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古 都 鎌 倉 の 桜 は 別 格？
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4月の訪日外国人観光客は前年比168％増の7000人超に

5月に県がまとめた「神奈川県外国人観光客実態調査」が公表されました。これは平成29年1
月14日〜3月10日までの間、主要観光地や宿泊施設、羽田空港などで調査したものです。結果
を見ると、来訪者の国籍・地域では中国（31％）が最も多く、次いで台湾（12.9％）、アメリカ
（10.1％）、香港（8.1％）、韓国（6.3％）などと続きます。また、県内の訪問地で最も多かったのが

kamatabi

鎌倉市（47.9％）で、横浜（43.8％）、箱根（40.1％）を上回ったことが分かりました。一方で、訪日
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外客の国籍・地域でみると、横浜市が東南アジア、箱根町が中国、江の島が台湾とアジア圏が

http://www.kamakura-info.jp

中心なのに対し、鎌倉市はヨーロッパ・中南米が上位となっているのが特徴的です。さて、JR
鎌倉駅東口にある観光案内所における春の利用者動向をまとめてみましたのでレポートいた
します。

JR鎌倉駅 東口 みどりの窓口に隣接する案内所

〈2月中旬〜3月中旬〉

2月中旬〜3月中旬に関しては、ヨーロッパ、アメリカを中心に、各国の方が満遍なく来られまし
た。質問の内容としては普段通り、高徳院（大仏）、報国寺の行き方、もしくは鎌倉の観光モデ
ルコースのご案内がメイン。また、海への行き方、レンタサイクル、ハイキングコースに関するお
問合せも増えました。ハイキングに関する問い合わせは、ヨーロッパ圏・南／北米圏の方が圧
倒的に多かった印象です。

案内所利用者数
外国人 前年比 日本人 前年比 利用者合計 前年比
（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

桜の開花時期に入ると、地域性を問わず、
「日本で桜を見たい」という質問が非常に増え、東京
やその他の地域で見たにも関わらず「鎌倉でも見たい！」というお客様が多かったのも印象的
でした。また、国別では、フランスやスペインなどのヨーロッパ圏のお客様を筆頭に、ノル

H29年
4,316 151.5 19,335 114.7 23,651 120.0
3月
H29年
7,227 167.9 24,130 123.3 31,357 131.4
4月

ウェーやスウェーデンなどの北欧圏、オーストリアやチェコ、ルーマニアなどの東欧圏から、ブ
ルガリアやマケドニア、ルクセンブルク、ハンガリー、フィンランド、クロアチア、アイルランドな
ど多数の地域からお客様がいらっしゃいました。この時期はイースターのお休みに合わせたバ
ケーションや、
春休みなどを利用して日本を旅行している方が多いようでした。
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グランプリは丸谷晴道さんの
に！
「小仏」

澤優治さんの「きらきら」、鎌倉市観光協会会長賞に森﨑

〜応募作品1，382点から25作品が入賞〜
写真コンクールとして21回目の開催となった「『鎌倉』プ
ロモーションフォトコンテスト」。今年は昨年より482点増
の1，382点の作品が集まり、厳正な審査が行われました。
グランプリは丸谷晴道さんの「小仏」。競争率の高い大

訪日外客 国別比率(案内所利用者）
H29年 アメリカ
3月 18.4％

仏の写真の中から、子どもと大仏を横からとらえた微笑ま

（％）

H29年 5,887 170.3 26,893 117.8 32,780 124.7
5月

〈3月中旬〜4月中旬〉

「鎌倉」プロモーションフォトコンテスト2017

しい作品が最高位に選ばれました。また、鎌倉市長賞に西
清光さんの「集中」、鎌倉商工会議所会頭賞に菅野斗施雄
さんの「鎌倉の夏到来！」、鎌倉市商店街連合会会長賞に
渡辺修二さんの「面掛行列」が選出されたほか、20作品が
入選となりました。
2017年の入賞作品および、過去の入賞作品は協会ＨＰに
もアップしていますので、ぜひご覧ください。

フランス スペイン イギリス
9.5％
7.4％
5.2％

〈４月中旬〜５月中旬〉

ゴールデンウィークは、予想以上に多くの外国人のお客様がお見えになりました。普段と変わらずフランスやスペインのお客様が多かったです
が、4月下旬〜5月上旬にかけてはオランダやイタリアのお客様も目立ちました。オランダではこの時期にバケーションウィークがあるそうで、

商店街連合会会長賞「面掛行列」

その休暇を利用されている方も多かったようです。そのほか、ポーランドやベルギーからのお客様や、普段はあまり接する機会のないアルバニ
アやブルネイ、スーダン、バングラデシュ、チュニジアなどのお客様の対応もありました。質問内容は高徳院への行き方がメインでした。ベジタ
リアンレストランやハイキングコースに関する質問も増えており、富士山や箱根の行き方に関する質問を多数受ける日もありました。
【多かった質問】携帯の周辺機器［バッテリーチャージャー・変圧器・コンセント変換プラグ（アダプター）］のほか、自撮り棒、SIMカードの購入
できる場所、Wi-Fiについて。
市長賞「きらきら」

新 会員のみなさんです！〈2017年3〜5月〉

29年度総会は6／28（水）に

業種

店名・会社名

住所

飲食

海沿いのキコリ食堂

鎌倉市材木座6-4-7山ノ上ビル

会が6月28日（水）の午後4時から、鎌倉プリンスホテ

コンサルティング

㈱新井企画

鎌倉市由比ガ浜4

ルで開かれます。また、通常総会終了後には、同じく

会員さん募集中！ 1ヶ月2,000円以上（1口200円で10口以上）

平成29年度公益社団法人鎌倉市観光協会通常総

鎌倉プリンスホテルで懇親会（会費：5,000円）を開催
します。皆様のご参加をお待ちしております！

グランプリ作品「小仏」

観光協会会長賞「集中」

商工会議所会頭賞「鎌倉の夏到来！」

フォトコン入賞者が喜びの受賞

賞状を手渡す十文字審査委員長（右）

コンテストの表彰式は6月17日に行われ、
25点の入賞作が展示された当協会事務所
内で、入賞者の方々に賞状および記念品
などが贈られました。当日は、入賞者のほ
かに、ご家族、ご友人も訪れ、自身の作品
を前に記念撮影をするなど、受賞の喜び
を分かち合う姿がみられました。

展示された作品を見る受賞者

会報 誌 発 刊 にあ た り
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会長

井 手

今年の

鎌倉市観光協会

日本画家 大竹正芳先生が描き下ろし

会員のみな様におかれましては、
日ごろより、
当協会の活動および諸事業に対し、多大なるご理
解、
ご尽力を頂き、心より感謝申し上げます。
さて、
この度、
当協会の取り組みや各種事業、催しなどをより多くの方々に知っていただきたい
ら当協会への運営費・人件費等の補助金が削除されておりました。
これを受け、準備を目前に控
えていました
「第69回鎌倉花火大会」
におきまして、
これまで通り実行委員会の事務局として機能

は当初の予定通り7月19日

がこのほど完成し、6月5日より一般販売を開始しました。
うち

（水）、午 後 7 時 2 0 分から
8時10分まで開催されます

41回目となる今年の絵柄は、鎌倉在住の日本画家、大竹正

（鎌倉市主催、鎌倉を愛す

芳先生の書き下ろし
「山百合」
です。大竹先生は「過去20年

るものがつくる花火大会実
行委員会が運営主体）。

状況につきましては、
マスコミに取り上げられたこともあり、大変多くの会員、
ならびに市民の皆様
からお問い合わせを頂きました。
補助金については、5月31日に開かれた臨時市議会において補正予算として復活可決されました。
この間、協会のあり方
について様々なご意見を頂き、私たちは組織としての原点に立ち返ることが重要だと痛感しました。会報誌は観光協会を支
えて頂いている多くの方々に対し、組織運営や各取り組みについて情報発信する場になればと考えております。発行は6月・9
月・12月・3月の年4回を予定しております。
この紙面を通し、情報共有の強化、地域観光の活性化を図ることが出来れば幸い
です。今後も変わらぬご支援ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

﹁山百合﹂
を手にする大竹先生

描かれていない鎌倉らしい夏の花として
『山百合』
をモチーフ

を果たすことは困難と判断し、大変遺憾ながら、実行委員会を退会するに至りました。
この一連の

に選びました」
と話し、
「この何

一度は中止が発表された花火大会ですが、開催を熱望する

年かブルー系の色が続きまし

市民などの声に応え、従来通りの規模で実施されます。
また、

たので暖色系の元気の出る色

水中花火もプログラムに組み込まれ、約2,500発が夜空に打ち

彩を意識しました」
と思いを寄

上げられる予定となっております。
花火大会の組織運営を担う今回の実行委員会は、今年度

せています。
今年のうちわ「山百合」は

限りの暫定的なもので、来年度以降のあり方については今後

1本350円（税込）
で、売り切れ

検討されていきます。
当協会としましては、現実行委員会が手

次第終了。詳細は協会ホーム

掛ける事務作業や運営等に全面協力し、花火大会の成功に

ページでもご覧になれます。

向けて全力でサポートしてまいります。

伝統と歴史が息づくまつりに
約2万人の観衆を魅了した静の舞

ビーチフェスタに参 加したミス鎌 倉 3 人
︵左から永濵海友︑清田麗︑真鍋佳那子︶

鎌倉の魅力をPRする「2017ミス鎌倉」がこのほど選ばれ、

「第69回鎌倉花火大会」

1977年から続く伝統ある納涼うちわの2017年バージョン
わは竹製の手作り品で、1万6000本を製作しました。

と、会報誌「かまたび」
を創刊する運びとなりました。皆さまご存知の通り、今年度初め、鎌倉市か

・・
“2017ミス鎌倉”各所で全力PR!

花火大会の成功に向け

納涼うちわの絵柄は「山百合」

太 一

協会事務所にご当地ピンズ！
観光業界はインバウンド対策
として空港をはじめ、各所で“ガ
チャガチャ”の設置が相次いで

鎌倉まつりでの『お披露め』を皮切りに、大船まつりや鎌倉

した。お囃子、お神輿による「行列巡行」が若宮大路で行わ

ビーチフェスタ・カーニバルの参加、ケーブルテレビへの出

れたほか、鶴岡八幡宮で「静の舞」
「流鏑馬」など、古都鎌倉

演など日々“初”づくしで大忙し！慣れないことが続きまだま

に息づく伝統行事が披露されました。また、
「 野点席」や伊

だ緊張の連続ですが、
“大好きな鎌倉”を一人でも多くの方に

豆の国市の「子ども創作能」も各所で催され、盛況のうちに

伝えられるよう、
3人力を合わせて活躍の場を広げています。

幕を閉じました。

【協会からご報告】

いざ！手ぶら観光
荷物預かり600円〜

可決されました。当協会としましては、これまで以上に鎌倉の観光振興に注力するた

9:00〜17：00まで
協会事務所にて
平日・土日祝日も承ります！

来所の際にはぜひお試しを！

地域に開かれた交流の場に
〜扇ガ谷1丁目に「鎌倉歴史文化交流館」がオープン〜
古代から近現代に至るまでの鎌倉の歩みを知ることができる「鎌
倉歴史文化交流館」が5月15日、扇ガ谷にオープンしました。館内は、
英国の著名建築家が手掛けた既存建築を活用したとあって洗練さ
れた空間に。正宗工芸の刀剣や鎌倉武士を彷彿とさせる大鎧など、
は「常設のほかに、学校や市民活動などの特別展示も企画して皆さ
んの交流の場としたい」と話し
ています。鎌倉の地形が一望で
きる庭園もお勧めです。

助金につきまして、5月31日に開かれた5月臨時市議会で、当該補助金の補正予算が

住所／鎌倉市扇ガ谷1-5-1
電話／0467-73-8501
開館／10:00-16:00（入館は15:30まで）
休館／日・祝、
年末年始
観覧料／一般300円、小・中学生100円

め、鎌倉市との連携を強固なものとして、組織運営を適正かつ透明性を保って推進
することが重要だと認識しております。今後、組織の在り方、事業の進め方などの改
革を進めてまいる所存です。
皆様におかれましては、
ご理解と引き続きのご支援、
ご協力を切にお願い申し上げます。

舵屋

当地ピンズ」のガチャを設置。

日頃から鎌倉市観光協会の運営にご協力いただき感謝申し上げます。
この度、平成29年度の鎌倉市予算から削除されていました当協会への運営費等補

潮風料理

います。当協会もブームに便乗

鎌倉を象徴する資料が展示されており、見応えも十分。青木豊館長

Baggage Keeping Service

小町

（⁉）し、5月から事務所に「ご
1回 200 円！

「第59回鎌倉まつり」が４月10日から17日まで開催されま

鎌 倉 ぶ らっと
食 べある記

鎌倉駅から徒歩 7 分のアクセス

※市内小中学生・市内在住65歳以上無料

小町通りにお店を構える「潮風料理 舵屋」。
場所柄、昼は観光客が中心ですが、夜は地元
の“舵屋ファン”で賑わいます。自慢の料理は店
内の生簀から揚げられる名物「活イカの姿造
り」。また、旬の魚介類、自家製たたみいわしな
ど、こだわりの逸品も数多く、常時20種以上取
り揃えている地酒との相性も抜群。1年前から
ムスリム対応のメニュー提供も手掛け、SNS等
で知った外国人客も舌鼓を打っています。
住所／小町2-8-6金山ビル２Ｆ 電話／0467-55-9231
営業時間／昼11〜15時／17〜24時＊LO30分前
定休日／火曜
HP／www.kajiya-jp.com

編集後記
今回記念すべき創刊号となりました「かまたび」、いかが
でしたか？この会報誌を通して、私たちが携わる様々な取り
組みや主催行事の案内、報告、観光情報の発信などを掲載
していき、読み応えのある誌面に育てていきたく思います。

