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平成２７年度定時総会終了
去る５月２６日に当協会平成２７年度定時
総会を開催いたしました。冒頭の渡邉会長
の挨拶では、今年度は函館アリーナのオー
プンやＧＬＡＹのライブ、台湾便のデイリ
ー運航、北京便の新規就航など、話題が豊
富な年となっており、念願の北海道新幹線
開業を目前に控え、この千載一遇の機会を逃すことなく、これまで
以上に関係機関と共に全市を挙げた受入体勢の強化や誘客促進に努
めて参りたいとの挨拶がございました。定時総会の決議事項として、
平成２６年度事業報告及び収支決算については、藤森専務理事及び
各委員会の委員長及びリーダーより説明を行い、異議無く決議され
ました。また、任期満了に伴う理事及び監事の選任を行い、理事と
して鍵谷和徳氏、小泉真氏、坂元洋一郎氏、櫻井健治氏、柴田繁男
氏、高田悟氏、中市敏樹氏、野又淳司氏、松田俊司氏、村山吉治氏、
監事として家口利明氏を新たに選任することで決議されました。そ
の後、報告事項として、平成２７年度事業計画及び収支予算を報告
し、閉会いたしました。また、総会終了直後に開催いたしました、
臨時理事会におきまして、正副会長及び専務理事の選任を行い、渡
邉兼一会長、東陽一副会長、片岡格副会長、森健二副会長、河内孝
善副会長、藤森和男専務理事が再任となり、新たに櫻井健治理事が
副会長に就任いたしました。

函館アリーナこけら落とし公演「ＧＬＡＹ」ライブ開催

７月２５日、２６日の２日間にわたり、函館出身のトップアー
ティストGLAYが、新たに完成する函館アリーナで「GLAY Special
Live at HAKODATE ARENA GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.2」
と題して、こけら落とし公演を開催いたします。
地元函館で２年振りとなるGLAYのライブは、この２日間で全国か
ら約８千人の集客が見込まれ、また同時に連動企画として実施さ
れる「GLAYと宝探し」が７月１８日から９月６日まで開催される
など、地域の経済波及効果は計り知れないほど大きいものになる
と考えております。当地では、アリーナこけら落とし公演を地域
一丸となって成功させるため、地元の経済団体有志が中心となり
「函館アリーナこけら落としサポート委員会」を設立しました。
当委員会はライブのミニのぼり旗を作成し、市内のホテルや観光
施設、飲食店に販売し設置していただくなど、全市を挙げて地域
の機運の醸成と来函者への歓迎環境の創出に取り組んでおります。
日時：２０１５年７月２５日(土)
１６:００開場／１７:００開演
７月２６日(日)
１５:００開場／１６:００開演
会場：函館アリーナ
問い合わせ：ＷＥＳＳ(ウエス) ０１１－６１４－９９９９

「子ども学習会」の開催
渡邉兼一会長

東陽一副会長

河内孝善副会長

片岡格副会長

櫻井健治副会長

森健二副会長

函館の将来を担う児童に、座学や観光
地でのフィールドワークを通じ函館観
光への知識を広げ、ホスピタリティ精
神の醸成を図る「子ども学習会」を開
催しております。
西部地区での宿泊研修を行う学校等と
の連携により実施しており、７月１５日現在で３校１３１名の児
童が参加するなど、例年に引き続き、好評をいただいております。

藤森和男専務理事

平成２６年度来函観光入込客数推計

中国国際航空「函館～北京線就航」に伴う
初便出発式・到着便歓迎セレモニー

函館市観光部公表の平成２６年度
観光入込客数は、約４８４万人で、
前年度に比べ約２．１万人（１０
０．４％）の増となりました。
上期には、全国的な西日本への観
光流動傾向や、前年度の「GLAY」
凱旋ライブの反動減などの影響が
あったものの、国際定期便の好調
やクルーズ船の寄港数の増加があり、また下期には北海道人気や
円安傾向による外国人観光客の大幅増、そして、北海道新幹線開
業を見据えた全国各地での誘客プロモーション活動の効果も表れ、
国内観光客も復調傾向に転じ、前年度に比べ増加となりました。

平成２７年７月３日からの中国国際
航空による“函館～北京間国際定期
便“の就航に際し、運行初日となる
３日、函館空港にて開催された初便
出発式及び到着便歓迎セレモニーを
実施いたしました。
当日は、初便により当地に降り立っ
たお客様に対し、国際線ターミナル
でのお出迎え及び観光パンフレット等のサンプリングを実施した
他、函館市長をはじめ、市議会議長、当協会東副会長を含む函館
側関係者と中国国際航空関係者列席による出発式を執り行い全市
を挙げて就航を歓迎いたしました。

青森県・函館デスティネーションキャンペーン開催
北海道新幹線開業後の｢青森県｣と函館を
中心とした｢道南地域｣が対象となるＪＲ
による地域集中キャンペーン「青森県・
函館DC」が、平成２８年の７月～９月ま
で開催されます。
これに先立ち、開催前年度となる本年度 青森県・函館ＤＣキャッチフレーズ
につきましては、「プレDC」として、
全国の旅行会社、メディアに向けた情報発信と旅行商品の造成を図
る「全国宣伝販売促進会議」の開催や各種キャンペーンでの誘客促
進企画が展開予定となっております。当協会といたしましても、こ
れらの機会を好機と捉え、より一層の送客をいただくべく各機関と
連携のもと、誘客促進に努め、来たる平成２８年（２０１６）の
DCの成功に繋げて参りたいと考えております。

「北海道観光プロモーション」・「JR北海道商品説明会」

去る６月２５日、仙台にて開催され
ました「北海道観光プロモーション
」（主催：（公社）北海道観光振興
機構）及び「JR北海道商品説明会」
（主催：北海道旅客鉄道(株)）に参
加いたしました。
本プロモーションでは、仙台圏にお
ける旅行会社１４社を対象にした観
光プレゼンテーション及び道内各地の観光関係者との観光商談会、
ランチミーティングを実施した他、「JR北海道商品説明会」では
来場した旅行会社各社に対して北海道旅客鉄道と共に、当地域の
冬季観光の見どころや最新トピックスについてプレゼンテーショ
ンにてPRを行いました。

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ください。
規模
国際
全道
全国
全道
国際
国際
全道
全国
全道

開催予定日

会場

大会等の名称

7月 7日
7月18日
7月18日
7月18日
8月 1日
8月 4日
8月 5日
8月17日
9月 9日

～ 7月10日 第１０回近接場光学に関するアジア太平洋会議
日本化学会北海道支部2015年夏季研究発表会
～ 7月19日 第２７回「道南口説節」全国大会
～ 7月19日 第８８回北海道陸上競技選手権大会
8月 3日 第１０回国際ＯＰＩシンポジウム
8月10日 第008回 はこだて国際民俗芸術祭
8月 6日 第４３回北海道中学校柔道大会
8月20日 第４６回全国中学校柔道大会
～ 9月10日 第５６回北海道生花商協同組合函館大会
第６８回北海道高等学校ラグビーフットボール南・北選手権大会
全道 9月23日 ～ 9月26日
兼第９５回全国高等学校ラグビーフットボール大会北海道予選会
全国 9月26日 ～ 9月29日 日本陸水学会第８０回大会
全国 9月28日

函館商工会議所創立１２０周年記念式典・講演会・祝賀会

開港１５６周年記念函館港まつり
今年も函館の夏を盛り上げる「
函館港まつり」を８月１日から
５日までの５日間にわたり開催
いたします。
８月１日の「第６０回道新花火
大会」は、ワイドスターマイン
や大玉花火、仕掛け花火など５
部構成で豪快に打ち上げます。
港まつりメインパレード「ワッ
ショイはこだて」は、２日は十
字街・松風コース、３日の堀川
・五稜郭コースで行います。両
日とも１部函館港おどり、２部
子供いか踊り＆サマーカーニバ
ル、３部函館いか踊りの３部構
成で行います。２日の十字街・
松風コースには、２年振りに青
森ねぶたが参加し、また、数多
くの国際的国家行事で演奏して
いる「海上自衛隊大湊音楽隊」が初参加する等、パレードを大いに
盛り上げます。その他、港まつりの協賛行事として「函館ペリー競
漕」を函館港で開催し、熱いレースを展開いたします。最終日の８
月５日は、ＪＲ函館駅前から松風町交差点の電車通り沿いを歩行者
天国にして、「だいもんホコ天ストリートライブ」、｢函館港おど
り・いか踊り大会｣や「ワッショイはこだてコンテスト表彰式」を行
います。また、期間中は大門グリーンプラザ周辺で数多くの露店が
出店され、市内各所で協賛イベントが開催されますので、是非ご来
場いただき、函館最大のお祭りをご堪能下さい。
詳細は、函館港まつり公式ウェブサイトをご覧下さい。

http://www.hakodate-minatomatsuri.org/

２０１５はこだてクリスマスファンタジー開催決定
~ステージ購入企業・団体を募集~
２０１５はこだてクリスマスファンタ
ジーは、昨年に引き続きイベント開始
を前倒し、１１月２８日～１２月２５
日の期間で開催することが決定いたし
ました。いよいよ今年度末に迫ってお
ります北海道新幹線開業を控え、イベ
ントの更なる魅力向上と周知の徹底を
図り、冬期観光の推進に積極的に取り組んで参ります。当イベン
トでは、カナダ・ハリファックス市より寄贈される高さ約２０メ
ートルの巨大ツリーに約１０万個の電飾を施しメインツリーとし、
毎日１８:００からの花火の演出による点灯式の実施、多彩なス
テージイベントの開催、スープバー店舗の出展等、盛り沢山の内
容にて開催いたします。なお、毎日多くの市民や観光客が集まる
点灯式では、ステージ購入者を募集しておりますので、是非、会
員企業・団体様のＰＲの場としてのご活用をご検討下さい。
詳細は、公式ウェブサイトをご覧下さい。

http://www.hakodatexmas.com/

参加予
定人数

函館市国際水産・海洋総合研究ｾﾝﾀｰ
北海道教育大学函館校
函館市民会館
函館市千代台公園陸上競技場
函館国際ホテル
元町公園、旧函館区公会堂他
函館アリーナ
函館アリーナ
ロワジールホテル函館

110
200
1,100
1,200
150
200
300
1,100
200

函館ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ・根崎公園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

360

北海道大学大学院水産科学研究院水
産学部
花びしホテル

280
350

第３６代ミスはこだて紹介
平成２７年４月１日より「第３６代
ミスはこだて」として活動しており
ます岩館りなさんと山原有未さんで
す。１人でも多くの方にご来函いた
だけるように今年度末の北海道新幹
線開業や函館アリーナオープンなど
旬の話題とともに観光や物産などの （いわだて りな）
（やまはら ゆうみ）
山原有未さん
PRに努めております。ミスはこだて 岩館りなさん
の活動については、オフィシャルブログで発信しておりますので
是非ご覧頂き、任期の１年間を応援して頂ければ幸いです。

おもてなしガイド「函館観光手帳」の増刷
来る２０１５年度末の北海道新幹線開業を迎えるにあたり、当地
函館の受入体制の充実を図るべく、函館の観光情報を１冊にまと
めた「函館観光手帳」を作製したところ、会員の皆様をはじめ市
民の皆様からも大変ご好評いただいたことから、この度、第１版
を増刷いたしました。会員の皆様へ優先的に配布させていただき
ますので、追加でのご希望がございましたら、当協会宛にご連絡
賜りますようお願いいたします。

函館市観光案内所リニューアル
北海道新幹線開業後の観光需要増
加を見据え、ＪＲ北海道函館駅構
内にある函館市観光案内所のリニ
ューアルを行いました。案内所入
口の真正面に、函館の風景写真や
観光情報を紹介する大型ディスプ
レーを設置、また、車いすに加え
て、新たにベビーカーの無料貸出
サービスを始め、観光客の利便向
上に努めております。

「函館山Photo&Walk」開催
函館市写真歴史館では、フリーラ
イターの藤島斉氏を講師にお迎え
し、函館山を散策しながら草花を
撮影するイベント「函館山Photo&
Walk」を５月１０日に開催いたし
ました。昨年の夏、秋に引き続き、
今回が初となる春の開催では、２
０名を超える参加者に山歩きと春
の草花の撮影をお楽しみいただきました。

