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第４章 参考資料                                           
 

１ 美ら海づくりツアーの活動ポイント 
 

① サンゴの保全活動（シロレイシガイダマシ駆除）：ブツブツサンゴ 

② サンゴの保全活動（ホワイトシンドローム病変部削除）：ニシバマビーチ 

③ ビーチクリーン活動：前浜ビーチ 

④ ビーチクリーン活動：古座間味ビーチ 

⑤ ビーチクリーン活動：阿佐ユヒナ 

⑥ シーカヤック＆ヨット体験：阿真ビーチ 
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２ ふれあいの森づくりツアーの活動ポイント 
 

① 阿嘉島シークァーサー植樹：天城展望台駐車場奥 

② 座間味島シークヮーサー植樹：中岳の手前道路沿い 

③ 座間味島シークヮーサー植樹：阿真旧道近く道路沿い 
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３ 広報に関する記録 
 

① 広報チラシ 

・ 制作者：田中 啓介（特定非営利活動法人ホールアース研究所） 

・ 制作ソフト：Illustrator CS（Adobe） 

 

  

表面                         裏面 

 

 

 

② インターネット用バナー 

・ 制作者：田中 英理子（座間味村総務課） 
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・ 掲載例 

 
座間味村ホームページ 

 
 

 
沖縄観光コンベンションビューローホームページ 
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・ 沖縄観光コンベンションビューローホームページにおけるバナー広告のクリック解析 

   

 

バナー掲載期間：2006年（平成18年）12月28日～2007年（平成19年）3月7日 

 
2006年12月

 28   29   30   31 

表示回数  2596   2477   2291   2259 

クリック回数  15   15   10   16 

2007年1月

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

表示回数  2918   2721   2974   4139   4179   3451   3558   3979   4518   4897 

クリック回数  16   10   12   22   14   18   8   17   16   12 

 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 

表示回数  4899   4824   3449   3781   5767   5681   6184   6072   5527   3637   3977 

クリック回数  17   19   13   10   21   16   15   9   20   11   13 

 22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 

表示回数  5774   6431   6024   6148   5550   4114   4671   6064   5729   5377 

クリック回数  16   29   14   10   18   15   19   16   14   15 

2007年2月

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

表示回数  6393   5369   3962   4129   5949   5899   5596   5777   5628 

クリック回数  20   16   7   12   11   15   15   26   10 

 10   11   12   13   14   15   16   17   18 

表示回数  3865   3752   4346   5269   5297   5462   4848   3736   4324 

クリック回数  14   10   10   19   16   20   15   11   6 

 19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 

表示回数  5451   5552   5319   5312   4636   3478   3667   5135   5163   4731 

クリック回数  15   16   13   15   11   10   12   11   7   20 

2007年3月

 1   2   3   4   5   6   7 

表示回数  4997   4816   3639   4236   5363   5146   4665 

クリック回数  15   12   9   17   14   22   10   
 

 

 
（情報提供：財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 観光・コンベンション推進部） 
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③ 広報先リスト 

 

・プレスリリース配信 

 

・琉球新報 ・琉球放送 ・エフエム沖縄

・沖縄タイムス社 ・沖縄テレビ ・エフエム那覇

・週刊レキオ社 ・ラジオ沖縄 ・沖縄県ボランティア・市民活動センター

・NHK沖縄放送局 ・RBCiラジオ ・那覇市NPO活動支援センター

・琉球朝日放送

・岳南朝日新聞社 ・朝日新聞社マリオン編集部 ・クレヨンハウス

・岳陽新聞社 ・静岡県国際交流協会 ・しずおかオンライン

・朝日新聞社沼津支局 ・日本レクリエーション協会REC編集部 ・山と渓谷社アウトドア部

・東京中日新聞社富士通信局 ・日本農業新聞社 ・セサミ

・東京中日新聞社静岡総局 ・静岡県教育委員会 ・テレビ山梨

・読売新聞社シティライフ編集部 ・富士宮市教育委員会生涯学習課 ・Bay FMフリントストーン

・ふじさんネットワーク ・小学館ビーパル編集部 ・FM浜松

・富士市国際交流ラウンジ ・ニノランド ・富士宮市教育委員会

・静岡新聞浜松総局 ・アウトドア出版部 ・日本農産漁村活性化機構

・富士宮市国際交流協会 ・ソトコト ・富士宮市観光協会

・静岡新聞社富士宮支局 ・山と渓谷社 ・K-MIX

・静岡新聞社本社 ・日経kids+

【沖縄県内】

【沖縄県外】

 
 

・メールマガジン配信 

 

  

・日本環境教育フォーラム ・京都ユースホステル ・ボランチュネット

・自然体験活動推進協議会 ・NPO法人Oceanic Wildlife Society ・ホールアース自然学校

・白川郷自然學校 ・キープ協会  
 
・チラシ設置 

 

・離島フェア ・冒険王株式会社 ・JICA沖縄国際センター

・Café＆LivingBarうちゆくい ・がじゅまるガーデン ・那覇市教育委員会

・いしぐふーやんばる店 ・NEOS ・沖縄県ボランティア市民活動センター

・オリオンビール株式会社 ・カフェOneorEight ・那覇市NPO活動支援センター

・沖縄大学 ・沖縄キリスト教学院大学 ・名桜大学

・那覇市内小学校 ・那覇市内公民館 ・とまりん

・内閣府沖縄総合事務局 ・フェリー座間味 ・クイーン座間味

・阿嘉港ターミナル ・座間味港ターミナル

・立教大学大学院
　異文化コミュニケーション学科

・パタゴニア名古屋店 ・モンベルクラブ本社ショールーム店

・早稲田大学特別公開講座シリーズ
　地球体験から学ぶ異文化理解

・パタゴニア大阪店 ・モンベルクラブGARE店　

・立教大学社会学部観光学科 ・パタゴニア神戸店 ・モンベルクラブ箕面店

・環境パートナーシッププラザ ・パタゴニアアウトレット江坂店 ・モンベルクラブブロッサム店

・シャプラニール＝市民による
　海外協力の会

・モンベルクラブお台場店 ・モンベルクラブ大阪八尾店

・ふるさと暮らし情報センター ・モンベルクラブ渋谷店 ・モンベルクラブ神戸三宮店

・関西空港株式会社 ・モンベルクラブグランベリーモール店 ・モンベルクラブ六甲店

・沖縄料理屋『リトル沖縄』 ・モンベルクラブ南大沢店 ・モンベルクラブマリンピア神戸店

・パタゴニア東京渋谷店／OCEAN店 ・モンベルクラブ横浜ベイサイド店 ・モンベルクラブ神戸北店

・パタゴニア東京目白店 ・モンベルクラブ横浜みなとみらい店 ・モンベルクラブ姫路フォーラス店

・パタゴニア東京神田店 ・モンベルクラブ名古屋店 ・モンベルクラブマリノアシティ福岡店

・パタゴニア横浜関内店 ・モンベルクラブナゴヤドーム前店 ・ICIスポーツ登山本店

・パタゴニア鎌倉店 ・モンベルクラブ天王寺MIO店 ・ホールアース自然学校

【沖縄県外】

【沖縄県内】
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・ホームページ掲載（バナー広告を含む） 

 

  

・座間味村ホームページ ・RIK ・自然体験com

・沖縄コンベンションビューロー ・週刊沖縄情報おきなう ・がじゅまる自然学校

・うみまーる ・mixi ・ホールアース自然学校

・沖縄スタイルオンライン ・greenz.ip  
 

・テレビ／ラジオ番組出演 

 

  

・NHK沖縄放送局『おもろてれぐすく』 ・RBCiラジオ『シャキットi』

・RBCiラジオ『ラジオカー』 ・78タイフーンfm『ヒトワク』  
 

・広告および紹介記事掲載誌 
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・関連記事掲載ページ 

 
 

『沖縄スタイル No.17』の「島歩人の離島巡り」コーナーの中で、美ら海づくり・ふれあいの森づくりツアー 

の広告と併せて、慶良間海域保全会議によるサンゴの保全活動についての紹介記事を掲載していただいた。 

 

 
『週刊トラベルジャーナル2007年4月2日号』の「現地取材レポート」コーナーの中で、 

座間味「ツーリズム・フォーラム」（ふれあいの森づくりツアーと同時開催）が紹介された。 
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４ 事務手続きに関する記録 
 

① 弁当昼食 

   ・弁当委託先：まるみ屋 

 

  ② 利用民宿 

      

●阿嘉島 

・ペンションくば 

・民宿川道 

・民宿すまいる 

・ペンションゲルマ（慶留間島） 

●座間味島 

・海の宿みなみ 

・ダイブイン浜 

・パティオハウスリーフ 

・ペンション高月 

・ペンション星砂 

 

・民宿船頭殿 

・民宿浜田 

・めんそーれ座間味 

・宿ナトゥーラ 

・レストハウスあさぎ 

   

③ 傷害保険 

・加入保険  ：レクリエーション総合補償プラン（株式会社損害保険ジャパン） 

・保険契約者 ：座間味村  

・保険金額  ：死亡・後遺障害保険金額 ￥5,000,000 

入院保険金日額     ￥  5,000 

通院保険金日額     ￥  2,500 

 

  ④ 参加者申込書 

 

 
 

 

⑤ ツアー終了後 

・陶芸作品（ふれあいの森づくりツアー）：4月初旬までに焼き上げ、各参加者へ発送。 

・座間味の思い出：全ツアーの写真や動画（1013枚）をCDに焼き、4月中旬までに全参加者へ発送。


