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人肌恋しい晩秋。「暖まった心は冷めない」とは、ホスピタリー
の本質をついています。観光のトップシーズンを終えても、誘客
活動は続いています。ぐんまフラワーパークでは、華やかに輝く
イルミネーション（１月９日まで）が始まりました。前橋の夜景
とのコラボレーションによって、煩悩から解脱できるかもしれま
せん。寒空の下、心を温めに行ってみませんか。
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敷島公園ばら園で１０月１５日（土）
～１１月６日（日）の期間中「秋のバ
ラフェスタ」が行われました。園内に
は約600種類のバラが、来園された方
をもてなしました。夜のライトアップ
にもたくさんの人が訪れていました。

あかぎの輝き

【コース】新宿駅西口（8：00発）＝関越道＝赤城山 赤城大沼（湖畔散策）＝とんとん広場（本格ウィン
ナーの手作り体験、試食、昼食：名物福豚のしゃぶしゃぶ）＝敷島公園ばら園＝みまつ食品(餃子工場)の見学、
ショッピング、試食）＝新宿駅（19：00着予定）
今春、誘致に成功した、はとバスツアーが催行され、この秋！10日間、終日黄色のバスが市内を走っ
ていました。首都圏から１２台、約４５０名が前橋を訪ねてきました。若いカップルやグループの参加
が多く意外な驚きです。今回、はとバスと市が連携しての初企画！実績は、明日の観光に明るさを予感
させてくれます。
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第２６回日本整形外科学会基礎学術集会
【 日 時 】 2011年10月20日(木)・21日（金）
【 会 場 】ベイシア文化ホール（群馬県民会館）/前橋商工会議所
【参加人数】約1350名
全国から整形外科医をはじめとする関係者の方々が前橋に参集し、最先端の研究成果を報告・討議さ
れました。また、海外からは招待講演者４名が参加され、前橋市国際交流協会ボランィアが同行する
ミニツアーも実施されました。
今年も国際ミーティング・エキス
ポ（ＩＭＥ）に出展します！展
示・商談では前橋市へのコンベン
ション誘致に結べるようにしたい
と思います。

DC期間報告
本年は、７月～９月に群馬デスティネーションキャンペーンに開催された駅からハイキングについて報告します！

「前橋水辺ウォークと七夕まつり」 /７月９日（土）新前橋駅～前橋駅
総参加者数 ５７６名
※新前橋駅での実施では過去最高の参加者数となりました
参加者居住地域
居住地
埼玉県
東京都
群馬県
千葉県
神奈川県
茨城県
人数
178人
118人
７１人
５５人
４９人
２４人
比率
30.9%
20.54%
12.3%
9.5%
8.5%
4.2%
長野県６名、静岡県５名、山梨県４名、青森県１名、エリア外６名、未登録１８名

栃木県
３０人
5.2%

新潟県
１１人
1.9%

「関東平野一望! 赤城山ハイキング」 ８月１日（月）～３１日（水）前橋駅
総参加者数 ４２９名【期間設定ハイキング】
新しい赤城山の楽しみ方についてお客様のご意見をうかがう、モニター体験（バス利用）を実施しました。
特に、「癒しの森へようこそ!in赤城山」のコースは若い女性から多数の応募をいただきました。
モニター体験を実施！

日本の里100選粕川室沢の棚田収穫体験 /７月２４日（日）

定員４０名
料金大人2,000円 小人1,800円（昼食代・体験代）内容前橋駅→粕川室沢の棚田収穫体験（とうもろこし）
昼食→サンデンフォレスト工場見学→前橋駅 参加人数27名(申込み３３名／当選後のキャンセル６名)
主なご意見
・人や自然、動物とのふれあいに気持ちがなごんだ。
・お皿や箸をつくる体験（竹細工）が楽しかった。
・工場見学は勉強になった。いい体験だった。
・とれたてのとうもろこしが甘くておいしかった。（普段はできない体験ができてよかった）など

モニター体験を実施！

癒しの森へようこそ!in赤城山 /９月２３日（金・祝） 定員４０名
料金
内容

大人1,000円(昼食代)
前橋駅→栗太郎の森→赤城少年自然の家（マクロビご飯）
→おとぎの森ハイキング＋森ヨガ→前橋駅
参加人数37名(申込み９４名／当選後のキャンセル８名)

主なご意見
・森の中のヨガは心身がきれいになったような気がして良かった。気持ちよかった。
・個人で来たのでは樹木の名前などもわからないので、このようなガイド付きのイベント（教室）を増やして欲しい。
・高崎駅から定期観光バスがあるとうれしい。
・バスの中のBGMやハイキングの後のスコーン、森ヨガなど、女子っぽくてよかった。
・久しぶりに来たが、来てみるとやはり赤城山はよい。過去の知名度に頼らずがんばって欲しい。今後の発展に期待。など

トータルの県別
申込者数！

県

群馬（内前橋市）

埼玉

栃木

東京

神奈川

千葉

茨城

応募者数

60人（32人）

26人

12人

11人

10人

7人

1人

割合％

47.2 （25.2）

20.5

9.4

8.7

7.9

5.5

0.8
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観光・イベント報告
いこいの里まつり10/14（金）
晴天に恵まれた中「第２４回いこいの里まつり」
が開催され、男女合わせて２７４名の参加者があ
りました。地域別では市内１９２名、県内７７名、
県外５名。二つのコースに分かれ、それぞれ、リ
ンゴ狩りや乗馬を楽しみながら、赤城の自然を満
喫していました。

これからの協会事業のご報告
コンベンションカレンダー
開催日

大会名

規模
（述べ人数）

会場

１１月２５日
～２７日

第53回日本小児血液・がん学会学術集会

ベイシア文化ホール
（群馬県民会館）他

2,000

１月７日～９日

平成２３年度北関東オープン研修大会

群馬県総合スポーツセンター

1,320

１月14日～15日

冬季強化練習会兼関東中学校インドア大会

群馬県総合スポーツセンター

1,800

１月２０日
～２３日

平成２３年度全国高等学校総合体育大会 第６１回全国高等学
校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会

群馬県総合スポーツセンター

1,200

イベントカレンダー
イベント名

日時

開催場所

11月3日（木・祝）
～23日（水・祝）
11月5日（土）
～12月18日（日）

ミニギャラリー千代田、前橋プラザ元気21別館、
広瀬川美術館、臨江閣

第23回前橋ウォーキングジャンボリー

11月23日（水・祝）

集合会場：前橋公園

前橋アートコンペライブ2011 公開審査

12月4日（日）

前橋プラザ元気21

上毛電気鉄道 新春イベント2012

1月3日（火）

大胡電車庫（大胡駅から徒歩１分）

前橋初市まつり

1月9日（月）

国道50号（本町通り）を中心とする中心市街地

美術館プレイベント vol.14 前橋市収蔵美術展
特別企画展「風邪には風～草野心平の前橋時代」

キャンペーン予定

募集あり！

１月サロンドＧ
前橋サロン・ドＧ及び
首都圏マスコミキャラバン

観光誘致ＣＰ

春の前橋観光キャンペーン及び
県内マスコミキャラバン
（当協会主催）

（前橋市・当協会主催）
日 時
場 所

前橋文学館

平成２４年１月２３日（月）
ぐんま総合情報センター
（東京都港区銀座）

募集内容
上記キャンペーンにて広報宣
伝したい情報のある団体は、当協会観光係
までご連絡ください。ただし、情報は来年
４月以降の情報に限らせていただきます。
（すべての情報を広報出来ない場合があり
ます）
募集締切 平成２３年１２月９日まで

日 時
場 所

平成２４年３月
群馬県内のショッピングモールなど

募集内容 上記キャンペーンにて、広報宣伝し
たい情報のあるまたはキャンペーンに参加して
いただける団体は、当協会観光振興係までご連
絡ください。ただし、情報は来年４月以降の情
報に限らせていただきます。（すべての情報を
広報出来ない場合があります）
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ググっとぐんま
観光キャンペーン
（ググっとぐんま観光宣伝推進協議会主催）

期 間

平成２４年７月１日～９月３０日

募集内容 上記キャンペーンにて、広報宣伝
したい取り組みのある団体は、当協会観光振
興係までご連絡ください。ただし、取り組み
の実施期間が本キャンペーン期間内にかかっ
て実施されるものに限ります。
募集締切 平成２３年１２月９日まで
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前橋フィルム・コミッション支援作品
富士見支所西庁舎を
中央省庁の設定で撮
影されました！

ドラマ
：松本清張 特別企画「聞かなかった場所」
監 督
：黒沢 直輔
主な出演者：名取裕子、金田明夫、渡辺いっけい、酒井美紀
ロケ場所 ：前橋市富士見支所西庁舎
制作
：テレビ東京・角川映画

撮影協力企業募集

【放送日】１１月１６日（水）
【放送局】テレビ東京「水曜ミステリー９」枠
毎水曜日２１：００～

・ケータリング（仕出し弁当など）
・車両・輸送 （バス、タクシー、レンタカーなど）
・撮影スタッフ（照明、音響技術など）
・撮影関連
（撮影機材レンタル、放送局、貸しスタジオなど）
・宿泊業
（ホテル、旅館など）
・エキストラ登録
≪連絡先≫
（財）前橋観光コンベンション協会内
前橋フィルム・コミッション事務局
e-mail : info_mfc@maebashi-cvb.com
URL ：http://maebashi-fc.jp/
TEL/027-235-2211 FAX/027-235-2233

≪内容≫
発端は、女性キャリア官僚・浅井恒子が出張中に、夫の英
夫が外出中、心臓麻痺をおこして死んだという連絡から始
まる。少なくとも不幸ではなくむしろ順風満帆であった浅
井恒子が、夫の死から思わぬ不運の波におそわれ、ある意
味被害者となり、その後、不意の惨劇から一転して加害者
になってしまうような運命の狭間に落ちこんでしまう。松
本清張作品の『霧の旗』『喪失の儀礼』のような怨念、復
讐をテーマにした作品である。

賛助会員募集しています
インフォメーション
平成２3年度のホームページ！
バナー広告掲載を募集しています。
≪お申し込み条件≫
当協会の賛助会員（または加入予定）の法人・個人
≪広告掲載 スペース ≫ 前橋観光コンベンション協会ホームページ「前橋まるごとガイド」のトップページ右
≪募集枠数及び掲載料≫ 14枠、１枠あたり月額2,000円（原則お申し込み日から年度末まで）
≪広告掲載期間 ≫
即日～平成24年３月
随時募集
≪詳細≫
当協会ホームページに掲載
http://www.maebashi-cvb.com/
★☆お問い合わせ先★☆♪
トップページのアクセス数は月平均26,000件、赤城山ライブ
（財）前橋観光コンベンション協会 担当：観光振興係
カメラも大好評！「前橋まるごとガイド」は常に前橋市の魅力
TEL：027-235-2211
を発信し続けます。
E-mail： info_kanko@maebashi-cvb.com

レンタルフォトライブラリー申請フォームスタート
これまでお電話やメールにてお問い合わせいただいていた「レンタルフォトライブラ
リー」が、ホームページの申請フォームよりお申し込みできるようになり、より便利にな
りました。これからも「前橋まるごとガイド」ぜひご活用ください！

事務所移転のお知らせ
★事務所が１１月25日に移転いたします★
新住所：〒371-0023 前橋市本町２丁目12-1 前橋プラザ元気21 3Ｆ

発行元：財団法人 前橋観光コンベンション協会事務局
住所〒371-002２ 前橋市千代田町五丁目１番１６号 前橋プラザ元気２１別館１階
TEL 027-235-2211 FAX 027-235-2233
URL http://www.maebashi-cvb.com E-Mail poemcity@po.wind.ne.jp
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