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「北海道観光説明会・商談会」への参加
北海道観光振興機構及び北
海道旅客鉄道㈱の主催にて、
平成３
０年１０月２５日に名古屋、
２
６日に大阪で開催の北海道観
光プロモーションに参加いた
しました。両日とも旅行会社
に対し観光情報の提供を行っ
たほか、２０１
９年度上期の旅行
商品造成に向け、当協会にて企画販売している「はこだてスペ
シャルチケット」や、函館市が推進するドラマチックロードの
「ドラマチッククーポン」など、商品ＰＲもあわせて行ってま
いりました。

「みなみ北海道クルーズセミナー」
の実施
函館へのクルーズ客船の寄
港は近年増加傾向にあります。
函館市の港湾設備のほか「み
なみ北海道」での広域観光を
紹介し、新たな魅力の発信の
ため、平成３０年１１月１３日東京
都千代田区にて北海道観光振
興機構道南地域分科会の協力のもと、当協会と函館市、函館港
利用促進協議会主催、函館商工会議所後援による「みなみ北海
道クルーズセミナー」を実施いたしました。セミナーには、江
差町・松前町・奥尻町・木古内町も参加し、観光プレゼンテー
ションでは、クルーズ船旅行を取り扱う国内外の船会社や旅行
代理店などに対しそれぞれ５市町の担当者より観光資源につい
て情報発信を行い、また、意見交換会では担当者が直に受け入
れ環境や観光資源について懇談いたしました。

「ジャカルタ訪函プロモーション」への参加
平成３０年１１月１３日から１６日
の期間にて、市内観光関連事
業者で組織するインドネシア
・ジャカルタ訪問団に参加い
たしました。現地では、ＡＮ
Ａジャカルタ支店、ＪＮＴＯ
ジャカルタ事務所を訪問し、
観光における嗜好や特性の把
握、訪日観光事情の確認をするとともに、現地旅行会社に対し
観光説明会を実施し函館観光のＰＲをしてまいりました。

「第28回国際ミーティング・エキスポ2019」への参加
平成３１年２月２８日に、国際
・国内会議、学会・大会など、
ＭＩＣＥを誘致する商談イベ
ント「第２８回国際ミーティン
グ・エキスポ２０１
９」が東京国
際フォーラムで開催されまし
た。今回、函館市と共に参加
し、北海道ブースにおいて来場された大会主催者等との商談や
函館アリーナのＰＲやアフターコンベンションの情報提供を行
うなど、函館開催に向け誘致に取り組みました。
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会員募集中！お気軽に事務局へお問い合わせください

「インバウンドおもてなし講演会」の開催
平成３
０年１２月４日、
「インバ
ウンドのカリスマ」と呼ばれ
る香港の旅行会社ＥＧＬツア
ーズ社長の袁文英氏をお迎え
し「インバウンドおもてなし
講演会」を開催いたしました。
「人の心をつかむ おもて
なし」
「移り変わる市場の最新
状況」と題し、市内をはじめ札幌や登別からも観光業界関係者
など約１
０６名が参加し、真剣に、また時には笑いを交えた講演で、
最後には袁社長からサプライズとして、香港で幸運や開運をも
たらすとされる、参加者の名前の「花文字」がプレゼントされ
るなど、ツアー客の満足度を高める様々な手法について学びま
した。

「2019ミスはこだてコンテスト」の開催
平成３
１年２月９日、函館市より受
託している「ミスはこだて」事業運
営の一環として、第４
０代ミスはこだ
てを決定すべく、「２０
１９ミスはこだ
てコンテスト」を開催いたしました。
函館の親善大使として、４月１日か
らの１年間、開港１６０周年記念函館
港まつりの各行事をはじめ観光諸行
事（全国観光物産展、観光プロモー
ション、テレビ・ラジオ出演等）な
どに参加できる健康で明るい女性を
選出するため、平成３
０年１２月２０日か
ら翌１月３
１日まで参加者を募集し、
７人の応募がありました。当
日 は 厳 正 な る 審 査 の 結 果、
佐々木彩花（ささきあやか）さ
ん、伊藤優希
（いとうゆうき）
さんのお二人が選ばれ、今後
は函館の顔であるミスはこだ
てとして活動できるよう研修
（左：佐々木彩花さん 右：伊藤優希さん） に励みます。

「はこだてFOODフェスタ2019」
「開幕！！おいしい、楽しい２日間！！」をコンセプトに、今
年で２回目となる函館の冬の食のイベント「はこだてフード
フェスタ２
０１
９」が、平成３
１年２月２３日、２
４日、函館アリーナに
て開催されました。
「テーマブース」や「飲食ブース」
「マルシェ
ブース」
「企業ＰＲブース」
「限定販売ブース」などに約６
０店舗
が出店、その他に音
楽やダンスのステー
ジも行われ、文字通
り目もお腹もいっぱ
いの、楽しい２日間
でした。来場者数も
２
５,
０００人と昨年を上
回り、大盛況で閉幕
いたしました。
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ン 開催情報（4月～
催情 報（4月～ 9月 ） コンベンション開催情報は当協会ホームページ
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にて掲載しておりますのでご覧ください。
規模

開催予定日

大

会

等

の

名

称

会

場

計

全国 4月 5日～4月 7日 函館オープン第17回ラージボール卓球漁火大会

函館アリーナ

600

国際 4月23日～4月26日 CI
GREI
EC 2019Conf
er
enceonEHVandUHV(
AC &DC)

函館国際ホテル

300

全国 6月 6日～6月 7日 2019年度日本看護協会通常総会

函館アリーナ

4,
000

全道 6月12日～6月14日 第71回北海道高等学校バドミントン選手権大会

函館アリーナ

2,
000

全道 6月18日～6月21日 第70回北海道高等学校ハンドボール選手権大会

函館アリーナ

800

全国 6月21日～6月22日 第34回日本生体磁気学会大会

函館アリーナ

200

全道 6月28日～6月30日 国体卓球競技全道大会

函館アリーナ

1,
500

全道 6月30日

東北・北海道柔道大会

函館アリーナ

100

全国 7月 7日

2019函館マラソン

函館市千代台公園陸上競技場【発着】

8,
000

全国 7月12日～7月13日 第29回日本心臓核医学会総会・学術大会

フォーポイントバイシェラトン函館

500

全国 7月27日～7月28日 第11回日本子ども虐待医学会学術集会

サン・リフレ函館

500

全国 8月 5日～8月 7日 第63回全国特別活動研究協議会北海道・函館大会

函館アリーナ

700

国際 8月26日～8月31日 NACAI
COTA2019

公立はこだて未来大学

300

全国 9月15日

函館アリーナ

450

全国 9月18日～9月19日 第47回日本ガスタービン学会定期講演会

第13回日本消化管学会教育集会

函館アリーナ

150

全国 9月20日～9月22日 2019年第62回建築士会全国大会「北海道大会」

函館アリーナ、花びしホテル、
函館市地域交流まちづくりセンター

2,
700

※本データは、2018年12月現在の内容です。

「2018はこだてクリスマスファンタジー」開催報告
２１回目の開催となりました「２
０
１
８はこだてクリスマスファンタジー」では、平成
３
０年１
２月１日～２５日の開催期間中、姉妹都市カナダ・ハリファックス市より寄贈さ
れた巨大なもみの木のメインツリーを中心に、花火との競演による毎日の点灯式を
はじめ、週末を中心に実施した各種ステージイ
ベント、１
０店舗がオリジナルスープを提供した
スープバーなど多彩な催しを行い、多くの市民、
観光客で賑わい、無事成功裡に終了いたしました。
開催に当たりまして、会員の皆様からの多大
なるご支援ご協力に厚く御礼申し上げます。

「2019はこだて冬フェスティバル」閉幕
平成３０年１２月１日から平成３
１年３月１
３日まで「２
０
１
９はこ
だて冬フェスティバル」を開催いたしました。
西部地区の代表的な坂道を約１
６万個のイルミネーション
で彩る「はこだてイルミネーション」では、そのロケーショ
ンも相まって、冬ならではの幻想的な空間を演出し、多く
の皆様にひかりの回廊をお楽しみいただきました。
また、今年５回目の開催となった「函館海上冬花火２
０
１９」
では、荒天のため１日中止となりましたが、２月９日、１０日の２日間に函館港より花火の打ち上げを行い、多くの皆様にお楽しみ
いただきました。
さらに今回は新たなイベントとして、２月９日に元町公園を会場に“ひかり”をテーマとした「ひかりのガーデン」を開催いた
しました。
当日は会場内での様々な光の演出をはじめ、坂道を活用したチューブスライダーやＬＥＤが煌め
くスカイランタンの打ち上げ、ＬＥＤキャンドルによるフォトスポットや温かい飲食をお楽しみい
ただけるフードコーナーの設置など、寒波の影響による厳寒中にも関わらず、多くの来場客で賑わ
いました。このほか朝市ひろばにて「光の夜市」
、金森赤レンガ倉庫運河では「海に浮かぶ金森神社」
など、冬の函館を楽しんでいただくイベントが開催され、市民や観光客で賑わっておりました。

