
(2)事業経過

年 月 日 内容 備考
7 釜石大観音50周年記念イベント参加 釜石大観音
13 浄土ヶ浜クリーン作戦 浄土ヶ浜
14 東京宮古同協会 東京
16 鮭稚魚壮行会 津軽石川
17 鮭稚魚壮行会 閉伊川
18 岩手県教育旅行誘致宣伝部会 マリオス
19 浄土ヶ浜をきれいにする会 宮古市役所
21 宮古もてなし隊第1回研修会 浄土ヶ浜
21 VTS現地視察 三陸花ホテルはまぎく
23 テレビ岩手5きげんキャラバン 浄土ヶ浜
24 陸中海岸国立公園宮古集団施設地区運営協議会総会 水産科学館
25 ダイヤモンドプリンセス入港 藤原埠頭
27 浄土ヶ浜まつりスタート 浄土ヶ浜
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29 霊鏡祭 浄土ヶ浜
16 １万人大清掃会 宮古駅前
16 岩手県観光協会全員協議会出席 盛岡メトロポリタン
19 たろう大漁まつり 田老
20 インバウンドセミナー シートピアなあど
21 陸中海岸魚彩王国実行委員会総会 イーストピアみやこ
25 宮古もてなし隊研修会 田老地区
25 IAT主催ゴエティフェスタ参加 滝沢市ビッグルーフ
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26 大仙市商工会議所祭り出展 大仙市ヒカリオ広場
3 福祉ヤクルト車いす贈呈式 浄土ヶ浜
3 FAMツアー打合せ 盛岡県北観光
7 理事会 宮古ホテル沢田屋
8 三陸ジオパークフォーラム参加 岩泉町
8 JR東日本・東北エモーション受入れ対応（8日～9日） 宮古駅
12 宮古・下閉伊観光協会協議会（仮称） 山田町観光協会（とっと）
20 宮蘭フェリー就航1周年イベント出展 室蘭
21 インバウンドおもてなしセミナー イーストピアみやこ
22 宮蘭フェリー1周年記念イベント フェリーターミナル
25 一般社団法人宮古観光文化交流協会通常総会 浄土ヶ浜レストハウス
26 インバウンドおもてなし研修会 イーストピアみやこ
27 南北海道・東北マルシェ旅行商談会 札幌
29 三王・真崎清掃活動 田老
29 山形：菊地ちえ（室蘭航路1周年記念コンサート）来訪 陸中ビル
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30 ポケモン列車運行対応 宮古駅
3 イベント列車打合せ（JR盛岡支社） 駅案内所
4 いわて絆まつりin宮古盛岡キャラバン 盛岡市内
4 パシフィックビーナス入港歓迎対応 藤原埠頭
6 大仙市協和七夕花火大会参加出展 大仙市
6 浄土ヶ浜クリーン作戦参加 浄土ヶ浜
8 盛岡・八幡平広域観光キャラバン参加 東京
11 宮古版DMOマーケティング研究会 シートピアなあど
12 岩手県ボランティア協議会総会参加 奥州市
12 岩手県立水産科学館磯の生物展セレモニー参加 水産科学館
13 いわて絆まつりin宮古 宮古市内
19 北上山地民俗資料館協議会 資料館
20 海水浴場開設、警戒所開設 浄土ヶ浜
21 黒森エコウオーク 黒森神社
26 室蘭市港まつり参加出展 室蘭市
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30 語り部ガイド団体意見交換会参加 シートピアなあど
7 岩手県教育旅行誘致説明会（函館） 函館
8 岩手県教育旅行誘致説明会（札幌） 札幌
9 道の日パレード 宮古市内
9 山田線臨時列車打合せ 宮古
12 宮古夏祭り花火大会警備応援 出崎ふ頭
21 岩手県修学旅行誘致説明会参加（東京） 東京ホテルエドモンド
30 観光庁DMO法人交付式 矢巾町

8

31 大曲の花火大会出展 大仙市
7 黒石こみせ祭り出展のため（7日～8日） 黒石市
7 室蘭スワンフェスタ出展のため 室蘭市
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8 目黒サンマ祭りPR出展のため 目黒
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年 月 日 内容 備考
10 室蘭市ボランティアガイド一行来訪 宮古市
11 宮古サンマ祭りPRキャラバン 盛岡市
14 JTBメディアリテーリングボランティア活動応援 大槌町
14 宮古秋まつり協力 宮古市
18 岩手県観光協会会費説明会出席 盛岡市
21 宮古サンマまつり 宮古市魚市場
22 タイブロガー案内 宮古市内
23 黒森神社「神楽堂」竣工祭 黒森神社
25 台湾旅行会社訪問（25日～28日） 台湾
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30 宮古鮭まつり実行委員会 宮古ホテル沢田屋
5 宮古市産業まつり参加出店 シーアリーナ
8 もてなし検定打合せ 案内所
17 昭文社（マップル）招聘事業（17日～18日） 宮古地域
19 大仙市秋の稔りフェア出展（19日～20日） 大仙市
27 宮古もてなし観光文化検定 イーストピアみやこ
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31 宮古鮭まつり現地打合せ 津軽石
5 交通政策室との打合せ 事務所
8 岩手県庁副知事訪問 岩手県庁
13 日本東北遊楽日「だいすきとうほく」出展参加 台北
15 教育旅行誘致説明会参加 大阪
16 黒石りんご祭り参加出展 黒石市
23 宮古もてなし隊研修 川井、新里地区
24 田老鮭・アワビまつり出展参加 田老
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30 又兵衛祭 津軽石川
2 復興庁意見交換 三陸花ホテルはまぎく
5 クラブツーリズム意見交換会 三陸花ホテルはまぎく
9 三陸国道事務所ヒアリング 事務所
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22 宮古の鮭大漁祈願祭 宮古駅前
1 初日の出遊覧船、浄土ヶ浜駐車場警備 浄土ヶ浜
13 宮古鮭まつり鮭図画コンクール表彰式 イーストピアみやこ
14 JR盛岡支社打合せ（ポケモン列車） 事務所
18 津波遺構「たろう観光ホテル」エレベーター一般公開 田老
25 もてなし隊新春の集い 浄土ヶ浜レストハウス
29 宮古毛ガニまつり出店者会議 シートピアなあど
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30 理事会 宮古ホテル沢田屋
6 宮古毛ガニまつり宿泊キャラバン 盛岡市内
16 宮古もてなし観光文化検定 イーストピアみやこ2
20 宮古毛ガニまつりイベントキャラバン 盛岡市内
2 学ぶ防災作文コンクール審査 宮古ホテル沢田屋
10 宮古鮭まつり実行委員会 宮古ホテル沢田屋
11 宮古版DMOマーケティング研究会 宮古ホテル沢田屋
17 宮古夏祭り協賛会 宮古商工会議所
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19 宮古の四季写真コンテスト審査 レストハウス


