボールチームキャンプ
≪Ｊ１：ＦＣ東京≫
・都 城 キ ャ ン プ：平成２８年２月１１日（木）～２月１８日（木）
・歓 迎 交 流 会：平成２８年２月１１日（木）・・観光協会から物産品提供
※キャンプ期間中、キャンプ会場で土産品の販売を行いました。
≪Ｊ２：ツエーゲン金沢≫
・キ ャ ン プ 期 間：平成２８年１月２４日（日）～３１日（日）
・歓 迎 交 流 会：平成２８年１月２６日（火）・・観光協会から物産品提供
※キャンプ期間中、会場でツエーゲン金沢のグッズ及び土産品の販売を行いました。
≪Ｊ３：栃木ＳＣ≫
・キ ャ ン プ 期 間：平成２８年２月１日（月）～ ２月８日（月）
・歓 迎 交 流 会：平成２８年２月 ４日（木）・・観光協会から物産品提供
※キャンプ期間中、会場で栃木ＳＣのグッズ及び土産品の販売を行いました。
≪女子ソフトボール２部：シオノギ製薬≫
・キ ャ ン プ 期 間：平成２８年２月１９日（金）～２月２５日（木）
・歓迎セレモニー：平成２８年２月１９日（金）・・観光協会から物産品提供
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ジオパーク部会
【部長：西 川 英 男】
○都城市、曽於市、霧島市、曽於市特産品開発センターと共催で事業を行い、ジオパークの
周知に努めました。また、「全国ジオパーク霧島大会」にも、観光特産品部会の委員とし
て職員が参加し、全面的に協力しました。
①「第６回日本ジオパーク霧島大会」に参加
・期 日：平成２７年１０月２７日（火）～ ２８日（水）
・会 場：霧島市市民会館周辺
・内 容：全国から７５０人の参加。
環霧島グルメフェアに都城市からも参加。
※ジオツアー歓迎交流会には１１０人が参加
②霧島ジオパーク・トレッキング
・期 日：平成２７年１２月１２日（土）
・内 容：参加者２５人（先着申込）
大川原峡（曽於市財部町）⇒ 関之尾滝までの１２ｋｍコース
総 務 部 会
【部長：佐

伯

浩一郎】

○組織の活性化を図りながら、都城観光の推進に努めました。
①平成２７年度 第５９回通常総会の開催
・期 日：平成２７年６月２９日（月）
・会 場：メインホテル
②会員の加入拡大
③新市誕生１０周年記念式典での表彰
・期 日：平成２８年２月５日（金）
・会 場：都城市総合文化ホール
・表彰対象：都城焼肉カーニバル実行委員会
島津発祥まつり実行委員会
④宮崎県教育旅行誘致推進協議会加入
広 報 部 会
【部長：木 場 智 彦】
○平成２７年度も、
「都城観光レディ」の活用、
「観光カレンダー」の作製、
「観光写真コン
テスト」の開催により都城の観光の情報発信ができました。
①会員手帳の作成
②報道関係者との意見交換会
・期 日：平成２７年７月３日（金）
・会 場：都城グリーンホテル
・参加者：３５名
③広報媒体（雑誌・新聞等）、ホームページ等の活用
④都城観光レディの活動
・早水あやめ祭りにおいて髪長姫で参加：平成２７年４月２９日（水）
・台湾（台北市内）旅行会社各社観光客誘致活動
：平成２７年７月１０日（金）～１３日（月）
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・第４２回盆地まつりオープニングパレード参加：平成２７年８月８日（土)
・羽田空港ＰＲイベント観光物産展（ソラシドエア機体ラッピング記念）に参加
：平成２７年１０月１日（木）～ １０月５日（月)
・宮崎神宮神武大祭パレード参加：平成２７年１０月３１日（土）～１１月１日（日）
・ＡＮＡショッピングＰＲ ＣＭ出演（都城産宮崎牛）
・ＮＴＴ西日本ＭＩＹＡＺＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ－ＦｉのＰＲ ＣＭ出演
・その他、行政・他団体要請イベント参加
⑤観光瓦版の発行（毎月１回）
⑥観光写真コンテストの開催
○観光写真コンテスト
・期 日：平成２７年９月１２日（土）～ ９月２３日（水）
・会 場：イオン都城ＳＣ（早鈴町）
○もちおの桜まつり写真コンテスト
・期 日：平成２８年４月８日（金）～１７日（日）
・会 場：イオン都城ＳＣ（早鈴町）
⑦観光カレンダーの発行～１,０００部作製（１部５００円：完売）
関之尾緑の村
【事務局所管】
○平成２７年度は、都城市から指定管理の再委託を受けることが出来ました。数々の自主事
業を行い、緑の村や他施設への来訪者の増及び施設等の利用促進のＰＲを積極的に実施し
ました。また、観光客等がいつ来ても綺麗と思えるような施設づくりに努めました。
【緑の村総施設利用者数 １２,６２２人】
※内訳：県内１１,８５５人（内、都城市内５,２８９人）、県外７６７人
≪施設利用者内訳≫
・テニスコート利用者数：４,６１１人
・プール利用者数（７月１８日～８月３１日）：６,０６１人
・ケビン、バンガロー利用者数：１,８４０人
・自然環境活用センター利用者数：１１０人
・その他の施設利用者数（母智丘公園、くまそ広場、もちお公園多目的広場等）
：７５,８３３人
≪自主事業内容≫
・ニジマスの掴み取り
平成２７年５月５日（木）
参加者７８人
・田舎のばあちゃん創作料理教室
平成２７年１０月１８日（日）参加者１２人
・新そば打ち体験教室
平成２７年１２月１３日（日）参加者７９人
・都城観光協会会長杯ソフトテニス大会 平成２８年１月３１日（日） 参加者３２人
滝の駅せきのお
【事務局所管】
○平成２７年度は、年間１５,０００人を超える、台湾を含む海外からの観光客の利便性向
上のため、商品に外国語表示を行いました。その他、新たに六次化産業の製品等を展示販
売し、周知に努めました。また、各イベントを他団体と共催で開催し、来店客の増に努め
ました。
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①新緑まつりの開催
・期 日：平成２７年５月２日（土）～６日（日）
・内 容：菓子野保育園児の太鼓演奏、お楽しみ抽選会
共催で「くまそよろず市」を５月３日に開催
②鉄道の日！ＪＲ沿線大集合ｉｎ都城」に出店販売
・期 日：平成２７年１０月１１日（日）～１２日（月）
・会 場：ＪＲ都城駅前広場
③観光ボランティアとの連携
地元観光ボランティアガイドの「関之尾むかえびと」と連携し、関之尾滝の観光ＰＲ
に努めました。また、観光ガイドの研修に参加し、滝の駅職員の観光案内の向上を図
りました。
事

務

局

○都城を訪れた観光客やビジネス客等からの問い合わせに、笑顔で丁寧な接客案内に努めま
した。配置しているレンタサイクル２台及び電動アシスト自転車４台もたくさんの方々に
活用されました。また、各種スポーツ大会や美術館、文化ホール等の公演チケットを取扱
い、市民の方々の利便性の向上に寄与しました。
≪主な共催事業≫
①川上神社神事及びお雪さんの盃流しに参加
・期 日：平成２７年７月２５日（土）
・会 場：川上神社、関之尾滝
②宮崎県議会観光振興議員連盟との意見交換会
・期 日：平成２７年１０月１３日（火）
・会 場：宮崎観光ホテル
③ナイナイのお見合い大作戦実行委員会に参画
・期 日：平成２８年２月６日（土）
・会 場：高城観音池公園自由広場
※その他、他団体等の行事にも積極的に参加協力を行いました。
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