
 ｓｘ          報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位     
「瀬戸内しまのわ２０１４」「瀬戸内しまのわ２０１４」「瀬戸内しまのわ２０１４」「瀬戸内しまのわ２０１４」    

来場者数の状況及び夏来場者数の状況及び夏来場者数の状況及び夏来場者数の状況及び夏のメインイベントのメインイベントのメインイベントのメインイベントについてについてについてについて     
１ イベント来場者数の状況【3/21～６月末の速報値】 

区 分 

来場者 

増加実績 （Ａ－Ｂ） 来場者数 （Ａ） 前年実績 （Ｂ） 備 考 

オープニングイベント 38,000 38,000   

春のメインイベント（12） 259,591 337,591 78,000  

夏のメインイベント（１） 5,700 5,700  あきつ杜氏祭り 

その他のしまのわイベント 517,102 2,125,718 1,608,616  

合 計 820,393820,393820,393820,393    2,507,009 1,686,616 うちうちうちうち広島広島広島広島694,961694,961694,961694,961，，，，愛媛愛媛愛媛愛媛125,432125,432125,432125,432    詳細は別紙を御参照ください。 
２  夏のメインイベント実施概要                      

資資資資    料料料料    提提提提    供供供供    平成 26 年７月 10 日 部署名 瀬戸内しま博覧会 「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会事務局 担 当 山﨑 内 線 ３４５０～３４５６ 直 通 ０８２－５１３－３４５０  
（単位：人） 

日時：8/30(土) 午後≪予定≫ 会場：因島アメニティ公園（しまなみビーチ） 2014 年本屋大賞受賞作「村上海賊の娘」の作者・和田竜さんのトークショー和田竜さんのトークショー和田竜さんのトークショー和田竜さんのトークショーや 広広広広島・島・島・島・愛媛水軍交流イベント愛媛水軍交流イベント愛媛水軍交流イベント愛媛水軍交流イベント，    ブルーインパルス展示飛行ブルーインパルス展示飛行ブルーインパルス展示飛行ブルーインパルス展示飛行※ を実施 
瀬戸内水軍瀬戸内水軍瀬戸内水軍瀬戸内水軍まつりまつりまつりまつり inininin 尾道尾道尾道尾道    

瀬戸内グルメの祭典瀬戸内グルメの祭典瀬戸内グルメの祭典瀬戸内グルメの祭典～音楽とビールで堪能～～音楽とビールで堪能～～音楽とビールで堪能～～音楽とビールで堪能～    日時：7/19(土)～21(月・祝) 12:00～22:00 会場：広島みなと公園 ▷ 瀬戸内・ひろしまグルメや全国のＢ級グルメが登場 ▷ 多彩なアーティストによるライブステージを実施 みなとサマーグルメフェアみなとサマーグルメフェアみなとサマーグルメフェアみなとサマーグルメフェア    期間：7/19(土)～8/31(日) ▷ 広島港周辺の飲食店で，割引や特別メニュー提供 
サマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタ inininin 広島広島広島広島    満天の星かまがりナイトビーチ満天の星かまがりナイトビーチ満天の星かまがりナイトビーチ満天の星かまがりナイトビーチ    日時：7/20(日),8/22(金)～24(日) 15:00～21:30 会場：県民の浜 ▷ 星の専門家による天体ライブ解説を実施 ▷ ４Ｄ宇宙シアターや宇宙食の試食などの催しも 

とびしまとびしまとびしまとびしま海道海道海道海道    

とっておきのとっておきのとっておきのとっておきの星星星星とととと海海海海    

海に体験！船に体験！海に体験！船に体験！海に体験！船に体験！海に体験！船に体験！    日時：8/3(日) 10:30～ 会場：国立広島商船高等専門学校 広島丸体験乗船会，操船シミュレーターなどの体験企画を実施（要事前申込） わんぱく塾わんぱく塾わんぱく塾わんぱく塾    期間：7/28(月)～30(水)，8/3(日)～5(火) 会場：大串海水浴場など 料金：12,000 円（交通費別） 小学校４年生以上を対象に，シーカヤックや磯の観察会など２泊３日の体験合宿 

ぼくたちぼくたちぼくたちぼくたち、、、、わたしたちのわたしたちのわたしたちのわたしたちの    

夏休夏休夏休夏休みみみみ inininin 大崎上島大崎上島大崎上島大崎上島    

※ブルーインパルス展示飛行は午後４時頃から実施予定です。 （天候等により変更・中止することがあります。） 



 

≪参考≫ 愛媛県で実施するメインイベント                                       

再現！鶴姫合戦歴史絵巻再現！鶴姫合戦歴史絵巻再現！鶴姫合戦歴史絵巻再現！鶴姫合戦歴史絵巻    日時：7/20(日) 会場：大三島～大山祇神社～参道～宮浦港 プロのアクション俳優によるショーアップアトラクションで「鶴姫伝 説」を再現，鶴姫合戦歴史絵巻が現代によみがえります。瀬戸内のジャンヌダルク・鶴姫役は，タレントの河北麻友子さん！ 大抽選会などが行われるステージでは，瀬戸内しまのわ２０１４応援隊長の友近さんのトークショーも。 

三島水軍鶴姫三島水軍鶴姫三島水軍鶴姫三島水軍鶴姫まつりまつりまつりまつり    瀬戸内海賊物語瀬戸内海賊物語瀬戸内海賊物語瀬戸内海賊物語    ラジオシンポジウムラジオシンポジウムラジオシンポジウムラジオシンポジウム inininin みやくぼみやくぼみやくぼみやくぼ    日時：7/27(日) 会場：大島  村上水軍博物館 専門家や研究家に加え，「瀬戸内海賊物語」映画関係者を迎え村上水軍シンポジウム実施します。かつて瀬戸内海を支配し，歴史と政治に絶大な力を持った村上水軍の魅力・謎について，様々な角度からみんなで考え語り合います。 中島キャンパーズパラダイス中島キャンパーズパラダイス中島キャンパーズパラダイス中島キャンパーズパラダイス    日時：8/2(土) 会場：松山市・中島  姫ヶ浜ビーチ “島人が教える島を 10 倍楽しむ方法！”から，“アウトドアの達人が教えるキャンプを10倍楽しむ方法”までアウトドア満喫の極意を学ぶイベント しまのわ冒険学校しまのわ冒険学校しまのわ冒険学校しまのわ冒険学校    日時：8/1(金)～3(日) 会場：松山市・中島  姫ヶ浜ビーチほか 料金：29,800 円 小学生対象の２泊３日の臨海学校。神輿づくり，海水浴＆シーカヤック，キャンプファイヤーなど。 

中島中島中島中島キャンパーズパラダイスキャンパーズパラダイスキャンパーズパラダイスキャンパーズパラダイス    

＆＆＆＆しまのわしまのわしまのわしまのわ冒険学校冒険学校冒険学校冒険学校    

水軍水軍水軍水軍レースレースレースレース大会大会大会大会    

日本全国ご当地レトルトカレー博覧会日本全国ご当地レトルトカレー博覧会日本全国ご当地レトルトカレー博覧会日本全国ご当地レトルトカレー博覧会    日時：8/2(土)，3(日) 会場：弓削島  弓削港ひだまり公園周辺 ▷ 日本各地から約 100 種のレトルトカレーが大集結！ ▷ ミニ試食会も実施（8/2(土)のみ） ゆげの商船カレー発表ゆげの商船カレー発表ゆげの商船カレー発表ゆげの商船カレー発表    日時：8/2(土)   会場：同上 弓削商船の学生や地域の方のアイデアを基に，カレ ー総合研究所の井上岳久氏に新しい名物カレーを開発していただき，当日イベント会場で発表 

かみじまふるさとかみじまふるさとかみじまふるさとかみじまふるさと夜市夜市夜市夜市    

日時：8/10(日)  9:30～21:00 会場：戸坂海岸・多々羅キャンプ場（昼の部） 多々羅しまなみ公園（夜の部） 甘崎城跡を目指せ！甘崎城跡を目指せ！甘崎城跡を目指せ！甘崎城跡を目指せ！    海上ウォーク海上ウォーク海上ウォーク海上ウォーク    日時：8/10(日) 15:00～16:00 会場：古城島  甘崎城跡周辺 日本最古の水軍城として古代の築城説が信じら れてきた「甘崎城跡」。大潮の干潮時のみ海が割れ，歩いて渡ることができる神秘的なこの場所を舞台に海上ウォークイベントを開催。 

サマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタ inininin かみうらかみうらかみうらかみうら    

夏・海・歌夏・海・歌夏・海・歌夏・海・歌        トーク＆ライブトーク＆ライブトーク＆ライブトーク＆ライブ    日時：8/13(水) 会場：伯方Ｓ・Ｃパーク伯方ビーチ 夏・海の似合うシンガー杉山清貴が浜辺でライブ。楽しいトークを交えながら，定番曲を披露します。ひめキュンフルーツ缶のライブや各種ダンスなどのステージイベントも開催。 
はかたはかたはかたはかた夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり    



増加実績
（Ａ－Ｂ）

来場者数
（Ａ）

前年実績
（Ｂ）

3/21（金・祝）・22（土）
〔２日間〕

38,000 38,000

3/21（金・祝）～5/11（日）
〔52日間〕

60,700 60,700

3/22（土）・23（日）
〔２日間〕

35,000 70,000 35,000

3/29（土）～5/11（日）
〔44日間〕

5,700 7,700 2,000

3/30（日）
〔１日〕

111 111

4/5（土）・6（日）
〔２日〕

1,000 4,000 3,000

4/19(土)・20(日),29(火・祝)～5/5(月・祝)

〔９日間〕
91,300 91,300

4/19（土）～8/31（日）
〔43日間※／全135日間〕

12,600 12,600

4/27（日）
〔１日〕

80 80

4/29(火・祝)，5/3(土)・4(日)
〔３日間〕 31,000 37,000 6,000

5/9（金）～11（日），16（金）～18（日）

〔６日間〕
19,100 19,100

5/24(土)・25(日)
〔２日間〕

2,000 34,000 32,000

5/31(土)・6/1(日)
〔２日間〕

1,000 1,000

6/14(土)・15(日)
〔２日間〕

5,700 5,700

303,291 381,291 78,000

517,102 2,125,718 1,608,616

820,393 2,507,009 1,686,616

694,961 2,331,577 1,636,616

125,432 175,432 50,000

広島県 計

愛媛県 計

※散歩散走in尾道は，５月末までの途中集計を計上

区  分

オープニングコンサート・ウェルカムステージ
   嚴島神社，宮島桟橋前広場

しまあかり～宮島～
   宮島桟橋前～嚴島神社周辺

第２回広島みなとフェスタ
   広島港周辺

音戸の瀬戸 花まつり
   音戸の瀬戸ほか

ﾁｬｰﾀｰ船de"里島めぐり" ｻｲｸﾘﾝｸﾞin中島・興居島
   松山市 中島，興居島

いわぎ桜まつり～しまのわカラオケグランプリ～
   上島町 岩城島

しまのわ“まるごと”しまフェスタin三津浜・道後
   松山市 三津浜，道後

バラ祭りよしうみ～恋愛指数UP！島de婚トレ～
   今治市 大島

あきつ杜氏祭り
   東広島市安芸津町

瀬戸内しまのわ２０１４ 来場者数の状況
【開幕～６月末／速報】

合  計

オープニング・メインイベント 計

ﾁｬｰﾀｰ船で行く！レッツ三海道 贅沢ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
   瀬戸内しまなみ海道 上島ゆめしま海道 安芸灘とびしま海道

散歩散走in尾道
   尾道市

竜宮マーケットin内海町
   福山市内海町

鞆の津 町並み 花めぐり
   鞆の浦

江田島 SEA TO SUMMIT2014
   江田島市

開幕～６月末の来場者数（速報）

 

その他のしまのわイベント

（単位：人） 

別紙 

◆ロハスフェスタ （5/31,6/1 旧広島市民球場）  31,220人 

◆ゆかたまつり （6/7 竹原市忠海町）  2,000人 

◆ＴＯＹＯＨＡＭＡ Ｓｏｕｌ  Ｆａｍｉｌｉａｒ 2014 （6/8 呉市豊浜町）  500人 

◆じゃがいも掘り体験 （6/14,15 東広島市安芸津町）  120人 

◆タコ釣り大会 （6/21 三原市）  69人 

広
島
県 

  

◆宗方櫂伝馬・十七夜祭 （6/1今治市・大三島）  600人 

◆しまなみ歌舞伎 （6/7,8 大山祇神社） 7,058人 

◆能島上陸＆潮流クルーズ （6/28 今治市・能島） 27人 

愛
媛
県 

など 

など 
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