２０１８年度ボランティアガイドののいち里まち倶楽部
１２月定例会
１２月１８日(火)市役所 101 会議室
出 席 者２２名
報告事項
１．研修
（１）北国街道宿場町研修
方 面：北国上街道（滋賀方面） 鶏足寺、木之本宿、鳥居本宿、米原宿、板取宿
期

日：12 月 2 日（日） ６時３０分発、１８時３０分着

参加者：２６人（会員 18 人、一般 8 人）
・家の作りが大きかった ・駆け足な行程だったが、ゆっくり見たかった
２．主催・協力事業
（１）北国街道にぎわい創出プロジェクト～鏡花の文学と旧家の庭園公開
期日：１１月２３日（金・祝）
■郷土資料館イベント
時

高輪眞知子氏 朗読劇 参加費 ５００円

間 14 時から 15 時

参加者数 ４３人

・何度聞いてもいいお話だった
■水毛生家庭園無料公開と街道まちあるき 入場料 ※里まち倶楽部企画運営
時

間 10 時から 14 時

スタッフ

無料

入場者数

４７人

午前 ５人 桝谷、金井、村井、岡田、三橋、浦
午後 ４人 桝谷、池田、上野、押田

・ひっきりなしに来場者があったので忙しかった ・紅葉と雨粒と朝焼けがきれいだった
・水毛生家の説明もできるようになろうと思った
（２）本年度ガイド養成講座

受講者：男性 8 人、女性 7 人 計１５人

第１回１２月１４日 ２５人受講（新規受講者１４人、会員１１人）
※担当割振り ※前向きなアピールをする
第６回会員体験談３人（池田）
（高田功）
（岩井）
第３回目担当者に岩井、第４回目担当者に直喜を増員
協議事項
１．新年会の開催について

※1 月定例会を兼ねて行います

日時 １月２４日（木）18：30～
会場 情報交流館カメリア 202 研修室（和室）
会費 2,000 円（のこりは会費から）
担当 研修部会 岩井、松本、小堀、谷村

※準備は 17 時 30 分から

12/18 時点で参加予定者は 20 名 （1/17（木）までに出欠を報告）
岩井、上野、浦、大地原、岡田、押田、金井、加納、小林、小松、高田明美・高田功、
舘、谷村、土屋、帆苅、桝谷、松本、三橋、水毛生

２．ガイド派遣 1 件
日 時 １月１６日（水）11 時 20 分から 12 時まで

集 合 喜多家前

内 容 北国街道案内、喜多家住宅、郷土資料館
団体名 明治 150 年特別な旅モニター JTB 金沢支店

人 数 ４人

担当ガイド （三橋）
（帆苅）
喜多家当主が当日は不在の可能性あり、カギを地域振興課で預かっている
３．加州大聖寺藩参勤交代うぉーく 2019 への対応
（１）協賛について

協賛金として２口１万円の協力を行う

（２）バスツアーへの参加 倶楽部対応
４．椿まつり 2019 の対応

※別紙参照 ※内容を確認する

３月１６日（土）１７日（日）

（１）中央公園特別案内所の運営と公園ガイド 椿の説明はせず椿山や椿館等への誘導を行う
時 間 両日とも９時から１６時
内 容 案内チラシの配布、公園内ガイド、椿館への誘導、無料バスへの誘導
ガイド配置 ２交代各３名 延べ１２人 実際の担当は後日決める
午前：８時３０分～１２時３０分（準備含む）

午後：１２時３０分～１６時３０分（片付け含む）

16 日（土）
17 日（日）
※別途、観光物産協会職員 1 名配置
・まち歩きを行うため、両日の午前は４名配置

・ケータリングカーあり

・物販もしてみたい
（２）北国街道ガイドツアーの実施 … まつり実行委員会より要請あり（12/13） 承認
ただし、フォルテ周辺・北国街道ではなく中央公園・太平寺周辺のまち歩きを行う
【事業例】
日 時 16 日、17 日両日各 1 回実施 10 時 30 分～12 時（90 分）
内 容 マップを活用した本町地区の椿めぐり
集 合 フォルテ会場周辺 中央公園周辺
参加費 無料

定員 20 人

ガイド配置 両日各 2 名 延べ４人
周知方法 市広報、市及び観光物産協会 HP、椿まつりチラシ・ポスター
当日会場内アナウンス
募集申込み方法 当日まつり会場へ 事前申込み不要
まつり実行委員会への要請事項
①周知方法の協力 チラシ・ポスターへの掲載、当日会場内アナウンス
②集合場所の確保 会場周辺に指定集合場所の表示
③傷害保険の適用 椿まつり事業対象の保険に組み込み
（３）福祉バスへの里まちガイドの添乗 … まつり実行委員会より要請あり（12/13） 否認
別紙参照

ガイドの配置 両日とも午前、午後に各２人ずつ 延べ８人

５．カミーノプレオープンイベントへの対応 ３月３０日（土）３１日（日）
（１）観光案内所の運営
30 日（土）

31 日（日）

両日２交代２人配置

延べ 8 人 後日決める

午前：１０時００分～１３時３０分（準備含む） 午後：１３時３０分～１７時００分（片付け含む）
午前：１０時００分～１３時００分（準備含む） 午後：１３時００分～１６時００分（片付け含む）

（２）北国街道ツアー 金沢城から野々市宿ウォーキング の企画運営
【事業例】
日 時 ３月３０日（土） ８時３０分カミーノ集合
日 程 ８時４０分 カミーノ発（市福祉バスで移動）
９時１０分 金沢城黒門前着
９時２０分 金沢城黒門前発 旧北国街道ウォーキング約７ｋｍ
１１時２０分 カミーノ着

休憩 ここでいったん解散

１１時４０分 希望者を郷土資料館まで案内
１２時００分 郷土資料館前で解散
参加費 無料
ガイド配置

定 員 ２０人
４人

周知方法 市広報３月号、市及び観光物産協会 HP、カミーノイベントパンフ
チラシ配布
募集申込み方法 事前申込み要、地域振興課へ 締め切りは、３月２２日（金）
課 題
①集合場所の確保 会場周辺に指定集合場所の表示と参加者の駐車場の確保
②傷害保険の適用 プレオープン事業の保険に組み込みできるか
③安全確保とルート確認 担当ガイドで事前歩行の必要性
（３）椿の北国街道野々市宿見て歩きの企画運営
【事業例】
日 時 ３月３０日（土）３１日（日） １３時３０分カミーノ集合
日 程 １３時４０分 カミーノ発 徒歩で本町周辺のツバキを見て歩き
１４時４０分 喜多家住宅で解散
※希望者は別途入館料を支払って喜多家見学
参加費

無料

定 員 ２０人

ガイド配置

各日３人 延べ６人

周知方法 市広報３月号、市及び観光物産協会 HP、カミーノイベントパンフ
チラシ配布
募集申込み方法 当日イベント会場へ、事前申込み不要
課 題
①集合場所の確保 会場周辺に指定集合場所の表示と参加者の駐車場の確保
②傷害保険の適用 プレオープン事業の保険に組み込みできるか

③安全確保とルート確認 担当ガイドで事前歩行の必要性
６．春爛漫！花の野々市探訪
【前回】
①４月１日（日）エアリーフローラ摘み取り体験と椿の富奥めぐり 参加者：一般２４人
②４月８日（日）縄文の里「御経塚」の桜と椿見て歩き

参加者：一般 ２人

【今回】
① ２月１６日（土）午後に実施する予定

※養成講座は午前中に開催

・午後２時開始で検討 ・末松廃寺の見学を含む
②

実施しない

７．野々市市観光物産協会視察研修への派遣
日 時

１月２３日（水） ７時３０分から１８時４５分

研修先

滋賀県近江八幡市、日野町

内 容

別紙参照

参加費

１，０００円（個人負担）

市役所集合

派件人数 ２人程度（直喜）
（松本） 参加希望者が少い場合、岡田・三橋・宮崎・土屋も派遣
別途、観光物産協会の理事 帆苅・上野には案内あり （帆苅会長は出席の予定）
８．スタッフユニフォームの更新について
３月３０日のカミーノプレオープンまでに新ユニフォームを準備する

次回１月定例会・新年会の開催 １月２４日(木) 18：30～ 情報交流館カメリア 202 研修室

