
区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

事業所内で指示 8/1～7 各事業所 ・事業所内の朝礼、点呼時従業員に
周知
・貸切バス車内にてお客様への呼び
かけ

美化清掃活動 ゴミ袋の配布 実施中 貸切バス車内 当社 ゴミ持ち帰りの励行

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

全国安全衛生週間 Ｈ16,7,1～16,7,7 ガーデンパーラー 事業部 10人 食中毒防止に関する注意事項 ０４６６－２４－２７１５　益田
〃 〃 大和サンテオレ 〃 １５人アルバイト含 〃 〃

デポジット 年　　　間 ガーデンパーラー 〃 空き散乱防止による美化運動 〃

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
美化活動 4月 高崎市観音山 高崎医薬工場
空き缶拾いへの参加 5月 九十九里海岸 首都圏地区本部
屋久島清掃活動 5月 屋久島いなか浜 九州地区本部
｢鳥屋野潟｣の湖畔の清掃
活動

5月 新潟市 関信越地区本部

空き缶・空き瓶拾い
に参加

6月 海の中道海岸 九州地区本部

千歳川清掃活動 6月 千歳市 千歳工場
松任海浜公園周辺道
路清掃

6月 松任市 北陸工場

伊吹山清掃活動 7月 彦根市 滋賀工場
海と川のクリーン
アップ活動

8月 金沢市 金沢市環境部 東北地区本部

美化活動 9月 蒲生海岸 仙台工場

　（江ノ島電鉄株式会社） 　

その他

　（（社）食品容器環境美化協会）
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　第４０回観光週間行事等一覧　　　　　　　　　　　　

（越後交通）

広報啓発

 



ビーチクリーンアッ
プ活動 9月

須磨海岸 近畿地区本部

まちの美化市民総行動 9月 京都市 近畿地区本部
クリーンアップ作戦 10月 鬼怒川、小貝川 栃木工場
空き缶等散乱ごみ追
放CP

10月 府中町 中国地区本部

工場周辺の空缶拾い 10月 甘木市 福岡工場
美化清掃活動 仙台市美化活動への

参加
11月 仙台市 東北地区本部

空缶回収参加
11月 取手市 取手市民憲章憲章

推進協議会
取手工場

工場周辺の空缶拾い 11月 名古屋市 名古屋工場
水源の森維持活動 3月 兵庫県 神戸工場
神奈川県の植樹祭に
参加 4月

神奈川県 首都圏地区本部

水源の森づくり植林 4月 滋賀県 滋賀工場
祭・イベント等 水源の森下草刈り 6月 仙台市 仙台工場

水源の森下草刈り ７月 栃木県 栃木工場
長竹地区での下草刈り ７月 神奈川県 横浜工場
水源の森下草刈り 8月 岡山県 岡山工場
寄・水源林の集いに
参加 10月

神奈川県 横浜工場

キャンペーン等 ・広島市ごみゼロクリ
－ンウオ－ク

6月6日 広島市 広島市 １００名 広島市内主要幹線の清掃活動 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱環境
推進室　吉村幸彦 092-
641-9118

・ラブア－スクリ－ン
アップ福岡

6月13日 福岡市 福岡市環境局環境
啓発課、クリ－ン福
岡の会

４００名 福岡市内活動会場の清掃活動

美化清掃活動 ・コカ・コ－ラクリ－ンデ
－

毎月８日 全事業所周辺 コカ・コ－ラウエスト
ジャパングル－プ環
境委員会

４３００名 毎月８日全事業所（９８事業所）の周辺
および公園等公共場所の清掃活動

広報啓発
広報啓発 新聞広告 7月4日 松山市内 90,000名 「松山市市民大清掃」の広告掲載

四国ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱　天
本和明　087-841-9197

ラジオスポット 7月～8月 四国内 ローカル4局
ポイ捨て防止・リサイクルを消費者に
訴求するエコロジースポット

新聞広告 4月～5月 四国内

四国新聞、愛
媛新聞、聖教
新聞、読売新
聞、毎日新聞

環境月間、ごみゼロの日,小さな親切
運動本部

広告掲載 7月 愛媛県内
愛媛経済レ
ポート

環境啓発の広告掲載

コカ・コーラ環境
教育賞の表彰

8月
高知２件、徳島県２
件、香川県３件

奨励賞、主催者賞を受賞



キャンペーン等

キャンペーン等
ポイ捨て防止キャ
ンペーン

8月 高松市内
うちわを作成し、イベント時に消費者
へ配布

「高松市環境美
化条例」の一環
として

美化清掃
活動

四国コカ・コーラグルー
プクリーン活動

５月２５日昼休み
時間に実施

本社周辺（敷地外）
四国コカ・コーラ
ｅＫＯ／ＩＳＯ事務局

１０７名参加
本社周辺の県・市道を中心に清掃活
動

２ヶ月毎実施、
営業所・工場に
も拡大の予定

８８クリーンウォ－ク四
国

8月8日 四国内道路 ８８クリーンウォ－ク
四国実効委員会

当社５０名参加
予定

「”四国の道”をクリーンな道にしましょ
う」をテーマに、四国内の主な場所を
集合場所に約１時間道路等の清掃を

昨年当社４７名
参加、全四国６
０００名参加

広報啓発
コカ･コーラエコロジース
クール

7月30日～31日
石川県（白山少年自然
の家）

40名  
小学生が参加し、自然とふれあい、体と心
で自然の大切さを学ぶ体験学習

北陸コカ・コーラボトリング㈱広
報部　木倉　裕　0766－31－
1663

7月20日～8月20日
福井県、石川県のＦＭ
２局

―  
2県のＦＭラジオを通じて、エコロジース
ポットによる環境美化の啓発活動　20秒
×107本

〃

〃
長野･石川･富山 各県
のＡＭ３局

―  
3県のＡＭラジオを通じて、エコロジース
ポットによる環境美化の啓発活動　20秒
×120本

〃

ラジオ企画「ごみゼロス
ペシャル」

5月28日～30日 富山県のＡＭ局 ―  
「ごみゼロの日」を契機にあらためて美し
い環境を保つことの大切さを県民に訴える
20秒×25本

〃

新聞広告（各紙の環境企
画広告）

5月31日～8月15日 富山・石川・福井 各県 ―  
環境月間、リサイクルエコロジー、水の日
企画、  クリーンザシー企画、アルミ缶リサ
イクルキャンペーン

〃

美化清掃活
動

全社員美化奉仕活動 9月4日 長野･石川･福井・富山 約1,200名  
地域貢献と環境美化意識の高揚を目的に
昭和54年から実施。今年で26回目。

〃

祭・イベント
等

根上町環境フェア 6月13日 石川県根上町 約1,000名

さばえ環境フェア2004 6月19日～20日 福井県鯖江市 約1,500名

信州環境フェア2004 7月17日～18日 長野県長野市 約12,000名

高岡市くらしとりさいくる
フェア

8月7日～8日 富山県高岡市 約2,000名

サマーフェスティバル（環
境コーナー）

8月29日 富山県砺波市 約1,000名

エコフェスティバル in エ
ムウェーブ

9月5日 長野県長野市 約20,000名

金沢リサイクルフェア 10月3日頃 石川県金沢市 約5,000名

 

地球規模にまで影響を及ぼしている環境
問題を再度見つめなおし、循環型社会の
実現に向けて、環境に配慮したライフスタ
イルを確立していくために、より多くの生活
者に環境について考える場を提供した同
フェアの中で、飲料容器などのリサイクル
の仕組みやリサイクルの重要性を来場者
に啓発する。また、当社のリサイクルセン
ターの活動状況やｅＫＯシステムの取り組
みなども紹介する。

〃

ラジオスポット環境キャン
ペーン



とやま環境フェア2004 10月23日～24日 富山県富山市 約5,000名

こどもエコフェスティバルin大
島町

11月7日 富山県射水郡大島町 約1,000名

美化清掃
活動

社員美化活動 7月～8月
コカ・コーラセントラ
ルジャパン㈱中京社
各支店・営業所

中京コカ・コーラボト
リング㈱

250名
従業員による各支店・営業所周辺の
清掃活動

コカ・コーラセントラルジャパ
ン㈱広報環境部　橋本信博
052-723-3170

祭・イベント
等

こどもかんきょう体感
フェア2004 8月25日～26日

三重県鈴鹿山麓リ
サーチパーク

三重県環境森林部
環境活動室

約5,000名
子どもたちに環境負荷低減の技術とのふ
れあいや、市民レベルでの環境保全活動
への参加･体験の場を設ける。

三重県環境森林部環境活
動室

美化清掃活動 教職員海岸美化ボラン
ティア

8月28日 藤沢会場 片瀬東浜
海岸    平塚会場 高
浜台              小田
原会場 酒匂川左岸

神奈川県教育委員
会       (財）かなが
わ海岸美化財団

「環境学習」等の学校教育の充実に役
立てることを目的に教職員の手で海岸
清掃

045-210-8223

広報啓発 深大寺美化キャンペー
ン

5月3日 東京都調布市 －  調布市深大寺周辺にて地元の学生ボ
ランティア及び社員・ＯＢによりゴミ持
ち帰りの呼びかけ

東京コカ・コーラボトリング㈱
広報環境部・秋元英雄
０３－５４４４－８４５７

広報啓発 環境報告書の発行 5月 東京都中心 －  空き容器・自販機・車両などの取り組
みや環境啓発活動を中心に掲載し、
得意先やイベント参加者などに配布

同上

祭・イベン
ト

エコライフフェアＭＩＮＡ
ＴＯ２００４

5月22日 東京都港区 約１，０００名  空き容器リサイクルに関するパネルや
リサイクル再生品の展示、環境報告書
の配布を実施

同上

祭・イベン
ト

八王子市環境フェス
ティバル

6月5日 東京都八王子市 約３，０００名  空き容器リサイクルに関するパネルや
リサイクル再生品の展示、環境報告書
の配布を実施

同上

その他 第2回教職員セミナー 4月18日 東京都多摩市永山 １０名  小中学校教職員を対象に企業が行っ
ている環境の取り組みやゲストティー
チャーの事例を紹介

同上

その他 「総合的な学習の時間」通年 東京都 －  小中学校生を対象に、空き容器リサイ
クルや自販機・セールスカーなどの省
資源化について総合学習に取り入れ
ゲストティーチャーとして支援を行う

同上

祭・イベン
ト

アテネ２００４オリンピッ
クトーチリレー清掃ボラ
ンティア支援活動

6月6日 東京都 約１７０名  ＣＣシステム社員とその家族約３５０名
（内ＴＣＣＢ約１７０名）がトーチリレー走
行区間の沿道にて清掃活動を実施

同上

祭・イベン
ト

青梅上成木森林保全
地域でのボランティア
活動

6月・8月・10月 東京都青梅市 約５０名  東京都環境局とＮＰＯ法人環境学習
研究会との連携により、間伐や山道作
りといったボランティア活動を行い、資
金の提供と社員ボランティアの派遣を

同上

その他 東京都主催「都民の集
い」平成１５年度東京
都環境賞表彰式にお
いて「局長賞」受賞

6月4日 東京都 －  昨年度より継続している青梅上成木
森林保全地域でのボランティア活動が
東京都に評価され、環境局局長賞を
受賞

同上



広報啓発 新聞広告 日本経済新聞・産経
新聞・その他業界紙

－  5/3深大寺美化キャンペーン、6/5東
京都環境賞「局長賞」受賞、6/22コカ・
コーラ環境教育賞受賞

同上

広報啓発 テレビスポット ＴＶ朝日 －  青梅上成木森林保全ボランティアにお
ける東京都とＮＰＯ法人との取り組み
に関して特集取材を受ける

同上

広報啓発 社内報・ホームページ
等コミュニケーション
ツールにて環境啓発活
動を掲載

通年 東京都 －  社内報、ビデオ社内報、ホームページ
にて環境啓発活動を掲載、広く社内外
認知を図る

同上

祭・イベン
ト

自然となかよく！バー
ドハウス
～第34回巣箱コンクー
ル～

10月上旬 東京都 ２００名  都内小中学校の児童・生徒を対象とし
た、手作りの巣箱コンクールを支援
表彰式および応募作品の展覧会を、
付随のプログラムとあわせて、環境意
識普及啓発イベントとして実施

同上

祭・イベン
ト

赤とんぼの街作り運動 11月 東京都港区 ２００名  小中学生親子を対象に自分の住んで
いる街を好きになろう、きれいにしよう
という目的のもと写生大会や環境啓発
プログラムを実施

同上

広報啓発 “大好きな風景”作品
募集

６～７月 北海道 北海道新聞 小、中学生 大好きな風景作品の募集と表彰 松浦　０１１－８８８－２０９１ ７月１５日締め
切り

祭・イベント等 「環境広場さっぽろ２０
０４」に出展

７月３１日～８月２
日

札幌市「アクセスサッ
ポロ」

札幌市環境局 来場予定者数
約２万５千

環境保全活動に関する出展 高橋　０１１－８８８－２１３５

広報啓発
テレビ・ラジオ・新聞・雑
誌等による啓発

年　間 全国 ―

当協会の傘下企業（飲料製造業社）
が、広告・宣伝をする際に統一美化
マークを使用し、あき缶・あきびん・
ペットボトルの散乱防止を啓発。

（社）食品容器美化協会　谷
津　03-5472-4824

ビルボード設置による
ポイ捨て防止の呼びか
け

年　間 中京圏、近畿圏 ―
合計60基のビールボードを設置し、び
ん・かん・ペットボトルの「ポイ捨てはや
めましょう」を呼びかける。

〃

ラジオスポット 8月
ＦＭ東京系列（東京、
大阪、愛知、仙台、
広島、福岡）

―
ラジオスポットによるポイ捨て防止の
呼びかけ。20秒×90本

〃

環境教育の学習ガイド 年　間 全国 ―
「総合的な学習の時間」 のための「ま
ち美化とリサイクル・学習のガイド」な
ど、ガイドブックとホームページから資

〃

まち美化システム「アダ
プト・プログラム」紹介
パンフレット・ビデオの

年　間 全国 ―
まち美化システム「アダプト・プログラ
ム」紹介パンフレット・ビデオを同プグ
ラムに関心を持つ自治体に配布。

〃

ポスターの作成・配布 7月 全国 ―
ポイ捨て防止の啓発ポスターを作成
し、市区町、自動車教習所、高速道路
ｻﾋﾞｰｽｴﾘｱに配布。

〃



環境美化教育実践優良9月20日締切り 全国 ―
全国の「環境教育」ならびに「まち美化
リサイクルの実践」に大きく寄与してい
る小・中学校を表彰する。

〃

環境美化実践優良市民10月22日締切り 全国 ―
環境美化の実践に優れた成果をあげ
た市民団体を表彰する。

〃

祭・イベン
ト

「アダプト・プログラム・
フォーラム」の開催

8月3日 大阪市 ―
大阪府、大阪市の後援をえて、アダプ
ト・プログラムの説明会を開催。

〃

「アダプト・プログラム・シン
ポジウム2004」の開催

11月 東京 ―
アダプト・プログラムに関する基本情
報の提供とノウハウの提案。

〃

その他
全国各地の散乱防止
キャンペーンへのグッ
ズ支援

年間 全国 ―
全国各地の自治体主催のキャンペー
ンに協賛して啓発グッズを支援。

〃

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

広報啓発

観光週間の中で実施 ８月１日～８月７
日

（１）全　　駅
全駅及び車内

運輸部長 ３４２人 （１）観光週間実施中「観光は、光を観
ること観せることから～あなたのまちを
輝かせましょう～」という観光の実施
テーマ入り看板板の掲示（２）適時観
光道徳の高揚及び観光資源の保護の
放送を実施する（３）期間中メッセージ
表示器を活用し、啓蒙文を随時表示

小澤喜久雄　047-389-1139

美化清掃活動

観光週間の中で実施 ８月１日～８月７
日

全　　　駅 ３４２人 （１）運行管理、防火、避難誘導体制の
確立イ　安全運転の確保ロ　防火設備
及び器具の点検と整備　ハ　誘導経
路、避難場所の再確認　ニ　４Ｓ運動
の徹底　ホ　危険品持ち込みの禁止
の徹底　（２）駅・構内の環境整備　イ
コンコース、階段、ホーム、手洗い所
の清掃、整理、整頓　ロ　ゴミ箱（封鎖
中）の点検と整備　ハ　広告、ポスター
類の点検と整備　ニ　放置自転車の整
理・撤去　ホ　駅構内、車内秩序維持

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

キャンペーン等
秋の南国伊豆ろまん街
道誘客宣伝

8月25日 横浜・大宮・東京 南国伊豆観光推進
協議会

１名 秋の誘客宣伝 0558-22-2567伊豆下田バス
内田

（新京成電鉄株式会社） 　

　（（社）　静岡県バス協会）



美化清掃活動
爪木崎海岸清掃 7月4日 爪木崎 須崎区 ２名 海水浴に備えて浜辺・海岸の清掃 0558－22－2567伊豆下田

バス（中野）
祭・イベント等 下田開港１５０周年記 ４／１～９／３０ 下田市内 下田市 黒船祭り・各種記念行事 0558－22－2567伊豆下田

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 参　加　者　数
行　事　内　容

等 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
広報啓発 １．観光週間の趣旨の ７月上旬～ 全旅協本部事務局 　 ①　本会の４７都道府県支部に対して 社団法人全国旅行業協会

　　徹底 　　　　　８月下旬 及び４７都道府県支 　 　　観光週間の実施に関する各支部
部 　 　　さん下会員への周知と、趣旨の徹

　 　　底方を要請する。
　 ②　本会の機関誌である月刊「ＡＮＴ
　 　　Ａ」（平成１６年７月号）に観光週間
　 　　に関する記事を掲載し、本会さん
　 　　下会員へ同週間の趣旨の徹底を
　 　　図る。
　 ③　本会のホームページに観光週間
　 　　に関する告知記事を掲載し、一般
　 　　への周知を図る。

２．旅行者への旅行の ７月上旬～ 全旅協本部事務局 　 　上記①（支部宛協力依頼）及び② 同上
　　安全の確保及び連 　　　　　８月下旬 及び４７都道府県支 　 （月刊「ＡＮＴＡ」）により「旅行の安全
　　続休暇の意義の普 部 　 の確保」及び「連続休暇の意義の普
　　及 　 及」の推進について、さん下会員へ

　 協力を要請するとともに、③（本会ホー
　 ムページ）において、「連続休暇の意
　 義」を一般へ周知する。

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

東北支局
　総務・営業課(担当　武田)
　　022-216-4181
首都圏支社
　営業部(担当　猪飼)
　　03-5958-8143
東海支社
　営業課(担当　畑佐)
　　052-912-1152
関西支社
　営業部(担当　東海林)
　　 06-6266-8421

7/1～8/31 全国の主な山岳

（（社）　全国旅行業協会）　　 　

（（財）日本気象協会） 　

財団法人
日本気象協会

　各地の山岳を対象にした夏山気象
情報を多くの登山者にご利用いただ
き、山岳遭難の防止に役立ちたいと考
えております。当協会の夏山気象情報
は、各地の山小屋等のご協力によっ
て得られた現地の観測データをもとに
局地予報の技術を生かし、当協会の
各支社、支局、支店の気象予報士に
よって行われます。
各地のテレビや新聞等への情報提供
や、携帯電話による情報提供がありま
す。

広報啓発

夏山気象情報の提供



九州支社
　営業課(担当　藤原)
　  092-734-7442

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考

リナワールド　ＪＡＦ会
員優待デー

8月1日 リナワールド リナワールド

会場内でＪＡＦコーナー設置。子供免
許証、魔法のキーホルダー作成。シー
トベルトコンビンサーの体験。
ゴミの持ち帰り及び観光施設美化の
協力お願いによるＪＡＦ作成ゴミ袋配
布。

ＪＡＦ山形支部：古内

道路フェスティバル 8月5日 万代市道南２－２ 国道事務所

シートベルトコンビンサー体験。ドライ
ブ相談。
ゴミの持ち帰り及び観光施設美化の
協力お願いによるＪＡＦ作成ゴミ袋配
布。

ＪＡＦ新潟支部：梨本

ファミリーオートキャン
プ

8月6日～7日 羽鳥湖高原 JAF東京支部

キャンプファイヤー、キッズナイト
ウォーク等。
ゴミの持ち帰り及び観光施設美化の
協力お願いによるＪＡＦ作成ゴミ袋配
布。

ＪＡＦ東京支部：岩崎

サンタプレゼントパーク
ＪＡＦ会員優待デー

8月7日
サンタプレゼント
パーク

ＪＡＦ旭川支部

入場料割引優待。
ゴミの持ち帰り及び観光施設美化の
協力お願いによるＪＡＦ作成ゴミ袋配
布。施設に対し口頭にて趣旨説明。

ＪＡＦ旭川支部：後藤

夏休み親子絵本作り
教室

8月7日 大島町絵本館 ＪＡＦ富山支部
手作り絵本作成。
ゴミの持ち帰り。

ＪＡＦ富山支部：山田

梨狩りとハーブ石鹸づ
くり

8月7日 さんこうえん ＪＡＦ鳥取支部

梨狩りとハーブ石鹸作り。
ゴミの持ち帰り及び観光施設美化の
協力お願いによるＪＡＦ作成ゴミ袋配
布。開催時にゴミ箱設置。

ＪＡＦ鳥取支部：杉岡

区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
その他 ＪＡＴＡ会員へのニュ－

スとして情報発信（送
信数約4,400箇所）

6月28日 内藤　進　03-3592-1244

ＪＡＴＡﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞにて統
一標語の紹介

7月22日～8月7日
まで

（（社）日本自動車連盟）　　  

イ
ベ
ン
ト
等
で
の
美
化
清
掃
活
動

（（社）　日本旅行業協会）　　  



区　　　　分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者 参　加　者　数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名）
備　考

文書による協会員への 16.7.7 協会員各社 　 協会員94社 ・機関誌（紙）への掲載 野川祐次　011-621-4161
協力依頼 発送予定 ・点呼時等における従業員への周知

乗務員からお客様に対して
・観光資源の保護の呼びかけ
・観光地の美化（ゴミのポイ捨て禁止）
の呼びかけ
等効果的な展開への協力依頼

区分 行　　事　　名  　等 期間・期日 場　　　　所 主催者
参加

予定人数 行　事　内　容　等
問い合せ先

（電話番号・担当者氏名） 備　考
ポスター掲示 8/1～8/7 休暇村全村 休暇村全村 観光週間ポスターの掲示。

観光マップ・パンフレット掲示8/1～8/7 休暇村ロビー 休暇村羽黒 休暇村ロビーに展示コーナーを設置する。

浄土ヶ浜周辺パトロール 8/1～8/7 浄土ヶ浜

案内新聞 8/1～8/7 休暇村佐渡 休暇村佐渡

ゴミ持ち帰りキャンペーン8/1～8/7 休暇村南伊豆 店内・店外にポスターを設置。

ゴミの持ち帰りを促す。

周辺観光施設ＰＲ 8/1～8/7 休暇村フロント 休暇村茶臼山高原

ご案内チラシの設置 8/1～8/7 休暇村館内 休暇村能登千里浜 施設パンフレットコーナーに

手作りチラシを設置する。

手作りポスターの作成7/15～8/7 休暇村館内 休暇村竹野海岸

客室新聞に掲載 7/15～8/7 休暇村館内 休暇村竹野海岸

マナーの高揚アップ 8/1～8/7 休暇村園地 休暇村吾妻山

園地巡回 8/1～8/7 園地 休暇村吾妻山

（(社)　北海道バス協会）  

広報啓発

（(財)休暇村協会）　　  

広
　
報
　
・
　
啓
　
発

財団法人休暇村協会
03-3845-8651
休暇村羽黒
0235-62-4270

休暇村陸中宮古
防犯運営協議会

浄土ヶ浜地区をパトロールする。 宮古観光協会
0193-62-3534

受付時にお客様へ配るキャンプ場の案内新
聞で、観光週間の旨を表示し、呼びかけ
る。

休暇村佐渡
0259-78-2095担当:宮本

弓ヶ浜売店
ゆみとぴあ

休暇村南伊豆
0558-62-0535

日々実施している周辺観光案内を、期間中
は「強化週間」と位置づけて観光週間のPR
とともに実施する。

休暇村茶臼山高原
0536-87-2334
担当:天羽・乾
休暇村能登千里浜
0767-22-4121

観光週間の目的などについて手作りのポス
ターを作成し宿泊者や休憩利用者にＰＲす
る。

休暇村竹野海岸
0796-47-1511担当:富永

客室に設置しているテレビ番組新聞に観光
週間についての記事を掲載する。

休暇村竹野海岸
0796-47-1511担当:富永

園地に「植物の採取・昆虫採集等を禁ず
る」という看板を立て、来られる方の、自
然に対するマナーの高揚をはかる。

休暇村吾妻山
0824-85-2331

職員による園地巡回を実施し、花や野草などに代
表される自然の「観光資源の保護」に努める。

休暇村吾妻山
082485 2331



観光週間広報 8/1～8/7 休暇村南阿蘇 休暇村南阿蘇

野の花通信 8/1～8/7 休暇村南阿蘇 休暇村南阿蘇 阿蘇野草園で咲く野の花を

葉書などで紹介する。

ゴミ持ち帰り運動 8/1～8/7 休暇村園地 休暇村吾妻山 100名 園地散策される方や、登山者にゴミ
の持ち帰りにご協力頂く。

自然公園クリーンデー8/1
温泉街･モラップ地
区 休暇村支笏湖

温泉街・モラップ・美笛地区等の清
掃活動を行なう。

自然公園財団
早朝クリーンウォーキング8/1 休暇村岩手網張温泉 20名

自然公園クリーン作戦８月上旬 浄土ヶ浜 休暇村陸中宮古 浄土ヶ浜地区を清掃する。
岩手県北バス

ゴミ持ち帰り運動 8/1～8/７ 休暇村羽黒 休暇村羽黒 お持ち帰り用のゴミ袋を配布し、
ゴミの持ち帰りを呼びかける。

クリーングリーンキャンペーン

8/30 休暇村那須 休暇村那須 那須自然研究路を清掃しながら、
ウォーキングを行なう。

早朝クリーンウォーク8/1～8/7 奥日光湯元温泉 休暇村日光湯元
ＡＭ7時～ 湯ノ湖周辺
(約30分)

海岸クリーン運動 8/1～8/7 休暇村館山 海岸及び園地のゴミ拾いをする。

クリーントレッキング8/2・4・6 休暇村周辺 休暇村乗鞍高原 　　30名

弓ヶ浜清掃活動 8/7 休暇村周辺 休暇村南伊豆 休暇村職員 休暇村職員による周辺のゴミ拾い。

西の浜クリーンアップ活動毎月第3日曜 西の浜

ゴミの持ち帰り運動 8/1～8/7 休暇村フロント 休暇村茶臼山高原 利用者全員
休暇村キャンプ場

クリーンハイキング 8/1～8/7 休暇村フロント 休暇村茶臼山高原

観光地の清掃美化 8/5 休暇村敷地内 休暇村能登千里浜 浜辺を中心にゴミ拾いを行ない、

082485-2331

客室新聞などにて、お客様に観光週間であ
る旨をお知らせする。 休暇村南阿蘇

0967-62-2111
休暇村南阿蘇
0967-62-2111

美
化
清
掃
活
動
及
び
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
等

休暇村吾妻山
0824-85-2331

休暇村支笏湖
0123-25-2201担当:瀧水

休暇村
自然の小径

朝7：00にロビーへ集合。ゴミ拾い
をしながら、約３０分自然の小径を

休暇村岩手網張温泉
019-693-2211 担当:後藤
県北バス
0193-64-6060
休暇村羽黒
0235-62-4270

休暇村那須
0287-76-2467

募集目標
30名×7日間
(計210名)

宿泊者を対象に、朝食前の約30分、
湯ノ湖周辺を歩きながらゴミ拾いを
行なう。行程中、観光週間の主旨を
説明し、美化意識を高めて頂く。

休暇村日光湯元
0288-62-2421担当:遠藤

休暇村前海岸
周辺園地

休暇村館山
0470-29-0211

休暇村から牛留池～善五郎の滝～一
ノ瀬園地へとゴミ拾いをしながらト
レッキングする。
　10：00集合・出発（1時間30分～2

休暇村乗鞍高原
0263-93-2304担当:宮田

休暇村南伊豆
0558-62-0535

環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｻｰｸﾙ亀の子隊

伊良湖の環境保護を目的とした地元
ボランティアサークルで、月例集会
として海の環境を学ぶ会や、西の浜
クリーンアップ活動を実施する。

環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ亀の子隊
 090-9123-7983

コテージとキャンプ場利用を中心に
「観光週間」の趣旨をご理解頂き、

休暇村茶臼山高原
0536-87-2334
担当:天羽･中村

ハイキングをされる方達へ、ゴミ袋
を手渡ししてゴミ拾いを呼びかけ

休暇村茶臼山高原
0536-87-2334
担当:天羽･乾
休暇村能登千里浜
0767 22 4121担当 貞金



早朝6時～ 観光地のゴミ減量化を推進する。
(40分)

宮ヶ浜湖水浴場クリー
ン活動

8/1～8/7 宮ヶ浜湖水浴場 休暇村近江八幡

キャンプ場美化清掃運動 8/1～8/7 キャンプ場 休暇村南淡路 750名

庵蛇浜清掃 8/1 庵蛇浜 休暇村竹野海岸 20名

キャンプ場ゴミ持ち帰り運8/1～8/7 オートキャンプ場 休暇村紀州加太

世界遺産クリーンウォーキ8/1～8/7 那智山 休暇村南紀勝浦
～熊野古道「大門坂」～

大山観光道路一斉清掃運動未定 休暇村大山鏡ヶ成 20名

島内クリーンキャンペーン8/1～8/7 大久野島内 休暇村大久野島

園地・遊歩道清掃 8/6 休暇村園地 休暇村吾妻山 20名

クリーン大作戦 8/1～8/7 休暇村園地 休暇村瀬戸内東予

諏訪の池クリーン作戦8/1 諏訪の池周辺 休暇村雲仙 20名
キャンプ、釣りの利用者に呼びかけ、清掃
活動を実施する。 0957-74-9131　早川

園内清掃 8/1～8/7 休暇村内 休暇村南阿蘇 園地内や駐車場などを清掃する。

野草園美化ウォ－キング 8/1～8/7 野草園 休暇村南阿蘇 野草園を自然観察しながら、

ゴミ拾いをする。
スライド上映 8/1～8/7 休暇村内 支笏湖の四季、植物、野鳥の解説をする。

自然観察会 8/1～8/7 姉ヶ崎 休暇村陸中宮古 休暇村周辺の姉ヶ崎の自然観察会

美
化
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0767-22-4121担当:貞金

お客様の少ない午前中に宮ヶ浜湖水浴場
の安全と美観を保つため、清掃活動を実
施。お客様には、ゴミのお持ち帰りにご協
力頂くよう放送及び看板にてご案内する。
（要予約）

休暇村近江八幡
0748-32-3138担当:斉藤

キャンプ場利用者に対してチェックイン時
に袋を配布。休暇村園地の清掃のお手伝い
をして頂く。

休暇村南淡路
0799-52-0291担当:宮崎

従業員による浜清掃を実施し、利用者が安
心して気持ち良く利用出来るようにする。

休暇村竹野海岸
0796-47-1511担当:富永

キャンプ場宿泊のお客様に観光週間の内容
を説明し、ゴミの減量と持ち帰りにご協力
頂く。

休暇村紀州加太
073-459-0321担当:高塚

7/1に世界遺産登録された「紀伊山地の霊場
と参詣道」。
その中でも、いにしえの雰囲気を色濃く残
す「大門坂」をゴミ袋を持ってクリーン
ウォーキングする。地元客・観光客を問わ
ず、世界遺産を後世に保持する精神を、ま
た世界の宝物であるという意識を養う。
　※　毎朝9:00出発 所要時間　約2時間30
分（雨天中止）

休暇村南紀勝浦
0735-54-0126担当:湯浅

鏡ヶ成～
鬼面台まで

鏡ヶ成から鬼面台までの観光道路をウォー
キング。美化運動や自然観察をしながら地
元の自然の大切さを再度実感して頂く。

休暇村大山鏡ヶ成
0859-75-2300担当:塚田

島内でレンタルサイクルを利用する方にゴ
ミ袋を配布し、島内美化にご協力頂く。

休暇村大久野島
0846-26-0321担当:新谷

従業員総出で、園地遊歩道を中心に、草刈
りやゴミ拾いを実施する。その際、一般の
方々にも参加を呼びかけ参加頂いた方に
は、入浴券と喫茶飲物券を進呈。

休暇村吾妻山
082485-2331

ゴミ拾い及び持ち帰り運動。ゴミ袋を配布
し、ゴミ袋を一杯にされたお客様には入浴
券を進呈。

休暇村瀬戸内東予
0898-48-0311担当:鈴木

休暇村南阿蘇
0967-62-2111
休暇村南阿蘇
0967-62-2111

休暇村支笏湖
サブレンジャー

休暇村支笏湖
0123-25-2201担当:瀧水
休暇村陸中宮古
0193 62 9911



を実施する。

ナイトハイク 8/4 姉ヶ崎 休暇村陸中宮古 日中とは違った夜の自然を体全体で

で感じ取って頂く。

語り部の夜「秋田の昔っこ8/6 乳頭キャンプ場 休暇村田沢湖高原

地元の語り部を招いて町及び県内に伝わる
昔話を披露する。

早朝自然観察会 8/1～8/7 本館玄関前より 休暇村田沢湖高原

(毎朝6：30～)

スライド上映会 8/1～8/7 休憩舎 休暇村田沢湖高原
(毎晩19：30～)

キャンプファイヤー 8/7 乳頭キャンプ場 休暇村田沢湖高原
(雨天中止)

磯の生き物観察 8/1･2･3 若木浜 各回20名

さわやか観察会 8/1～8/7 休暇村周辺 休暇村羽黒 休暇村周辺に生息する動植物や野鳥を観察す

ほたる鑑賞会 8/1～8/7 休暇村周辺 休暇村羽黒 休暇村近くのゲンジホタルの名所にご案内す

星座観察会 8/1～8/7 休暇村周辺 休暇村羽黒 空気の澄んだ羽黒の夜空をご覧頂く。

天体観測会 8/1～8/7 休暇村 休暇村磐梯高原 700名 天体観測を行なう。

ホタル観賞会 8/1～8/7 休暇村 休暇村磐梯高原 350名 ホタルを観賞する。

早朝自然観察会 8/1～8/7 休暇村 休暇村磐梯高原 350名 早朝に自然観察会を実施する。

那須高原朝市
7/20～8/31 那須温泉神社境内 休暇村那須 採れたての野菜や果物、手作りまん

じゅうなどを販売する。
那須観光協会

早朝観察会 未定 休暇村園地 休暇村鹿沢高原 早朝に休暇村園地内で自然観察会を実

サマーウォーク 休暇村園地 休暇村鹿沢高原 休暇村園地で日帰りウォーキングをす

海ほたるの発光鑑賞会8/1～8/7 休暇村館山天球館 休暇村館山

トマトの収穫体験 8/2･4･6 妙高村大洞原 休暇村妙高 各25名程度
（計3回）
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0193-62-9911

休暇村陸中宮古
0193-62-9911

休暇村田沢湖高原
0187-46-2244担当:関口

自然の小径をガイドと一緒に散策しなが
ら、周辺の動植物や地形の様子を見学す
る。（雨天中止） 休暇村田沢湖高原

0187-46-2244担当:関口
「花の山」で知られる秋田駒ヶ岳の自然を
近況も交えてパークボランティアがスライ
ドで紹介する。

休暇村田沢湖高原
0187-46-2244担当:関口

休暇村スタッフによるキャンプファイヤー
を小人数の一般利用者にも楽しんで頂く。
同時にレクリエーションゲームも実施。

休暇村田沢湖高原
0187-46-2244担当:関口

休暇村気仙沼大島
大島体験旅行ｾﾝﾀｰ

潮の引いた磯場で生き物を観察する。
　※　8:00～（約90分）　おひとり700円

休暇村気仙沼大島
0226-28-2626

休暇村羽黒
0235-62-4270
休暇村羽黒
0235-62-4270
休暇村羽黒
0235-62-4270
休暇村磐梯高原
0241-32-2421
休暇村磐梯高原
0241-32-2421
休暇村磐梯高原
0241-32-2421

休暇村那須
0287-76-2619
休暇村鹿沢高原
0279-98-0511

7月下旬
～8月中旬頃

休暇村鹿沢高原
0279-98-0511

館山市の観光資源の一つである「海
ほたる」を宿泊者へ紹介。

休暇村館山
0470-29-0211

地元妙高村大洞原の農家（高橋農園）にご
協力いただき、トマトの収穫体験（もぎた
てを食べる）をする。
当日8：30休暇村発･･マイクロバス･･8：50
～

休暇村妙高
0255-82-3168担当:鈴木



佐渡達人講座 休暇村佐渡

ホタル観賞会 8/1～8/7 田貫湖畔 休暇村富士

０４’茶臼山インサマー 8/1･7 茶臼山高原

ファミリーキャンプ 8/7 休暇村キャンプ場 休暇村茶臼山高原

早朝散歩会 8/2～8/7 休暇村園地 休暇村能登千里浜

8/5 越前松島水族館 休暇村越前三国

野鳥観察会 8/3 休暇村園地 休暇村越前三国

ナイトウォーク 8/6 休暇村園地 休暇村越前三国

琵琶湖サンセットクルージング7/17～8/31 休暇村近江八幡
（毎日1便）

地元特産品の販売 8/1 休暇村ロビー･売店 休暇村吾妻山 200名

帝釈峡地域スタンプラリー4/29～8/31 帝釈峡地域 休暇村帝釈峡

(社)広島県観光連盟
海フェスタふくおか 未定 博多ぴあトピア

　　9：40収穫体験等･･マイクロバス10：00
休暇村着

8/1～3
8/7～13

休暇村佐渡
キャンプセンター

佐渡在住の達人を迎えて、クロダイ釣、佐
渡の民話・昔話、秘境体験、佐渡の文化・
歴史、文弥人形などを講演する。

休暇村佐渡
0259-78-2095担当:宮本

20：00～20：30頃の一番ホタルが多い時間
等をお客様にご案内。展望デッキでライト
を持ちながら、お客様とホタルや周辺の自
然について話す。

休暇村富士
0544-54-5200

休暇村茶臼山高原
茶臼山高原協会

１日はふれあい動物園、７日は炭火
焼きコーナー「山の味処」やカヌー
体験、マウンテンバイクスクールな

休暇村茶臼山高原
0537-78-2345
担当:茶臼山高原ｲﾍﾞﾝﾄ係
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バーベキューやキャンプファイヤー、自然
観察ハイキングなどファミリーを対象とし
た１泊２日のキャンプを実施する。

休暇村茶臼山高原
0536-87-2334
担当:中村･天羽

休暇村国定公園内の自然の小径を散歩しな
がら、植物などを観察し、お客様とのふれ
あいの場を設ける。

休暇村能登千里浜
0767-22-4121担当:貞金

夜の水族館を
    のぞいてみませ
んか？

休暇村の近くにある越前松島水族館のナイ
ター営業にお客様をご案内して、昼間では
味わえない日本海の風景を堪能して頂く。

休暇村越前三国
0776-82-7400担当:正城

休暇村の周辺にいる野鳥を地元のネイ
チャーガイドがご案内する。午前中に実施
予定。

休暇村越前三国
0776-82-7400担当:正城

夜の休暇村の園地を中心にウォーキングし
ながら、三国の風土や歴史について解説す
る。

休暇村越前三国
0776-82-7400担当:正城

琵琶湖
休暇村近江八幡周
辺

休暇村前桟橋から出港し、「伊崎の竿飛
び」で有名な伊崎不動沖、休暇村近江八幡
前の宮ヶ浜沖と、琵琶湖の夕日を満喫頂け
る90分のショートツアー。琵琶湖で唯一人
が生活する神秘の島、沖島にも途中上陸す
る。(要予約)

休暇村近江八幡
0748-32-3138担当:斉藤

地元の観光ＰＲの一環として、地元農家の
協力を得て、野菜や漬物、餅等を販売す
る。また、あわせて地元観光マップを配布
し、地域の再発見に努める。 休暇村吾妻山

0824-85-2331

国定公園帝釈峡とその周辺を巡って頂くス
タンプラリー。スタンプが揃ったら様々な
景品を抽選にてプレゼントする。

帝釈峡観光協会
08477-2-0525

記念式典、シンポジューム、港見学会「日
本丸 「銀河丸 の船舶 般公開 体験航



　 シーサイドももち
海の中道

キャンプファイヤー 8/7
諏訪の池キャンプ
場 休暇村　雲仙 50名 キャンプファイヤーを実施する。

チーズ作り体験 8/1～8/7 休暇村雲仙 休暇村　雲仙 30名

高森湧水トンネル七夕祭り8/31まで 高森湧水トンネル トンネル内に七夕飾りを展示する。

夏祭り 8月予定 町内 勢子による馬追いなどの町内での夏祭

盆踊り 8/7 町内 町内での盆踊り。

プチビアガーデン 8/7 休暇村本館 休暇村指宿

スライド上映会 8/2･5 休暇村本館 休暇村指宿 各30名程度

紀州加太○×クイズ 8/1 休暇村紀州加太 休暇村紀州加太

帝釈そば打ちに挑戦！8/7 休暇村帝釈峡 休暇村帝釈峡

カブトガニ展示 8/1～8/7 館内 休暇村瀬戸内東予

ファミリープラン 8/1～8/7 休暇村園地 休暇村雲仙 80名

手作り石鹸教室 8/4 休暇村　本館 休暇村指宿 30名程度 石鹸作りを通じて、観光地（錦江湾）の美化を
呼びかける。

等
海ﾌｪｽﾀふくおか
　　　実行委員会

本丸」「銀河丸」の船舶一般公開　体験航
海、ステージイベント、マリンスポーツ教
室、自然観察会などを実施する。

福岡市港湾局
092-282-7268担当:冨永

休暇村雲仙
0957-74-9131担当:早川

休暇村付近在住の酪農家の方を迎
え、搾りたての牛乳を使ってチーズ

休暇村雲仙
0957-74-9131担当:早川

休暇村南阿蘇
高森町

高森町商工観光課
0967-62-1111

休暇村南阿蘇
高森町

高森町商工観光課
0967-62-1111

休暇村南阿蘇
高森町

高森町商工観光課
0967-62-1111

館内の照明を落として、ビアパーティー形
式で指宿納涼花火大会を楽しんで頂く。

休暇村指宿
0993-22-3211担当:黒滝

南薩のあまり知られていない観光地の紹介
や休暇村周辺海域の海中写真をスライド鑑
賞する。

休暇村指宿
0993-22-3211担当:黒滝

そ
　
の
　
他

宿泊のお客様を対象に加太の観光にちなん
だクイズを実施し、クイズの内容を通して
深く加太エリアの観光について知って頂
く。

休暇村紀州加太
073-459-0321担当:高塚

希望者をつのり、夜のレクリェーションと
して実施。出来たおそばはお土産としてお
持ち帰り頂く。

休暇村帝釈峡
08477-2-3110

カブトガニの剥製と生態についてのパネル
を展示する。休暇村近くのカブトガニの繁
殖する河原津海岸を身近に感じて頂き、棲
息地の保護の大切さを訴える。

休暇村瀬戸内東予
0898-48-0311担当:鈴木

期間中宿泊者に対し、園地内施設のスワン
ボードやグランドゴルフ、レンタサイクル
等）を無料開放する。 休暇村雲仙

0957-74-9131担当:早川
休暇村指宿
0993-22-3211担当:黒滝


