2014 年度日本クルーズ&フェリー学会
総会・講演会のご案内
下記の通り「日本クルーズ&フェリー学会」の 2014 年度総会・講演会を開催いたしますので、ぜひ
またご友人等もお誘いあわせのうえご参加下さい。
日時： 2014 年 11 月 22 日(土) 10:30〜18:00（10 時受付開始）
場所： シーサイドホテル芝弥生 会議室「あかつき」
(東京・浜松町駅より徒歩 7 分・東海汽船乗場からすぐ)
参加費等: 講演会: 会員は無料。非会員は、参加費 3000 円を会場受付にてお支払いください。なお、団
体会員の社員の方は会員としてご参加いただけます。
総会: 議決権は会員のみですが、傍聴いただけます。
「ヴァンティアン」船上懇親会・電気推進船「橘丸」乗船会： 別紙案内をご覧ください。
お申込み: 11 月 12 日までに、申込書をメール、ファックス、郵送にて下記までお送り下さい。
〒599-8531 堺市学園町 1-1 大阪府立大学大学院 工学研究科 海洋システム工学分野
池田研究室気付 日本クルーズ&フェリー学会 事務局 (担当:山之内)
メール:
yamanouchi@marine.osakafu-u.ac.jp
ファックス: 072-254-9914
■ スケジュールの概要
講演会:
10:30〜12:00
昼食休憩: 12:00〜13:00
総会:
13:00〜13:30
講演会:
13:30〜18:00

(昼食休憩中に理事会:12:10〜13:00)

■ スケジュール
10:30

会長挨拶

10:35〜12:00

講演会 Part１ ‐ 客船振興と港 ‐
「海洋観光の振興に向けた取り組みについて」
国土交通省 総合政策局 海洋政策課 課長補佐（総括）
阿部 雄介
「東京港におけるクルーズ客船誘致と舟運活性化について」
東京都港湾局港湾経営部振興課 課長
井上 直
「我が国のクルーズ産業発展に向けて」
一般財団法人 みなと総合研究財団
クルーズグループ統括リーダー 首席研究員 田中 三郎

12:00〜13:00

昼食休憩

13:00〜13:30

総会

12：10〜13：00 理事会

13:30〜15:30
講演会 Part２ ‐ 内航客船 ‐
【内向航路復活のシナリオ】
「大阪湾内深日〜洲本航路の復活のためのフィージビリティ・スタデイ」
大阪府立大学 佐々木 弓恵、井畑 里和
【橘丸セッション】
「東海汽船の歴史」
東海汽船ファンクラブ 関口 昌樹
「新造内航客船「橘丸」について」
三菱重工業株式会社 林 洋一郎、 大和 邦昭
「伊豆諸島航路の活性化に向けて 〜エメラルドグリーンの島々との共存 〜」(仮題)
東海汽船株式会社 船舶部 櫻井 薫

15:30〜16:20

講演会 Part３ ‐ 東アジアのクルーズ＆フェリー振興 ‐
「アジアクルーズ白書を読む」
大阪府立大学 池田 良穂
「大阪大学における船舶工学導入教育の一環としてのフェリー客船見学」
大阪大学 梅田 直哉
東アジアの船旅振興のためのフリーディスカッション

16:20〜16:30

休憩

16:30〜17:30

講演会 Part４ ‐ 日本のクルーズマーケットを読む ‐
日本クルーズ客船株式会社
商船三井客船株式会社
株式会社ミキ・ツーリスト

17:30〜18:00

講演会 Part５ ‐ 船旅の楽しみ ‐
「クルーズとダンスの良い関係」

■ 船上懇親会

「ヴァンティアン」のディナークルーズを利用した懇親会

■ 乗船会

橘丸による三宅島 1 泊クルーズ

講演者：岸本 正則
講演者：山口 直彦
講演者：糸川 雄介

大阪府立大学 堀江 珠喜

19:10〜21:30
22:30〜翌日 19:40

2010 年に設立されました当学会は、今年度で第５回目の講演会を開催する運びとなりました。
つきましては、講演会終了後、会員の皆様の親睦を深め、また多くの方々と交流をはかるため、以下の通り懇
親会を開催いたします。
東京港でのレストラン船、遊覧船は活況を呈しており、東京オリンピックに向けてさらに発展することとなり
ます。今回乗船する東海汽船のレストラン船「ヴァンティアン」は、長年、東京港で活躍しており、その運航の
様子を実際に見ていただくよい機会です。
是非とも皆様のご参加をお待ち申し上げます。
記
日時： 2014 年 11 月 22 日（土） 19：10〜21：30
場所： 「ヴァンティアン」ディナークルーズ（竹芝桟橋〜東京湾クルーズ）
会費： おひとり 6,500 円
（乗船代金およびディナー代金（ビュッフェ形式）含む）

Men

お申込み： 11 月 12 日までに別紙申込書を学会事務局あてお送りください。
参加費は当日懇親会受付にてお支払いください。

新大型客船

による三宅島クルーズ

東海汽船の電気推進の最新鋭客船「橘丸」の乗船見学会を下記の通り開催いたしますので、皆
様ふるってご参加ください。船体のデザインは船キチとして名高い柳原良平先生です。
■スケジュール
2014 年 11 月 22 日(土) 22:00 懇親会終了後、東京竹芝にて橘丸に乗船
22:30 出航
船内泊
11 月 23 日（日）5：00 三宅島到着下船(橘丸は八丈島に向けて出港します)
☆チャーターバスにより島内観光
（ネイチャーガイドによる観光案内）
朝食： ホテル海楽（ビュッフェ形式）
昼食： ふるさと味覚館（特選海鮮丼（7 種類の地魚+小鉢+みそ汁））
13：35 橘丸に乗船・三宅島出航 (入港する「橘丸」の姿を見ていただけます)
19：45 東京竹芝到着 解散
■料金（おひとり様あたり）
キャビン

キャビン詳細

料金

往路 特 2 等寝台／

2 段ベット寝台相部屋／

￥14,780

復路 2 等指定

14〜5 名の相部屋（女性専用エリアあり）

往路復路とも 1 等

8 名定員の相部屋

￥23,650

往路復路とも 特等

2 名定員のベットの個室

￥33,100

＊ 上記乗船代金に食事代金（朝食：2,100 円、昼食：1,500 円がプラスされます）
料金は、当日、ご持参下さい。
■お申し込み
ご参加者全員の氏名、年齢、代表者の連絡先(住所、電話番号)、を記載して、11 月 12 日までにお申し込み下さ
い。
日本クルーズ&フェリー学会事務局
〒599-8531 堺市中区学園町 1-1
大阪府立大学大学院 工学研究科海洋システム工学分野 池田研究室内
Tel. 072-254-9343
Fax. 072-254-9914
Email: yamanouchi@marine.osakafu-u.ac.jp

日本クルーズ&フェリー学会参加申込書
メール、ファックス、郵送にて下記までお送り下さい。
〒599-8531 堺市学園町 1-1 大阪府立大学大学院 工学研究科 海洋システム工学分野
池田研究室気付 日本クルーズ&フェリー学会 事務局 (担当:山之内)
メール:
yamanouchi@marine.osakafu-u.ac.jp
ファックス: 072-254-9914

・ 学会総会・講演会

参加する

参加しない

・ 船上懇親会

参加する

参加しない

・ 橘丸乗船会

参加する

参加しない

氏名:

（

）

（乗船会ご参加者様は年齢も表記下さい）

所属:

連絡用住所:

Tel.

Fax.

Email:

☆ 乗船会ご参加者は以下も表記下さい。
同伴者氏名（年齢）
：

ご希望のキャビン：

（

）

