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白い砂浜が広がる
愛媛のおすすめビーチ！

愛媛県

角島大橋と

島戸海水浴場

山口県

愛媛県

日本一有名な無人駅
『JR下灘駅』

■機構社員総会
6月26日 中国放送、広島テレビ、広
島ホームテレビ、テレビ新広島
7月6日 広島経済レポート
7月14日 読売新聞
■せとうちDMO
7月1日 ニッカンプラス
7月5日 京阪神エルマガジン社「瀬
戸内の本」
7月10日 日本経済新聞
7月25日 中国新聞、週刊山陰経済
ウイークリー
7月27日 読売新聞
■会員制度
7月19日 日本経済新聞
■ブランド登録商品
7月5日 週刊プレイボーイ
■せとうちWEBモール
7月6日 広島経済レポート
■香港サイクリング招聘
7月18日 NHK高松
■村橋コメンテーター出演
6月30日 広島ホームテレビ

広島県

広島県のキャンプ場・
川遊び情報まとめ

山口県の超絶景
マトメ8選！

山口県

#1

第１回瀬戸内ミーティングを８月18日に開催！

2017年8月18日（金）に「第１回 瀬戸内ミーティング（ビジネス交流会）」を広島
国際会議場（広島県広島市中区）にて開催します。
「瀬戸内ミーティング」はせとうちDMOの会員制度「せとうちDMOメンバーズ」のサー
ビスのひとつとして開催し、一般の方もご参加いただけます。第二部にビジネスマッ
チングのための交流の場「ビジネスマッチング大会」を設け、ビジネスパートナーを
見つけるためのお手伝いをします。第一部はニュースキャスターの辛坊治郎氏を講師
に迎えた基調講演、第三部では瀬戸内のアイドルグループ「STU48」の出演がありま
す。（※第一部、第三部は会員以外の方もご参加いただけますが、第二部のビジネス
マッチング大会は会員限定のプログラムです）
せとうちDMOが昨年度開催したビジネス交流会には瀬戸内域外の企業様も含め、お

よそ500人の方にご参加いただきました。

※文章・画像等の無断転用はお断りします。

第１回瀬戸内ミーティング開催概要

【開 催 日】
2017年8月18日（金）

【開催場所】
広島国際会議場 広島市中区中島町1番5（「平和記念公園」内）
＜広島駅からのアクセス＞

・広島バス24号線 「平和記念公園」下車すぐ
・市内電車（広島港方面）「袋町」下車、徒歩約10分
・市内電車（宮島口、西広島方面等）「原爆ドーム前」下車、徒歩約10分

【スケジュール】
12:30～13:30 受 付
13:30～15:00 【第一部】基調講演 講師：辛坊治郎氏（内容は次頁参照）
15:00～15:15 休 憩・移 動
15:15～16:45 【第二部】

会員：「瀬戸内でつなぐビジネスマッチング大会」
一般：有識者講演とせとうちDMO取組み紹介
※会員と一般参加者で内容が異なります。詳細はコチラ

16:45～17:00 休 憩・移 動
17:00～17:15 【第三部】STU48出演
17:15～19:00 【第三部】情報交換会

【定 員】
５００名

【参加費用】
第一部･第二部 一般参加者 2,000円、会員 無料
第三部 一般参加者 5,000円、会員 3,000円

（例）会員でない方が第一部、第二部、第三部に参加する場合、参加費は7,000円です。

【お申込方法】
下記専用WEBページにアクセスし、予約フォームよりお申込ください

http://www.kntcs.co.jp/setouchimeeting/

【申込に関するお問合せ】
近畿日本ツーリスト株式会社 トラベルサービスセンター西日本

TEL：050-3786-3315
Eメール：setouchidmo@or.kntcs.co.jp

基調講演の講師：辛坊治郎氏
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http://setouchifinder.com/ja/detail/9916
http://setouchifinder.com/ja/detail/9916
http://setouchifinder.com/ja/detail/875
http://setouchifinder.com/ja/detail/875
http://setouchifinder.com/ja/detail/18627
http://setouchifinder.com/ja/detail/18627
https://www.lmagazine.jp/mook/MOOK6190698/
http://setouchifinder.com/ja/detail/10002
http://setouchifinder.com/ja/detail/828
http://setouchifinder.com/ja/detail/828
http://setouchitourism.or.jp/ja/info/setouchimeeting-1st/
http://www.kntcs.co.jp/setouchimeeting/
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せとうち観光推進機構定時社員総会を開催しました

（一社）せとうち観光推進機構の平成29年度定時社員総会を広島市内で開催しました。
昨年度の事業報告及び決算、戦略及び中長期目標等の審議が行われ、すべての議案が全会一致で可決承認されまし

た。続いて、本年度の事業計画の報告が行われ、デジタルプラットフォームの構築や海外旅行会社等との商談会の実
施、富裕層向け滞在コンテンツの開発、受入環境の整備等に取り組む旨の説明を行いました。
総会に先立ち、機構も活動を支援しているSTU48の田中皓子さん、土路生優里さん、福田朱里さんの３人が登壇し、

活動を通して瀬戸内の食やアートなどの魅力を伝えていきたいと今後の抱負を語ってくれました。 2017年6月26日

STU48も登場！
左から福田朱里さん、土路生優里さん、田中皓子さん

第２回地域クラウド交流会を開催しました

“瀬戸内をもっと面白くしたい！”と活動する瀬戸内住民のためのネットワーク組織「せとうちHolics」の活動につい
てお知らせします。※今後も楽しいイベントをたくさん企画します！せとうちHolicsのFacebookで告知していきます
ので、皆さまも「いいね！」よろしくお願いします！https://www.facebook.com/SetouchiHolics2016/

起業家の応援を通して地域活性化を目指す取組み「地域クラウド交流会」の第2回目を6月24日にまちひと交流プラ
ザ（広島市）で開催しました。今回は広島で活動する５名の起業家が登場。気軽に着物を楽しめる・日本文化を身近
に体験できる機会の創出に取り組んでいる方や、殺陣講座や体験教室を開催し「和」を楽しんでもらう活動をしてい
る方など、色々な取組の紹介に参加者も興味津々といった様子で聞き入っていました。

※文章・画像等の無断転用はお断りします。

プレゼン後は、参加者による投票が行われ、一番応援したいと
思った方に清き一票を投じていただきました。
今回、一番多くの票を獲得したのは、全国を行脚して農業の武

者修行をした経験を持つ養蜂家「ハニー・プラス」 の島友香さ
ん。島さんは会場で自家製のはちみつを提供してくださり、参加
者一同、瀬戸内の自然が育んだはちみつを味わい、好評でした。
今回のクラウド交流会には約130人の方々にご参加いただきま

した。当日は会場のあちこちで参加者同士の交流が活発に行われ
有意義な場となりました。
せとうちHolicsはこれからも地域クラウド交流会の開催等を通

して、起業家の支援を行ってまいります。

第３回HolicsTalkを開催｢インバウンド×しまなみ流サイクリングのススメ｣

7月8日（土）、しまなみ海道（愛媛県側）の出発地にあるサン
ライズ糸山（今治市）にて第3回「Holics Talk」を開催しました。
今回のテーマは｢インバウンド×しまなみ流サイクリングのスス

メ｣ということで、自転車やインバウンド観光事業に携わっている
方、興味のある方など18人の方々が参加されました。
前半のトークイベントでは、NPO法人シクロツーリズムしまなみ

の代表理事の山本 優子さんとShimanami1778 代表の菅 未帆さん
に、それぞれこれまでの活動を通じて経験してきたこと、現場で
実感することなどについて様々なお話をいただきました。
後半は「しまなみ（瀬戸内地域）の自転車旅の課題と今後の取

組み」というテーマで、瀬戸内地域の新しい｢サイクリング旅｣の
実現に向けてゲスト2人を加えた参加者全員でアイデアを出し合う、
活発な交流の場となりました。

2017年6月24日

2017年7月8日

http://honey83.com/
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せとうちDMOは熊本県で6月27日～28日の2日間にわたり開催され
たビジット・ジャパン・イースト・アジア・トラベル・マート
（VJEATM）に出展しました。

VJEATMは東アジアの主要な旅行会社が参加する商談会です。
せとうちDMOは台湾・香港・中国の3カ国を中心に20社以上と商

談会を行い、日本の旅行商品を作っている担当者の方々に瀬戸内
の魅力を伝えました。
今後も商談会や旅行博出展等を通じて、瀬戸内をアピールして

参ります。
2017年6月27日～6月28日

ビジット・ジャパン・イースト・アジア・トラベル・マート（VJEATM）
アジアの旅行会社が勢ぞろいする商談会にせとうちDMO出展！

JNTOの欧米豪市場の富裕層向け旅行会社を対象とした海外招請事業が6月19日
～29日の間実施され、10コース中半分の5コースにおいて瀬戸内が主な視察地と
なりました。
せとうちDMOではその内仏旅行会社に対し、せとうちの資産である「アートと

海、島々をどう見せるか」につきコース設定の協力をし、直島以外の魅力とし
て豊島や男木島や女木島を視察先とし、現地に精通したガイドの堀尾さんに案
内していただきました。当日は梅雨空の下でしたが島の営みや自然の風景の
瑞々しさを体験していただき、参加者からは、宿泊も含めた島での時間の過ご
し方や交通手段、欧州で著名な作家の作品の場所確認など島自体に関する質問
が多数出ており、関心の高さを実感しました。ツアー中もこの島のアート巡り
が一番好評だったそうで今後の商品化に向け期待の持てる視察となりました。
男木島ではアーティストの大島よしふみさんとも交流し、より身近にせとう

ちのアートに触れていただくことも出来ました。
海外からの旅行商品化にはアクセス面やストーリーを説明できるガイドや通

訳の育成確保など、多くの課題はあるものの、せとうちの島の持つポテンシャ
ルの高さを改めて実感できたこの度の招請旅行でした。

2017年6月19日～29日

ＪＮＴＯ招請事業にて、瀬戸内の島・アートの魅力を実感

※文章・画像等の無断転用はお断りします。

5月16日～7月15日、新横浜プリンスホテル内のレストランにて「広
島・瀬戸内フェア」が初めて開催されました。
同ホテルの料理人が瀬戸内におもむき、吟味を重ねた、こだわりの

品々が提供され、厳選された広島・瀬戸内の地酒と、瀬戸内の味覚の
数々とマリアージュも楽しまれました。フェアメニューはいずれも好評
で、中でも「広島県産和牛と白インゲン豆の煮込み」「広島お好み焼き
タコス」「瀬戸内みかんの白玉シュゼットバニラアイス添え“おいり”
をトッピング」の人気が特に高かったようです。
更に広島県安芸郡熊野町の伝統工芸品、熊野筆の化粧筆作りの体験教

室が開かれたほか、県の協力のもと、観光パンフレットやポスターも並
べられ、横浜の方々に広島･瀬戸内の魅力がたっぷりと発信されました。

2017年5月16日～7月15日

新横浜プリンスホテルにて「広島・瀬戸内フェア」が開催されました

広島お好み焼きタコス

瀬戸内みかんの白玉シュゼットバニラ
アイス添え“おいり”をトッピング



～これを読めばあなたもリッチになれる～
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今年は梅雨明けが早く、その分観光も盛んな夏になりそうですね！
夏のアクティビティと言えばキャンプ！実は私、今月は２回も今話題の「グランピン

グ」を経験しました。１回目は岡山にある「大芦高原キャンプ場」で、ミュージックイ
ベントとキャンピングが融合したグランピングを初体験！キャンプ場にはバーカウンタ
ーも隣接！音楽とお酒を楽しみつつ、大自然に浸るという豪華な夜を過ごしました。
２回目は、瀬戸内海に面したロッジ「瀬戸内隠れ家リゾートciela」で海遊びを堪能。

シエラには、シネマセットやバーベキューセットに釣具など、さまざまな遊び道具があ
り、手ぶらでもナイスタイムが確約されています。
イベントや設備、遊び道具など、一工夫を加えることで、シンプルなキャンピングで

もかなり贅沢に楽しい時間が過ごせるものですね。

せとうちDMOメンバーズの会員さま向けメニュー「瀬戸内アカデミー」の第1回を、兵庫県宝塚市の宝塚大劇場にて
開催しました。
当日は30人の方にご参加頂きました。講座では劇場支配人より宝塚歌劇団の100年の歴史や伝統についてのご説明が

ありました。特に女性のお客様がほとんどだという宝塚歌劇ならではの「なるべくお待たせしない女性トイレの秘密
（！）」は、他の観光地でも応用できそうな内容で非常に参考になりました。
また、普段は関係者以外立ち入りができない、衣装や舞台装置の作成現場といった劇場の裏側も視察。最後は全員

で観劇して、宝塚歌劇団の素晴らしさを改めて認識しました！女性のお客様を魅了し続けるサービスや舞台道具に宿
る伝統技術を、参加者の皆さまの今後のビジネスのお役に立てれば幸いです。 2017年6月29日

第1回瀬戸内アカデミー＠宝塚 開催

※文章・画像等の無断転用はお断りします。

せとうちDMO講演実績

◆講演登壇 実績（村橋）

6月30日 広島ホームテレビ様（コメンテーターとして出演）

7月2日 小豆島商工会議所 青年部様

7月7日 NECフォーラムin大阪

7月11日 NECフォーラムin九州

7月15日 「北前船寄港地フォーラムIn淡路島」実行委員会様

☆機構への講演のご依頼は編集部：矢野まで
Tel:082-836-3217  

Mail:y-yano@setouchitourism.or.jp

瀬戸内アカデミー 今年度の開催情報

瀬戸内を

誇る

瀬戸内で

商う

瀬戸内で

もてなす

瀬戸内で

挑む

宝塚歌劇団そのヒットの秘密に迫る
（観劇と舞台裏見学付き）
講師：宝塚歌劇団
開催場所：兵庫県宝塚市 終了

瀬戸内海を
世界の観光地へ
講師：両備グループ代表 小嶋 光信氏
開催場所：香川県小豆島 終了

せとうち初の宿泊型高級クルーズ船
（ガンツウ）の戦略（船内見学あり）
講師：せとうちクルーズ代表取締役 城 暁男氏
開催場所：広島県尾道市

現代アートの聖地となった直島の
地域づくりを学ぶ
（ベネッセミュージアム他視察あり）
講師：福武財団事務局長 金代 健次郎氏
開催場所：香川県直島

オタフクソースのブランド戦略
（お好み焼き体験施設見学あり）
講師：オタフクHD代表取締役 佐々木 茂喜氏
開催場所：広島県広島市

1日3000本売れるロールケーキ
の提案力
講師：パティシエエスコヤマ代表 小山 進氏
開催場所：兵庫県三田市

仕掛け人に聞く
「古民家活用によるまちづくり」
講師：瀬戸内ブランドコーポレーション 木村 洋氏
開催場所：愛媛県内子町

古民家を活用した地域活性化
講師：ちいおりアライアンス代表取締役 井澤一清氏
開催場所：徳島県祖谷

中野うどん学校に学ぶ外国人に
人気の「体験」プログラムの作り方
講師：中野うどん学校 中野 吉貫氏
開催場所：香川県琴平

ワイナリーがもつ地域創造の可能性
講師：tetta株式会社代表取締役 高橋 竜太氏
開催場所：岡山県新見市

圧倒的な顧客志向で食の
イノベーションにチャレンジ
講師：カルビー株式会社 山邊 昌太郎氏
開催場所：広島県広島市

内容未定
講師：未定
開催場所：山口県

◆講演登壇 実績（村木）

7月11日 「2017自治体ソリューションセミナー中部」

（株式会社 自治日報社様、ＮＥＣ 東海支社様）

http://www.oh-ashi-forest.com/
http://ciela.jp/

