仙台の観光・物産事業、コンベンション誘致支援、国際化事業の開催などによる
多文化共生の推進をとおし、地域の振興を図っています。

新年のご挨拶

公益財団法人仙台観光国際協会 会 長

鎌 田

宏

平成30年の年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。
賛助会員の皆様をはじめ、関係団体及び市民の皆様方には、日頃よりご支援ご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
さて、東日本大震災からの復興の進捗に伴い、東北を訪れる外国人観光客も震災前の水準を超えて
増加してきており、当協会が果たすべき役割も、一層大きくなっております。多くの国際姉妹・友好
都市との交流の節目の年を迎えた昨年は、フランス・レンヌ市との姉妹都市提携50周年記念事業の他、
様々な国際交流事業への支援を実施いたしました。また、台湾への観光プロモーションも積極的に実施
することで、仙台・宮城への誘客促進を図りました。一方、コンベンション分野においても、「第17
回世界地震工学会議（17WCEE）」の2020年仙台開催が決定し、３年がかりでの誘致活動が実を結ぶ
など、多くの成果を残すことができました。
この2018年、当協会といたしまして、観光、コンベンション、国際化の各事業部門の連携を強化し
ながら、２年後のオリンピック・パラリンピックイヤーに向けて、さらに邁進してまいる所存でござい
ます。今後とも当協会に対しまして、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

国内外でセールスを実施しました
11月26日～28日にスペインのバルセロナ
で開催されました展示会「ibtm2017」に初
めて出展し、仙台のPRを行いました。

平成29年度 ＭＩＣＥレベルアップセミナー開催のご案内
今年度の第２回・第３回セミナーを次のとおり開催いたします。
【第２回】 平成30年１月31日（水）
東北大学宮澤陽夫教授を講師にお迎えし、「国際会議誘致と開催

また、国内でも12月11日に東京で開催さ

の成功事例－仙台に欠けているものは何か－」をテーマにご講演い

れました「東北地区MICE誘致懇談

ただきます。

会」への参加後、翌12日には、賛

【第３回】 平成30年３月７日（水）・８日（木）

助会員の皆様と一緒に「コンベン

昨年好評をいただきましたワークショップ形式での第２弾で、今

ション誘致キャラバン」を実施し、

回はエクスカーションも予定しております。

首都圏のコンベンション主催者の方

詳細は、ホームページに掲載しておりますので、皆様のご参加を

などへのセールスを行いました。

お待ちしております。

台湾プロモーションを実施しました

タイ インセンティブツアー関係者招請事業の実施

11月15日～24日の日程で、台南市での国際旅行博覧会への出

インセンティブツアー等の促進に関する相互連携・協力協定を

展、商談会参加と観光セミナー開催、台北市での旅行会社セールス

締結している“タイ国旅行業協会”の協力を得て、タイ インセン

を実施しました。今回は通常の観光PRに加え、台湾出身の有力ブ

ティブツアー関係者招請事業を11月９日～13日に実施しました。

ロガーによる西部地区体験コン

タイ旅行エージェント20名が、仙台及び周辺の観光・体験等のツ

テンツの体験発表や日台交流イ

アー素材を視察し、また

ベント「リトル台湾in仙台」の

地元観光関連事業者16

実施報告、仙台国際ハーフマラ

社との商談会も開催しま

ソン、インセンティブ支援メ

した。仙台・東北への旅

ニューの紹介など新しい情報提

行商品造成の意欲をさら

供を行いました。引続き誘客推
進に努めてまいります。
コンベンション事業部

問合せ先

台南国際旅行博覧会
（来場者数：129,392名）

℡.022-268-9603

に高め、インバウンドの
拡大に努めてまいります。

訪日外国人観光客受入セミナー
～接客英会話編～ を開催します

「宮城・仙台」教育旅行・体験学習説明会を開催しました
平成29年12月６日～８日まで札幌市、函館市において、当協会主催

平成30年１月25日に

にて、現地の中学校や旅行会社を対象に、「宮城・仙台」教育旅行・体

ハーネル仙台にて「訪日外

験学習説明会を開催しました。

国人観光 客 受 入 セ ミ ナ ー

北海道新幹線の開業や、震災学習に対する取組みなど、教育旅行の目

～接客英会話編～」を開催

的地として仙台・宮城への関心が高まっている中、宮城県や周辺自治

します。増加する訪日外国
人観光客に対する受入環境

体、教育旅行の受入に積極的な施設と連携し、当地への訪問をPRして

平成29年度訪日外国人観光客受入セミナー
～接客中国語会話編～の様子

きました。２会場合わせて11校・12社の教育旅行担当者に参加いただ

整備とおもてなし機運の醸成を目的とし、物販、宿泊、飲食業

き、個別相談会では、宮城・仙台の受け入れ環境や学習プログラム等に

務等に従事している方を対象としたセミナーとなります。昨年

ついて活発な情報交換が

秋に開催した中国語会話編に続き、今回は英会話編ということ

行われました。

で、東北のインバウンドを取り巻く現状や取組事例に関する講

今後も引き続き、仙台

演、現場で役立つ簡単な英語での接客練習、そして、仙台在住

への教育旅行の誘致を目

の留学生とのロールプレイングなど盛りだくさんの内容になっ

指し官民一体となって取

ています。本セミナーが外国人観光客への対応力向上に役立つ

り組んでいきます。

ことを期待しています。
観光事業推進課

問合せ先

平成29年度教育旅行・体験学習説明会の様子

℡.022-268-9568

「サイクルツーリズムによる地域活性化」に
取り組んでいます

「仙台西部地区観光展～森と水のゾーン・ウエスト仙台～」開催
「仙台西部地区観光展～森と水のゾー

仙台市と当協会は、新たな観光需要創出を図るため、仙台西

ン・ウエスト仙台～」をJR仙台駅２階で

部地区の豊かな自然環境等の地域資源を活用し、個人旅行客向

開催しました。今回は、仙台西部地区（秋

けの体験をテーマとした観光資源の開発を行っています。

保 作並 定義 泉西部）のサイクルツーリ

昨年の９月からは、「サイクルツーリズム（自転車観光）」

ズムによる体験型観光をメインスクリーン

に取組んでおり、仙台西部地区でサイクリングを楽しみながら

で放映すると共に、ポスターにより「温

「豊かな自然」や「温泉」、そして「歴史と祈り」「地場産

泉」や「歴史と祈り」「自然」などを感じ

品」等、地域の魅力に触れられる機会を提供しています。これ

て頂き、温泉の若女将や関係観光協会・団

らの事業推進にあたっては、国内外から仙台西部地区にサイク

体の方が直接会場で、お客様に同地区の魅力を紹介しました。
また、同地区を代表するお酒やウイスキー・ワインの紹介・販売も行

リストが集まり、交流が
出来る環境を整備してい

い、大好評でした。

く必要があることから、

【来場者数】 11,000人

今後も行政・地域団体・

【場

所】 JR仙台駅２階コンコース南側

事業者等と連携して取り

【主

催】 仙台西部地区観光展実行委員会

【共

催】 公益財団法人仙台観光国際協会

組んでまいります。
西部観光振興課

問合せ先

【実施日】 平成29年10月28・29日

【後

援】 仙台市

℡.022-268-9568

宮城ロケ実施！！
映画「祈りの幕が下りる時」１月27日全国公開

「相談デスク」をご利用ください

外国につながる子どもサポートせんだい

相談デスク

022-268-6260

（仙台観光国際協会内 平日 午前 9 時－午後 5 時半）

仙台でも、外国籍の子どもや、国籍は日本で

平成29年７月にせんだい・宮城FCで支援を行った映画作品「祈り

も外国にルーツを持つ子どもが増えています。

の幕が下りる時」がいよいよ公開されます。「新参者」シリーズがつ

「外国につながる子どもサポートせんだい相

日本語の勉強を
どのように教えたら
いいかわからない…

日本語が話せない
外国出身の子どもが
入学予定…

外国にルーツを持つ保護者を
どのようにサポートしたら
よいだろうか…

そんな時は
ご相談ください

相談デスクでは

外国につながる子ども と その保護者、
子どもたちを受け入れる学校、
現場の先生たち を サポートします。
役立つ
サポート情報をご紹介
◆サポート制度のご紹介

経験豊富な
コーディネーターを派遣

ボランティア通訳の
紹介・手配
◆入学手続き時の
付き添い時に

◆入学手続き時の
親子、学校をサポート

いに完結。主人公である加賀恭一郎は、なぜ「新参者」になったのか。

談デスク」を開設し、外国から仙台市に来たお

ある日、明治座に幼馴染みの演出家を訪ねた女性が遺体で発見された。

子さんの転入学手続きや、その後の学習をサ

捜査を担当する松宮は近くで発見された焼死体との関連を疑い、その

ポートしています。具体的には、経験豊富なコーディネーターを

遺品に日本橋を囲む12の橋の名が書き込まれて

学校に派遣し、日本語を話せない子どもへの指導方法や教材のア

いることに加賀は激しく動揺する。それは失踪し

ドバイス、家庭との連絡や面談の通訳、出身国の教育制度や文化

た彼の母に繋がっていた……。吉川英治文学賞を

に関する情報提供などを行っています。

受賞した東野圭吾原作小説の映画化。宮城県内で

◆子ども向けの
日本語学習教材のご紹介
◆子どもの学習を支援する
ボランティア団体のご紹介

◆子どもや保護者との

◆日本語が話せない

面談時に

子どもへの指導方法
注意点などをアドバイス

◆緊急時の保護者への連絡
※通訳者の手配には
時間がかかる場合があります。

外国につながる子どもサポートせんだい

相談デスク

SenTIA 事務所 022-268-6260
仙台国際センター交流コーナー 022-265-2471
メール kokusaika@sentia-sendai.jp
運営：
（公財）仙台観光国際協会 国際化事業部

協力：仙台市教育委員会

日本の小中学校への転入を希望する外国人家族や、学校の先生

は塩釜水産物仲卸市場や石巻市日和山公園、仙台

にご紹介ください。

市内の住宅街などで撮影が行われました。是非ご
©2018 映画「祈りの幕が下りる時」製作委員会
【出演】 阿部寛・松嶋菜々子ほか
【監督】 福澤克雄（「半沢直樹」「私は貝になりたい」） 【配給】 東宝

【お問合せ】 外国につながる子どもサポートせんだい相談デスク
SenTIA事務所 022-268-6260
または 仙台国際センター交流コーナー 022-265-2471
e-mail：kokusaika@sentia-sendai.jp

せんだい・宮城フィルムコミッション

国際化事業部

覧ください！
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℡.022-393-8416

問合せ先

℡.022-268-6260
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