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新春のご挨拶
会長 渡邉 兼一
新年あけましておめでとうござい
ます。輝かしい新春を会員の皆様
とともに、つつがなく迎え、お祝
いできますことを心からお慶び申
し上げます。
昨年におきましては、北海道新幹
線開業に焦点を合わせた各種事業展開を進めてきたと
ころであり、青森、八戸、弘前の各観光協会と合同に
よる初の観光説明会、商談会を開催したほか、ホスピ
タリティの市民啓発運動や受入整備として、朝市－ベ
イエリア間の道路の愛称募集や、未来を担う小学生を
対象とした観光出前講座や学習会の実施、「GLAY」ラ
イブへの歓迎フラッグの設置などを行いました。イン
バウンドでは、近年成長著しいタイへのトップセールス
を初開催いたしました。本年においては、昨年に引き
続き北海道新幹線開業に向けた取り組みや、広域・滞
在型観光の推進、ホスピタリティのさらなる向上、ま
た、五稜郭築造150年祭のPR、さらに平成27年度オープ
ンの「函館アリーナ」を活用したコンベンションの誘
致に積極的に取り組む所存でおります。
皆様方におかれましては、あたたかいご支援、ご協
力を賜りますようお願い申し上げ年頭のご挨拶といた
します。

事業報告（10月25日～12月25日）
2013観光ホスピタリティ全道大会inはこだて
10月25日・26日、全道の観光ボランティアガイドが
集う「2013観光ホスピタリティ全道大会inはこだて」
を開催し、約250名が参加しました。今回は、「新幹線
開業を契機としたホスピタリティの推進」をテーマに
北海道新幹線開業に向けたホスピタリティ委員会の取
組事例紹介や、弘前路地裏
探偵団の西谷雷佐氏による
基調講演をはじめ、交流会、エクスカーシ
エクスカーョンを行うなど、
全道から参加したボランテ
ィアガイドの皆さんと有意
義な交流促進を図りました。ホスピタリティ委員会の取り組み事例紹介

北海道観光プロモーション（東京）
10月23日、東京にて行われました、北海道観光振興
機構主催による、「北海道観光プロモーション」に参
加いたしました。本プロモーションでは、北海道内の
各市町や観光協会、民間企業が参加し、オール北海道
にて首都圏の旅行会社20社を対象とした観光プレゼン
テーション及び観光商談会、ランチミーティングを行
いました。当協会も平成26
年度上期の観光素材を中心
に見どころの紹介を行い、
北海道新幹線開業による新
たな商品造成依頼をして参
りました。
プレゼンテーション風景

発行：( 一社）函館国際観光コンベンション協会
住所：〒040-0054 函館市元町 33 番 14 号 TEL 0138-27ｰ3535
http://hakodate-kankou.com
FAX 0138-27-6775
会員募集中！気軽に事務局へお問い合わせください。

平成２５年度タイ観光客誘致訪問団
11月18日～20日、タイ・バンコクにて「観光客誘致
プロモーション」を実施いたしました。
現地では、工藤壽樹函館市長を団長に、総勢17名によ
る、タイ国政府や各関係機関への訪問の他、現地航空
会社や旅行会社各社に対
する観光客送客の要請活
動、インセンティブ旅行
(報酬旅行)を視野に入れ
た日系企業への観光プレ
ゼンテーションの実施な
ど、当地の魅力をＰＲし
て参りました。
タイ観光客誘致訪問団

シンガポール政府観光局長官が来函
12月16日に、当協会と姉妹提携を結んでいるシンガ
ポール政府観光局のライオネル・ヨウ長官が来函され
翌17日に、工藤壽樹函館市長を表敬訪問しました。
長官から、当協会との姉妹提携から昨年で20周年を
迎え、更に函館との交流を深めて参りたいとのお話が
あり、2015年にシンガポールが建国50周年を迎えるこ
とから、シンガポールの最大
のお祭りである「チンゲイパ
レード」に函館いか踊りの参
加要請があったほか、観光分
野などの人材交流を行いたい
との提案がありました。
今回12月16日から18日まで
の日程で函館を訪問され、両
国の友好親善を深めました。
ライオネル・ヨウ長官と工藤市長

第４回「函館観光」子ども絵画展
12月８日、第４回「函館観光」子ども絵画展の表彰
式を、五稜郭タワーアトリウムにおいて執り行いまし
た。全128点の応募作品から、低学年の部、高学年の
部、それぞれ最優秀賞１名、優秀賞３名が表彰され、
最優秀賞には、函館－青森
間の津軽海峡フェリー往復
券、優秀賞には、コカ・コ
ーラオリジナルグッズが贈
られました。また、今後参
加者全員に、応募いただい
た絵画を絵葉書にしてプレ
ゼントいたします。
受賞者記念撮影

はこだてｸﾘｽﾏｽﾌｧﾝﾀｼﾞｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾂﾘｰ設置
11月26日、旧イギリス領
事館では、函館藤幼稚園児
39名によるはこだてクリス
マスファンタジーインフォ
メーションツリーの点灯式
を実施いたしました。
また、函館市写真歴史館
でも初のインフォメーション
ツリーの設置を行いました。
写真上:旧イギリス領事館

写真下::設置場所元町公園内
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＊コンベンション開催情報は当協会ホームページ http://hakodate-kankou.com にて掲載しておりますのでご覧下さい。
規模
全国
全国

開催予定日

1月30日 〜 2月1日
2月8日

大会等の名称

第２２回全国高等学校文化連盟将棋新人大会

花びしホテル

会

場

参加予定人数

平成２５年度北海道教育大学附属特別支援学校 公開研究協議会 北海道教育大学附属特別支援学校

全国

3月26日 〜 3月30日 平成２６年度日本水産学会春季大会

北海道大学函館キャンパス

全国

3月30日 〜 3月31日 平成２６年度日本魚病学会春季大会

函館国際ホテル

ǤșȳȈऴ  إஉ᳸  உᲣ詳しくは、当協会ホームページ http://hakodate-kankou.com をご覧下さい。
ƸƜƩƯϤȕǧǹȆǣȐȫ
ϥ̝ѡхђјҔӛӏҽ̴ҧӗӣ
ᮇ㛫㸸ᖺ᭶᪥ ᪥ 㹼ᖺ᭶᪥ 㔠
ሙᡤ㸸༑㛫ᆏࠊ༑㛫ᆏ㏻ࡾࠊඵᖭᆏࠊඖ⏫බᅬ
㛫㸸᪥ἐ㹼
ෆᐜ㸸ࠕගࡾໟࡲࢀࡓឡࡢ⾤࣭ภ㤋ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊ
ࠉࠉࠉᩍࡸṔྐⓗ࡞ᘓ≀ࡀᘓࡕ୪ࡧ␗ᅜ⥴࠶ࡩࢀ
ࠉࠉࠉࡿඖ⏫ᆅ༊ࡢ⾤୪ࡳᆏ㐨⣙㸳ಶࡢ࣑ࣝ
ࠉࠉࠉࢿ࣮ࢩࣙࣥࡀ㍤ࡁࠊ࣐ࣟࣥࢸࢵࢡ࡞ภ㤋ࡢ
ࠉࠉࠉࡢኪࢆ࠾ᴦࡋࡳ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ

ൊ ɌɎ ݵӏҩѡхђјңӣҶҩҸދ
ภ㤋ࢆ௦⾲ࡋ࡚ࠊほගㅖ⾜㸦ᅜほග≀⏘ᒎࠊほග
ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࠊࢸࣞࣅฟ₇➼㸧ࡸ㛤  ࿘ᖺグᛕ
ภ㤋 ࡲࡘࡾࡢྛ⾜࡞ぶၿࡋ࡚ཧຍ࡛ࡁ
ࡿᗣ࡛᫂ࡿ࠸ዪᛶࢆ㑅ฟࡋࡲࡍࠋ
ᑂᰝ᪥ࠉᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧ࠉ༗๓  
ࠉࠉࠉሙࠉภ㤋ᅜ㝿࣍ࢸࣝ
名

称 ミスはこだて 2 名

応 募 資 格 1 ṓ௨ୖࡢᮍ፧ࡢዪᛶ࡛ࠊภ㤋ᕷෆᅾఫ࣭ົ࣭ᅾ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᏛࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ᪉ࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⌧ᅾࠊࡢ࣑ࢫ➼㑅ࡤࢀ࡚௵ᮇ୰ࡢ᪉ࠊ㧗ᰯ⏕ࡣ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉᛂເฟ᮶ࡲࡏࢇࠋ
任

期 平成 26 年 4 月 1 日〜平成 27 年 3 月 31 日までの 1 年間

ᛂເ᪉ἲࠉᡤᐃࡢᛂເ⏝⣬㸦⮬⸀ࠊ⸀ࢆၥ࠸ࡲࡏࢇ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ┿㸦ṇ㠃⫪ࡽୖ㸧 ᯛࢆῧࡋࠊ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉୗグᛂເඛࡲ࡛㒑㏦ࡲࡓࡣࠊࡈᣢཧࡃࡔࡉ࠸。
応募締切日 平成 26 年 2 月 14 日（金）消印有効
ᛂࠉເࠉඛࠉ ୍♫ ภ㤋ᅜ㝿ほගࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥ༠
ࠉඵᖭᆏࡢ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥࠉࠉࠉࠉ༑㛫ᆏࡢ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠛࠉภ㤋ᕷඖ⏫ ࠉ

Ϧ̝ѡхђј͎ভѠच͂хѱѓ̓͏

࠾ၥ࠸ྜࡏࠉ㟁ヰ㸮㸯㸱㸶㸫㸰㸵㸫㸱㸳㸱㸳

ᮇ㛫㸸ሙᡤ㸸ᖺ㸰᭶㸳᪥ Ỉ 㹼㸷᪥ ᪥
ෆᐜ㸸ほගᐈᕷẸࡢᡭసࡾࡼࡿ࣡ࢵࢡࢫ࢟ࣕࣥࢻ
ࠉࠉࠉࣝࢆඖ⏫ᆅ༊࡞ᕷෆྛᡤ㓄⨨ࡋࠊ࢟ࣕࣥࢻ
ࠉࠉࠉࣝࡢࡢ࡞ⅉࡾࡼࡿගࡢᅇᗯࡀࠊᗁⓗ࡞
ࠉࠉࠉ㞺ᅖẼࢆࡾࡔࡋࡲࡍࠋ
ࠉࠉࠉᮇ㛫୰ࡣཧຍᆺ࣋ࣥࢺࡶᐇ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸰᭶㸳᪥ Ỉ 㹼㸴᪥ ᮌ ඖ⏫බᅬࠊ ࡀୣ㏻ࡾ
㸰᭶㸵᪥ 㔠 ࠉ⛸㒌බᅬ
㸶᪥ ᅵ ࠉࠉࠉภ㤋ᒣⓏᒣ㐨
㸷᪥ ᪥ ࠉࠉࠉภ㤋ᕷᆅᇦὶࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༡㒊ᆏ࿘㎶
ࠉࠉࠉ

※ホームページ上にて、応募用紙がダウンロード出来ます。
また、ミスはこだてコンテスト審査及びミスはこだての活動に
ついてもご覧いただけます。
http://hakodate-kankou.com/misshakodate
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会費などの納入のお願い

会費など未納の方は、お早めに納入下さいますようお願いいたします。

【振込先】
・北洋銀行末広町支店
・北海道銀行十字街支店
・北陸銀行函館支店
・みずほ銀行函館支店

普通３１００２３８
普通０１２６４７９
普通４１９７３４０
普通３５０５５４４

