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新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、平素より当協会事業の推進に多大なるご支援、ご協力
を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。また「日本をはじめた神々の国 宮崎キャン
ペーン（牛ポン券）
」事業等への御協力をいただくなど、会員一体となった取り組みに
ご参加いただき重ねて御礼を申し上げます。
さて、昨年宮崎市が発表しました2012年の県内外からの観光客の入込数は549万人と
なり、５年振りに前年を上回るなど、神話ゆかりの地をはじめとして各観光地等は徐々
公益社団法人宮崎市観光協会
に回復の兆しが見えはじめています。
会 長 菊池 克賴
このような中、日本中が歓喜に沸いた2020年の東京オリンピック招致決定は鮮明に記
憶に残る所ですが、同じくその年は「記紀編さん1300年」の節目の年にも当たることから、今後７年間は宮崎
を全国へ、また世界へとアピールする絶好の機会と捉えています。
そして間もなく球春の到来です。読売巨人軍、福岡ソフトバンクホークス、Jリーグを中心としたプロスポー
ツのキャンプの他に、第２回目となるプロ野球一軍の練習試合となる「球春みやざきベースボールゲームズ」も
予定されています。
今後とも、行政や関係団体の皆様との連携をさらに図りながら、「スポーツランドみやざき」や「日向神話」
をはじめとした宮崎の魅力を発信して参りたいと考えています。
また、今年３月末には、いよいよ念願の東九州自動車道・延岡〜宮崎間が開通するなど、本県への入り込みルー
トの変化に伴う観光客や修学旅行の入り込み増等に、大きな期待がかかっている
ところです。この変化がひとつの起爆剤となり、観光宮崎の新たな日の出となり
ますよう、皆様のご支援を頂きながら、引き続き観光振興に努めて参りますので、
本年もご指導・ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
最後に、今年も皆様にとりまして素晴らしい年となりますように心よりお祈
り申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

平成25年度 「 宮 崎 市 観 光 従 事 者 研 修 会 」
平成25年12月２日（月）に「宮崎市観光従事者研修会」を開催いたしました。この研修会は観光に関する知
識や情報を習得し、観光客受入対策の充実を図るとともに、意識の向上に資することを目的としています。
今回は東京オリンピック招致決定に伴い、開催国としてのスポーツ活動誘致における戦略に注目。
「スポーツ
の力 〜オールジャパンで取り組む東京オリンピック〜」をテーマに、一般社団法人日本トップリーグ連携機構
の代表専務理事・市原 則之（いちはら のりゆき）様、および公益財団法人日本オリンピック委員会の選手強化
本部長・橋本 聖子（はしもと せいこ）様をお迎えし、東京オリンピック誘致の戦略について実際の経験を交え
てご講演をいただきました。
はじめに橋本聖子選手強化本部長が「スポーツの力は人を元気にするこ
とができる。スポーツを中心に観光や医療、福祉、教育、食などを結ぶ環
境づくりに取り組むことが必要。」と述べられました。つぎに市原則之代表
専務理事より「東京オリンピックを一過性のイベントで終わらせないため
に、過程をシステム化し引き継いでいくことが必要。成功に導くためにも
市町村単位ではなく日本全体で取り組むことが求められている。
」とお話が
ありました。この研修会が宮崎の合宿誘致のあり方や観光の課題などを再
考するヒントとなり、「観光宮崎」の発展の一助になればと思います。
● 最新の情報は宮崎市観光協会ホームページをご覧ください

宮崎市観光協会
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みやざきゴルフマンス2013
男女２大トーナメントの開催される11月は例年「みやざきゴルフマンス」として、
両トーナメントを盛り上げるためにさまざまなイベントを開催しております。陸の
玄関口である宮崎駅の構内では、両トーナメント開催告知を兼ねてゴルフ写真展を
実施。また空の玄関口である宮崎空港では「エアポートゴルフギャラリー」として、
両大会に関するパネルの展示をはじめ貴重なお宝グッズを展示し、パターコーナー
やスイングチェックコーナーなどの体験ブースを設けて県外からの観光客をおもて

エアポートゴルフギャラリー

なし致しました。
平成25年11月22日（金）には宮崎市中心市街地と連携し「みやざきゴルフマンス
フェスティバルinニシタチ」を開催。トーナメント参加選手のサイングッズなどが
出品されたチャリティーオークションや、素敵なグッズが当たるチャレンジパター、
お楽しみ抽選会などを実施して多くのお客様で賑わいました。
ゴルフマンスキャンペーンは引き続き１月31日まで開催され、「宮崎たべてん！」
みやざきゴルフマンスフェスティバル
inニシタチ

と連動したお得な割引サービスや、宮崎市近隣の19ゴルフ場にて「みやざきゴルフ
マンススタンプラリー」も実施中です。ぜひご利用ください。

ダンロップフェニックストーナメント宮崎協力会実施報告
第40回記念大会で迎えた平成25年度のダンロップフェニックス
トーナメントは、ルーク・ドナルド選手が２位に６打差をつけ、通
算14アンダーで大会連覇を達成されました。ダンロップフェニック
ストーナメント宮崎協力会では、前年度優勝者
の歓迎セレモニーやギャラリーサービス向上の
一環として、託児所の設置や子どもたちに楽し
んでいただけるような宮崎市こどもふれあい広
場を実施し、延べ3,277名の子どもたちで賑わい
歓迎セレモニー（宮崎空港）

宮崎市こどもふれあい広場

ました。

LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2013
平成25年11月28日（木）から12月１日（日）にかけて開催された、女子ツアー最終戦である「LPGAツアーチャン
ピオンシップリコーカップ」。今大会では宮崎市出身の大山志保選手が８年ぶりとなる同大会の優勝を決め、大勢の
ギャラリーに感動を与えてくれました。また、賞金女王争いも最後までもつれた展開となり、話題の尽きない大会と
なりました。
今大会初の取り組みとしては、公開指定練習日に設定された27日（水）に宮崎牛の振舞いを実施。練習日にも関わ
らずたくさんのギャラリーにお越しいただきました。また、例年20名ほどで開催している「トーナメントわくわく探
検ツアー」を拡大し、大淀小学校と木花小学校の5年生・約170人の生徒と先生をご招待してバックヤードツアーを行
いました。緊張感のあるティグランドの見学では、子どもたちから「ナイスショット！」の声援を受けた選手の笑み
がこぼれるシーンもあり、和やかなムードとなり
ました。参加頂いたみなさまには郊外学習の一環
として貴重な大会運営の裏側を見学できたと、ご
好評をいただきました。今後ともトーナメントを
通じて、地域貢献や観光促進を行い、多くの方に
宮崎へお越しいただけるようPRして参ります。

宮崎牛の振る舞い

わくわく探検ツアー

平成25年11月より、宮崎市青島ビーチセンター「渚の交番」にて、
マウンテンバイク４台でレンタサイクル事業を開始致しました。
おすすめのコースはトロピカルロードを利用しての、青島から総合
運動公園まで往復10キロの平坦コースや、青島から堀切峠まで往復８
キロの健脚コースなど。太陽の暖かい日差しを浴びて、のんびりとサ
イクリングを楽しんでいただければと思っております。
利用時間は９時から16時30分まで。料金は、３時間内 300円・３時
間超（１日）500円と利用しやすい設定です。ぜひご利用いただき、お
客様へのご案内にもご活用ください。

マウンテンバイクで颯爽と走りませんか

青島懐かしの写真展開催中
宮崎市青島「渚の交番」の多目的スペースにおいて、懐かしの青島写
真展を開催致します。来館の皆様に楽しんでいただこうと、青島神社・
青島海水浴場の２箇所で平成26年
１月末まで展示をしております。
青々とした海を見ながら写真を
ご覧になり、当時の青島へタイム
スリップしたような楽しい時間を
過ごしてみませんか。青島ビーチ
センター「渚の交番」へ、ぜひお
越し下さい。

「みやざき元気体験」意見交換会＆インストラクター研修会
例年開催しております「みやざき元気体験」の意見交換会及びイン
ストラクター研修会を、今回は平成25年12月11日に実施致しました。
現在は33のプログラムで修学旅行等の受け入れを行っておりますが、
意見交換会でセールスや受入実績の報告を行った際に、インストラク
ター同士で繋がりを深め、一致団結することが重要であるとの声があ
がり、皆で一丸となって「みやざき元気体験」を盛り上げていこうと
いう姿勢を感じました。
またインストラクター研修会では、講師として東京より坂上正純氏
をお呼びし、お話をしていただきました。
人と向き合う様々な職種を経験されている講師ならではの、多彩な
体験談を交えてのワークショップでありましたが、坂上氏が常に言わ
れていたのは「自分がなりきる事」と「相手と会話をすることの大切さ」。
今後インストラクターには今回の研修会で学んだことを生かした受け
入れを実施していただきたいと思っております。
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青島・レンタサイクル発進

新米記者
M communication vol.110

〜噂のおいしい食を探検〜

vol.10

いよいよ新しい年のスタート！ みなさまにとって、素敵な一年になりますよう願っているミ〜☆
今回も、宮崎の「食」をＰＲすべく当協会会員飲食店で提供されている噂の「美味メニュー」
について取材に行ってきました。この時期のおすすめメニューはこちら！
創作料理と鉄板焼き

宮崎市フェニックス
自然動物園レストラン
チキン南蛮タンタン麺

竹 彩
１月のデザート・フレンチトースト
鉄板焼きランチ
3,150円〜

850円

多彩な地元食材を楽しんで
多彩な地
食材を楽し
建築家・隈研吾氏がデザインを
手がけたホテル内のレストラン。昼
夜を通して提供される鉄板焼きと
会席料理では、A4等級以上の肉質
を誇る宮崎牛や県産野菜、釜炊き
の掛け干し米といった地元食材が
楽しめるミ。なかでも女性の注目
を集めているのが、鉄板焼きのみ
で提供される月替わりのデザート。
１月は高崎町のハーブ卵「あかず
きんちゃん」を使ったフレンチトー
ストで、ふわふわとした食感がた
まらない！ 和室からテーブル席、
個室まであるので特別な日から日
常使いまで幅広く訪れたいミ。

新感覚のチキン南蛮を発見！
住

家族連れでにぎわう店内は、明
るく開放的な雰囲気。壁面がガラ
ス張りなので、食事を楽しみなが
ら園内の様子を見ることができる
と好評だミ。カレーライスや丼物
など幅広く揃ったメニューの中で
も、一番人気は「チキン南蛮タン
タン麺」
。コシのあるタンタン麺と
鶏モモ肉を使ったチキン南蛮がワ
ンプレートに盛られています。甘
い自家製タルタルソースとピリ辛
のタンタンそぼろを絡めて、新感
覚の味わいを楽しんで欲しいミ。
ボリューム満点なので家族でシェ
アするのもおすすめです。

宮崎市下原町247ｰ18
ガーデンテラス宮崎ホテル&リゾート内

0985ｰ78ｰ0777
営 11:00〜LO14:00
17:00〜LO21:00
休 無休
☆スタッフから一言☆

宮崎で育まれた食材の魅力を
お楽しみください

美味口コミ情報はこちらまで☆☆☆
メール・電話・FAXにて情報をお待ちしております。

住

宮崎市塩路浜山3083ｰ42
0985ｰ39ｰ1306

営

10:00〜LO15:00

休

水曜日
☆スタッフから一言☆

お子様メニューもご用意しており、
持ち込みもＯＫです。

みんなの口コミ情報を送って欲しいミ！
あなたのイチオシ情報を待ってるミ♪

メール ebihara@miyazaki-city.tourism.or.jp
連絡先 〒880 ‐ 0811
宮崎市錦町1番10号 宮崎グリーンスフィア壱番館３F
（公社）宮崎市観光協会 新米記者 ミッシちゃんの「噂の美味 食の探検隊」係まで
TEL 0985−20−8658 FAX 0985−28−3614

第62回

おはら祭り

平成25年11月２日（土）〜３日（日）の日程で鹿児島市にて開催さ
れた「第62回 おはら祭」に参加致しました。
今回は「宮崎市観光宣伝隊」と称し、宮崎サンシャインレディ、宮崎
市観光イメージキャラクターミッシちゃん、踊り隊として「乱翔舞」
の皆さんで参列。１日目の総踊りでは、他都市の皆さんと交流を図り
ながら、楽しんで踊ることができました。

総踊り

また、２日目のステージではサンシャインレディが宮崎の観光につ
いてＰＲを実施し、踊り隊の神秘的なダンスで会場を魅了しました。
あいにくの雨でありましたが、２日間かけて宮崎の魅力を伝え、そし
て宮崎に関心を持っていただけたのではないかと思います。
今後も一層都市間の交流を深めていくとともに、観光宮崎の発展に
繋げて参ります。

ステージでの宮崎市PR

乱翔舞の皆さん

― 今年もＪリーグチームが宮崎に集結 ―
平成25年度のＪリーグもリーグ戦が終了し、本市にてキャンプを実施したチームが１位から６位までを独占
しました。特に、サンフレッチェ広島が２連覇を達成するなど宮崎でキャンプを実施したチームが活躍し、キャ
ンプ地宮崎も大変盛り上がりましたが、１月中旬から実施されるＪリーグの春季キャンプは、
市内６会場（宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場、宮崎市国際海浜エントランスプラザ、宮
崎県総合運動公園陸上競技場・サッカー場・ラグビー場、シーガイアスクエア１）にて実施
予定です。
多くのチームが訪れる本市では普段見る事の出来ない練習試合や、開幕に向けて真剣に練
習に取り組む選手などを間近に見学する事が出来ます。
今年も多くのチームが宮崎市でのキャンプの為、来宮しますので、ぜひキャンプ地に足を
お運び頂き熱い声援をお願いします。

読売巨人軍春季キャンプ
今年も読売巨人軍が２月１日より宮崎県総合運動公園でキャンプインします。
読売巨人軍宮崎協力会では、巨人軍がスムーズなキャンプ運営が行えるよう側
面的な支援を行っていくのはもちろん、来場されるお客様がキャンプ観戦をゆっ
くり楽しんでいただけるよう「ボールパークＧ」と銘打った飲食ブースを設け、
宮崎の特産品ＰＲを合わせて行って参ります。
56回目となる宮崎キャンプ、是非会場に足をお運びいただき、巨人軍へ大きな
ご声援をお願いいたします。

ボールパークG
ボ
ルパ クG

日 程 ：１軍 ２月１日（土）〜２月13日（木）
２軍 ２月１日（土）〜２月28日（金）
休養日 ：１軍 ２月５日（水）、10日（月）
２軍 ２月５日（水）、10日（月）
、14日（金）、19日（水）、24日（月）
場 所 ：宮崎県総合運動公園
※日程・休養日は変更になる場合があります。

写真はともに昨年の様子です

福岡ソフトバンクホークス春季キャンプ
福岡ソフトバンクホークス春季キャンプが宮崎市生目の杜運動公園にて２月１日
より実施されます。今年も宮崎特産品の販売を行う「ホークスビレッジ」を開設し、
宮崎特産品のＰＲに努めてまいります。また、「日本一きれいなキャンプ地」をご
来場の皆様と共に創出し、より良い環境の中で、宮崎キャンプをおおいに満喫し
て頂きたいと思います。
是非、会場にお越しいただき、福岡ソフトバンクホークスへ熱い声援をお願い
します。
日 程 【Ａ組・Ｂ組】 ２月１日（土）〜２月27日（木）
休養日 【Ａ組・Ｂ組】 ２月５日（水）、10日（月）、14日（金）、19日（水）、24日（月）
場 所 【Ａ組・Ｂ組】 宮崎市生目の杜運動公園
※日程・休養日は変更になる場合があります。

プ
2013年春季キャンプの様子
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Ｊリーグ宮崎春季キャンプ

宮崎市 制 90周 年 記 念

プロ野球オープン戦
福岡ソフトバンクホークス vs 埼玉西武ライオンズ 開催
今年も球春到来を告げるプロ野球オープン戦が福岡ソフトバンクホークスのキャンプ地 宮崎市生目の杜運動公園
アイビースタジアムにおいて開催されます。
是非球場で、迫力あるプロのプレーを間近でご観戦いただき、両チームの選手へ熱いご声援をお願いします。
日

時

平成26年２月22日
（土）
・23日（日）

試合開始

13:00（両日とも）

カード

福岡ソフトバンクホークス（３塁側） 対

埼玉西武ライオンズ（１塁側）

場

所

宮崎市生目の杜運動公園

主

催

公益社団法人宮崎市観光協会 福岡ソフトバンクホークス

後

援

宮崎県、宮崎市、公益財団法人みやざき観光コンベンション協会

アイビースタジアム

※ 観戦チケットは、1月14日
（火）より販売開始 ※
入場料

内野指定席

3,500円（当日 4,000円）

内野自由席

2,500円（当日 3,000円）

外野自由（おとな） 1,000円（当日 1,200円）
外野自由（こども）

500円（当日

600円）

※外野こどもは小学生〜中学生

（球場図）

2013年オープン戦の様子

前売券販売所（予定）
イープラス、ローソンチケット、イオンモール宮崎、
宮崎山形屋、ボンベルタ橘、宮交シティ、スポーツプラザ宮崎JERSEY

両日とも先着4,500名に宮崎市制90周年記念ホークスロゴ入りオリジナルタオルマフラーをプレゼント

2014 球春みやざきベースボールゲームズ
昨年はじめて開催したプロ野球プレシーズンマッチ「球春みや
ざきベースボールゲームズ」。
今年は参加チームが全６球団となり、平成26年２月25日からの
３日間、計９試合が宮崎県内で開催されます。2014年のシーズン
を占う熱い戦いをぜひ会場でご観戦ください。

開催概要
１．主 催 球春みやざきベースボールゲームズ実行委員会
２．期 間 平成26年２月25日（火）〜27日（木）
３．参加チーム
東北楽天ゴールデンイーグルス・埼玉西武ライオンズ・千葉ロッテマリーンズ
福岡ソフトバンクホークス・東京ヤクルトスワローズ・韓国/斗山ベアーズ
４．試合開催球場
サンマリンスタジアム宮崎（宮崎県総合運動公園）
アイビースタジアム（宮崎市生目の杜運動公園）
清武野球場（清武総合運動公園） 西都原運動公園野球場
５．試合開始 13:00（開場：アイビースタジアム 9:00 その他の球場 11:00）
６．対戦カード/球場
日 程
サンマリン
アイビー
清 武
2月25日
西 武−楽 天
ソフトバンク−斗 山
2月26日
西 武−ヤクルト
ソフトバンク−ロッテ
楽 天−斗 山
2月27日
西 武−斗 山
ソフトバンク−ヤクルト
楽 天−ロッテ
７．入場料 無 料

編集発行

公益社団法人

宮崎市観光協会

西 都
ヤクルト−ロッテ

〒880-0811 宮崎市錦町１番10号 宮崎グリーンスフィア壱番館３階
TEL.0985-20-8658 FAX.0985-28-3614
URL http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/
E-mail mctwebm@miyazaki-city.tourism.or.jp

