
 

 

  

 

地域づくり 

●海風の国観光マイスターシルバー認定試験 

10 月 6 日（木）・10 月 7日（金）に「『海風の国』観光マイスターシルバー認定試験」を開催いたしまし

た。今年度は初めて小値賀町でも開催し、受験者は合計 49 名、合格者は 22 名でした。 

今回の合格者・昨年度までのシルバー認定者を対象に、観光マイスターゴールド認定試験を 12 月 15 日

（木）～17 日（土）に開催予定です。「海風の国」佐世保・小値賀の「美しい」「楽しい」「美味しい」を

日本全国！世界へ！発信していただくよう、ご活躍に期待しております。 

 

― ｢海風の国｣観光マイスターとは ― 

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏の観光に関する様々な知識や、おもてなしの心をもった観光のスペシャ

リストを育成するための認定制度です。「シルバー」「ゴールド」の２種類があり、認定試験に合格するこ

とで、認定を受けることができます。 

   シルバー試験（筆記試験）：佐世保・小値賀の観光に関する知識（地理、歴史、文化、食、観光地、観光

施設等）を備えている人。  

   ゴールド試験（実技試験）：佐世保・小値賀の観光に関する知識を備え、おもてなしの心で観光案内、観

光 PR ができる人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●株式会社ゼンリンの観光型 Maas（モビリティアズアサービス）の実証実験にて提供中の観光情報 Webサイトとスマ

ートフォンアプリ「STROCAL（ストローカル）」に佐世保・西九州エリアが追加され、10月 5日（水）から提供開始となり

ました。 

STROCAL は、佐世保市街地をはじめ、ハウステンボス、宇久島・小値賀島など魅力的な西九州地域を 11 のマ

イクロエリア（狭域なエリア）に分割し、観光情報を収録。観光地やグルメ情報はもちろん、旅の計画をつ

くる、ツアー等の電子チケット購入、ポイントを貯めるとオリジナルグッズと交換など、旅に役立つ・楽し

くする情報が満載です。ポイントとの交換は佐世保観光情報センターで可能です。是非ご利用ください。 
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STLOCAL について 

https://stlocal.net/ 

佐世保・西九州エリア 

https://stlocal.net/area/?taxonomy%5B%5D=area_ssb 

https://stlocal.net/news_area/b_sasebo-shigaichi/ 

 

 

 

 

 

 

 

●「佐世保観光エンターテイナー発掘！ガースーとあそぼうプロジェクト！！」参加者募集中 

この度、当協会では「佐世保観光エンターテイナー発掘！ガースーとあそぼうプロジェクト！！」と題

し、観光人材育成講座を開催し、最終的にオリジナルのツアーを造成しガイドとして観光客の案内や情報発

信等を行う「佐世保観光エンターテイナー」へと育成いたします。                        

総合プロデューサーとして「ガキの使いやあらへんで！」の“ガースー”でお馴染み、佐世保市出身でテレ

ビプロデューサーの菅 賢治（すが けんじ）氏をお迎えして、楽しく佐世保愛溢れるワークショップ形式の

講座を開催いたします。受講者は５名程度を予定しており、事前に書類審査、面接を行います。皆様にもご

紹介・ご応募のご協力をお願いいたします。                           

【応募資格】                                           

①年齢・性別・居住地不問                                    

②ガイドとして観光客を案内したい方                               

③5 日間の講座全てに参加できる方 

【講座開催】                                          

令和 4 年                                                                   

11 月 26 日（土）13：30～19：30                                 

11 月 27 日（日）10：00～15：00                                 

12 月 4 日（日）15：30～19：30                                  

12 月 5 日（月）17：00～21：00                                 

令和 5 年 1 月に 1 回予定                   

【場  所】                                            

佐世保市まちなかコミュニティセンター 

https://stlocal.net/
https://stlocal.net/area/?taxonomy%5B%5D=area_ssb
https://stlocal.net/news_area/b_sasebo-shigaichi/


【応募締切】                                          

令和 4 年 11 月 17 日（木）必着                                  

※応募方法は下記サイトをご参照ください。                 

https://www.sasebo99.com/feature/gaasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●肥前やきもの圏 周遊パスポート「ななぱす」 

日本遺産「肥前やきもの圏」７つのまちをつなぐお得な旅パスポート「ななぱす」を佐世保観光情報セン

ターで販売しております。やきものの７つの産地（佐世保市・波佐見町・唐津市・伊万里市・武雄市・嬉野

市・有田町）で利用でき、焼き物の町ならではの体験紹介や、産地ならではの魅力ある器を使用したメニュ

ーの紹介、利用料金や入浴料金の割引特典など、焼き物が好きな方には必見のパスポートです。 

【販売価格】1 冊 500 円 

【販売・利用期間】販売中～令和 5 年 1 月 31 日（火）まで 

【販売場所】佐世保観光情報センター、佐賀・長崎・福岡県の一部書店、7 産地の観光協会、等 

 

 

 

 

 

 

https://www.sasebo99.com/feature/gaasu


プロモーション 

●SASEBO JAM FESTIVALが開催されました 

10 月 1 日（土）・2 日（日）に食と楽をテーマにした「SASEBO JAM FESTIVAL」が初開催されました。アンパ

ンマンショーや佐世保バーガー早食い大会、バブルハロウィン、花火、スカイランタンなど楽しいイベント

で大盛況となりました。また、アーティストライブには氣志團を迎え 2 日間で延べ 14 万 5 千人が来場しまし

た。当協会ではステージイベント「〇×ゲーム」、「佐世保バーガーデジタルスタンプラリー表彰式」を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●女性向け旅行メディア｢icotto｣にタイアップ記事を公開しました 

「価格．com」や「食べログ」を保有する株式会社カカクコムが運営する月間利用者 900 万人・月間 PV 数

2,000 万の日本最大級女性向け旅行メディア「icotto」に佐世保・ハウステンボスを巡るモデルコース記事

公開しました。記事では針尾送信所や九十九島、海風旅 Experience などを紹介しています。また、より多く

の方に発信するため WEB 広告配信も実施しています。 

記事はこちらから→https://icotto.jp/presses/21056 

 

 

 

                 

 

https://icotto.jp/presses/21056


 

●KTNにて「九十九島釣～リスト チヌ釣り編」が放送されました 

 全国でも有名な釣りスポットがある「釣り天国」長崎県。第 3 弾では釣りのスポットとしても注目されてい

る佐世保市の九十九島が舞台になりました。 

俳優としてテレビや映画などで活躍している田島芽瑠さんと芸人・長崎亭キヨちゃんぽんが地元の釣りの達

人・髙野光彦さんのアドバイスを受けながらこの時期難しいとされるチヌ釣りに挑みました。 

【日 時】10 月 16 日（日）午後 4 時～ 

【放送局】KTN（テレビ長崎） 

 

●明治座で佐世保 PRデーを実施しました 

 2021 年 7 月福岡・博多座・8 月大阪新歌舞伎座で好評を博した『羽世保スイングボーイズ』が 10 月 23 日

（日）～10 月 28 日（金）明治座にて上演されました。これに際し、佐世保 PR デーを実施し、パンフレット配

布や観光案内を行いました。上演期間中には西九州食財のぶどう真鯛や九十九島いりこを使用したお弁当や物

産の販売も実施しました。 

【日 時】10 月 26 日（水） 

【場 所】明治座（東京都中央区日本橋浜町 2 丁目 31−1） 

 

 

●吉井地区コミュニティセンターにて講話を実施しました 

 吉井地区コミュニティセンター主催講座「ふれあい学級」にて佐世保市の観光についての講話を実施いたし

ました。「新たな魅力再発見！動画で旅する SASEBO」と題し 10 月に完成した観光素材紹介映像を使用しクイ

ズ形式で講話を行いました。 

【日 時】10 月 20 日（木）13：00～15：00 

【場 所】吉井地区コミュニティセンター（佐世保市吉井町立石 473） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「まちをつなぐフォトツアー」を開催しました 

 11 月 20 日（日）から開催される「SASEBO ART CONNECT FESTIVAL（サセボアートコネクトフェスティバル）

の一環として、「カメラ女子」という言葉が広がり始めた頃から、絶大な支持を集め、撮影、執筆、講演、講師

など「カメラ女子」の確立を牽引してきた写真家のひとり、山本まりこ氏と共に、港まちさせぼを巡るフォト

ツアーを実施しました。ツアー参加者の撮影した作品は「SASEBO ART CONNECT FESTIVAL」で展示されます。 

※「SASEBO ART CONNECT FESTIVAL」は 11 月 20 日（日）～12 月 18 日（日）開催 

【日 時】10 月 15 日(土)10:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

●佐世保・小値賀の観光パンフレット「させぼ・おぢか」を増刷しました 

 佐世保・小値賀を紹介する総合観光パンフレット「させぼ・おぢか」を一部改訂し、3 万部増刷しました。

こちらのパンフレットは佐世保市内の宿泊施設や観光施設にて配布しております。 

 

 

 

 



 

●「MOTTOハウステンボス MOTTO佐世保」秋の最新記事の WEB広告を配信しました 

 芸術の秋と食欲の秋を同時に楽しめるスポットとして、針尾送信所や西海橋、佐世保の新スポットアメリカ

ンヴィレッジダイナー、ハウステンボスのワイン祭やハロウィーン限定コンテンツを紹介した最新記事の WEB

広告配信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修学旅行誘致事業 

●佐世保コンベンション協会 北海道セールス 

北海道の公立学校はコロナ以前はほとんど佐世保方面に宿泊する学校はありませんでしたが、ここ数年は

感染状況の影響もあり、九州方面へ振替を行っている学校が複数みられました。感染が落ち着いてきたこと

で、関西へ方面を戻す可能性が高いとのことでしたが、訪問実績のある学校からは高い評価をいただいてお

りましたので遠方からの移動に安心していただき、方面として選んでいただけるよう、引き続きセールス活

動を続けてまいります。                                    

【日 程】令和 4 年 10 月 11 日（火）～10 月 14 日（金） 

デスティネーションキャンペーン（新幹線対策）事業 

●日本旅行赤い風船 50周年特別企画 まちにワク長崎フェスタ 

 日本旅行主催のイベントが長崎市の出島ワーフで行われ、佐世保市からも佐世保海辺のコンサート実行委

員会によるステージでの JAZZ 演奏や佐世保物産振興協会による佐世保バーガーや佐世保銘菓の販売等を行

い、大変多くの方にブースにお立ち寄りいただくことができました。また長崎県内からのお客様だけでな

く、日本旅行主催の関西からの団体列車や東京及び福岡からのツアーのお客様がいらっしゃり大盛況でし

た。                                             



【日 程】令和 4 年 10 月 1 日（土）                                

【場 所】出島ワーフ横三角広場 

 

 

コンベンション誘致事業 

●海外からのインセンティブ旅行誘致に関わるコンベンションビューロー等機能高度化事業セミナー研修（第１回目）

参加 

 今年度、長崎国際観光コンベンション協会が観光庁から支援都市として選定されたため、周辺市町を含め

た連携都市としてセミナー研修に参加いたしました。今回は第 1 回が行われ、長崎駅周辺の新しいコンベン

ション施設や宿泊施設、外海地区の視察に加え、長崎県内から集まった観光関連事業者約 35 名でインセンテ

ィブツアーの受入に向けてセミナーを受講いたしました。食事や外国語対応等の面で課題はあるものの、ツ

アーの受入に向けて引き続き取り組んでまいります。                       

【日 程】令和 4 年 10 月 26 日（水）～10 月 27 日（木） 

 

  

 

 

 

 



～佐世保観光コンベンション協会からのお知らせ～ 

 

●させぼ観光大使情報 

10 月 1 日（土） SASEBO JAM FESTIVAL  

 

 

 


