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「「「「「「「「第第第第第第第第 22222222 回回回回回回回回むむむむむむむむささささささささしししししししし南南南南南南南南風風風風風風風風杯杯杯杯杯杯杯杯ヨヨヨヨヨヨヨヨッッッッッッッットトトトトトトトレレレレレレレレーーーーーーーースススススススス」」」」」」」」        ののののののののおおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ        
 

    レース公示レース公示レース公示レース公示     

    

大大大大    会会会会    名名名名    称称称称        ：：：：        大分・国東大分・国東大分・国東大分・国東半島半島半島半島セーリングフェスティバルセーリングフェスティバルセーリングフェスティバルセーリングフェスティバル 2011201120112011    「第「第「第「第 2222 回むさし回むさし回むさし回むさし南風杯南風杯南風杯南風杯ヨットレースヨットレースヨットレースヨットレース」」」」    

主主主主                        催催催催        ：：：：        第２回むさし南風杯ヨットレース第２回むさし南風杯ヨットレース第２回むさし南風杯ヨットレース第２回むさし南風杯ヨットレース実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

共共共共                        催催催催        ：：：：        マリンピアむさし、マリンピアむさし、マリンピアむさし、マリンピアむさし、    大分県大分県大分県大分県セーリング連盟セーリング連盟セーリング連盟セーリング連盟    

運運運運    営営営営    協協協協    力力力力        ：：：：        瀬戸内アンカレッジネットワーク瀬戸内アンカレッジネットワーク瀬戸内アンカレッジネットワーク瀬戸内アンカレッジネットワーク    他他他他    

後後後後                        援援援援        ：：：：        国東市国東市国東市国東市・姫島村・姫島村・姫島村・姫島村他他他他    関連団体関連団体関連団体関連団体    

協協協協                        賛賛賛賛        ：：：：        各関連企業多数（予定）各関連企業多数（予定）各関連企業多数（予定）各関連企業多数（予定）    

        

1.1.1.1.    日日日日     程程程程    

    2011201120112011 年年年年 6666 月月月月 4444 日（土）日（土）日（土）日（土）    

16161616：：：：00000000        ～～～～                        出艇受付（出艇受付（出艇受付（出艇受付（姫島村フェリー乗り場前広場姫島村フェリー乗り場前広場姫島村フェリー乗り場前広場姫島村フェリー乗り場前広場））））    

17171717：：：：00000000        ～～～～                        艇長会議艇長会議艇長会議艇長会議    

18181818：：：：00000000        ～～～～                        レセプション（レセプション（レセプション（レセプション（姫島村姫島村姫島村姫島村海水浴場海水浴場海水浴場海水浴場））））    

    2011201120112011 年年年年 6666 月月月月 5555 日（日）日（日）日（日）日（日）    

7777：：：：45454545        ～～～～                        出走申告受付・ブリーフィング（マリーナ内）出走申告受付・ブリーフィング（マリーナ内）出走申告受付・ブリーフィング（マリーナ内）出走申告受付・ブリーフィング（マリーナ内）    

9999：：：：22225555                                        第２回むさし第２回むさし第２回むさし第２回むさし南風杯ヨット南風杯ヨット南風杯ヨット南風杯ヨットレーススタート予告信号レーススタート予告信号レーススタート予告信号レーススタート予告信号    

11115555：：：：00000000                                                    タイムリミットタイムリミットタイムリミットタイムリミット        

16161616：：：：00000000        ～～～～                        成績発表及び表彰式（マリーナ内）成績発表及び表彰式（マリーナ内）成績発表及び表彰式（マリーナ内）成績発表及び表彰式（マリーナ内）                        閉会閉会閉会閉会        

※※※※    表彰式の開催時刻は運営上多少変更することがあります。表彰式の開催時刻は運営上多少変更することがあります。表彰式の開催時刻は運営上多少変更することがあります。表彰式の開催時刻は運営上多少変更することがあります。        

    

2222....    会会会会    場場場場    

メイン会場メイン会場メイン会場メイン会場    ：：：：    マリンピアむさしマリンピアむさしマリンピアむさしマリンピアむさし            大分県国東市武蔵町糸原大分県国東市武蔵町糸原大分県国東市武蔵町糸原大分県国東市武蔵町糸原 3185318531853185 番地番地番地番地 6666            

℡℡℡℡    0978097809780978----69696969----0165016501650165        faxfaxfaxfax    0978097809780978----69696969----0676067606760676    

レセプション会場レセプション会場レセプション会場レセプション会場    ：：：：    姫島村姫島村姫島村姫島村海水浴場海水浴場海水浴場海水浴場    

    

3.3.3.3.    レース海域及びコースレース海域及びコースレース海域及びコースレース海域及びコース        

大分県大分県大分県大分県東国東郡東国東郡東国東郡東国東郡姫島村姫島村姫島村姫島村沖～国東市武沖～国東市武沖～国東市武沖～国東市武蔵町沖蔵町沖蔵町沖蔵町沖までをまでをまでをまでをレース海域とレース海域とレース海域とレース海域とする。する。する。する。    

スタートは姫島南方面約３マイル沖、フィニッシュは武蔵港沖約２マイル付近とする。スタートは姫島南方面約３マイル沖、フィニッシュは武蔵港沖約２マイル付近とする。スタートは姫島南方面約３マイル沖、フィニッシュは武蔵港沖約２マイル付近とする。スタートは姫島南方面約３マイル沖、フィニッシュは武蔵港沖約２マイル付近とする。    

途中に回航マークブイ途中に回航マークブイ途中に回航マークブイ途中に回航マークブイをををを設置する予定。設置する予定。設置する予定。設置する予定。    

    

    

    



    

4.4.4.4.    参加募集艇数および資格参加募集艇数および資格参加募集艇数および資格参加募集艇数および資格    

１．１．１．１．全長全長全長全長 5m5m5m5m 以上のクルーザー型ヨット（法定検査済）で賠償責任保険に加入している事を基本以上のクルーザー型ヨット（法定検査済）で賠償責任保険に加入している事を基本以上のクルーザー型ヨット（法定検査済）で賠償責任保険に加入している事を基本以上のクルーザー型ヨット（法定検査済）で賠償責任保険に加入している事を基本    

条件とする。参加募集艇数は最大条件とする。参加募集艇数は最大条件とする。参加募集艇数は最大条件とする。参加募集艇数は最大 35353535 隻とする。隻とする。隻とする。隻とする。    

２．２．２．２．通信手段（携帯電話可）を持ち、船舶免許所有者を含み通信手段（携帯電話可）を持ち、船舶免許所有者を含み通信手段（携帯電話可）を持ち、船舶免許所有者を含み通信手段（携帯電話可）を持ち、船舶免許所有者を含み 2222 名以上（名以上（名以上（名以上（12121212 歳未満は換算しない）歳未満は換算しない）歳未満は換算しない）歳未満は換算しない）    

が乗組み、主催者が決定したハンディキャップ及びクラス分けを承認し、参加を認められたが乗組み、主催者が決定したハンディキャップ及びクラス分けを承認し、参加を認められたが乗組み、主催者が決定したハンディキャップ及びクラス分けを承認し、参加を認められたが乗組み、主催者が決定したハンディキャップ及びクラス分けを承認し、参加を認められた    

艇。艇。艇。艇。    

    

5.5.5.5.    適適適適    用用用用    規規規規    則則則則    

ISAFISAFISAFISAF セーリング競技規則セーリング競技規則セーリング競技規則セーリング競技規則 2009200920092009----2012201220122012    及び日本セーリング連盟規定、本レース公示、及び日本セーリング連盟規定、本レース公示、及び日本セーリング連盟規定、本レース公示、及び日本セーリング連盟規定、本レース公示、    

及び帆走指示書及び帆走指示書及び帆走指示書及び帆走指示書                                                                    

    

6.6.6.6.    クラス分けクラス分けクラス分けクラス分け    

参加申込書のデーターを参考に参加申込書のデーターを参考に参加申込書のデーターを参考に参加申込書のデーターを参考に主催者において艇のタイプ・性能等を勘案のうえ主催者において艇のタイプ・性能等を勘案のうえ主催者において艇のタイプ・性能等を勘案のうえ主催者において艇のタイプ・性能等を勘案のうえ AAAA 及び及び及び及び.B.B.B.B のののの 2222    

クラスにクラス分けを行う。クラスにクラス分けを行う。クラスにクラス分けを行う。クラスにクラス分けを行う。    

        

7.7.7.7.    レースの成立レースの成立レースの成立レースの成立    

6666 月月月月 5555 日（日）に実施する、本日（日）に実施する、本日（日）に実施する、本日（日）に実施する、本ヨットレースヨットレースヨットレースヨットレースはははは①回航ブイ通過、②フィニッシュライン通過①回航ブイ通過、②フィニッシュライン通過①回航ブイ通過、②フィニッシュライン通過①回航ブイ通過、②フィニッシュライン通過    

をもってレースの成立とする。をもってレースの成立とする。をもってレースの成立とする。をもってレースの成立とする。    

    

8.8.8.8.    表 彰 ・表 彰 ・表 彰 ・表 彰 ・ 賞賞賞賞    

各クラス優勝各クラス優勝各クラス優勝各クラス優勝    むさしむさしむさしむさし    南風杯南風杯南風杯南風杯ヨットレーストヨットレーストヨットレーストヨットレーストロフィーロフィーロフィーロフィー    上位入賞上位入賞上位入賞上位入賞    賞賞賞賞    そそそその他賞多数の他賞多数の他賞多数の他賞多数。。。。        

    

9.9.9.9.    参参参参    加加加加    費費費費    用用用用    

エントリー費エントリー費エントリー費エントリー費            １艇／５，０００円１艇／５，０００円１艇／５，０００円１艇／５，０００円    

その他パーティ参加費その他パーティ参加費その他パーティ参加費その他パーティ参加費        １名／３，０００円（チケット制）１名／３，０００円（チケット制）１名／３，０００円（チケット制）１名／３，０００円（チケット制）    

    

10101010. . . . 泊泊泊泊        地地地地    

１．１．１．１．レース参加艇の係留はマリンピアむさしを主たる係留場所とします。レース参加艇の係留はマリンピアむさしを主たる係留場所とします。レース参加艇の係留はマリンピアむさしを主たる係留場所とします。レース参加艇の係留はマリンピアむさしを主たる係留場所とします。    

２．２．２．２．ビジター艇の係留はビジター艇の係留はビジター艇の係留はビジター艇の係留は 5555 月月月月 28282828 日（土）から日（土）から日（土）から日（土）から 6666 月月月月 11112222 日（日）まで免除します。日（日）まで免除します。日（日）まで免除します。日（日）まで免除します。    

３．３．３．３．大分空港周辺海域の航行については別紙大分空港周辺海域の航行については別紙大分空港周辺海域の航行については別紙大分空港周辺海域の航行については別紙 1111 の通り定められておりますので、厳守して下さの通り定められておりますので、厳守して下さの通り定められておりますので、厳守して下さの通り定められておりますので、厳守して下さ    

い。い。い。い。    

４．４．４．４．姫島港への停泊は６月４日のみとなります。場所は姫島港内を予定しておりますが、別紙に姫島港への停泊は６月４日のみとなります。場所は姫島港内を予定しておりますが、別紙に姫島港への停泊は６月４日のみとなります。場所は姫島港内を予定しておりますが、別紙に姫島港への停泊は６月４日のみとなります。場所は姫島港内を予定しておりますが、別紙に    

て係留図を配布し当日は係りの者がて係留図を配布し当日は係りの者がて係留図を配布し当日は係りの者がて係留図を配布し当日は係りの者がご案内ご案内ご案内ご案内致しますので致しますので致しますので致しますのでご協力ください。ご協力ください。ご協力ください。ご協力ください。    

５．５．５．５．泊地泊地泊地泊地内（マリーナ内）内（マリーナ内）内（マリーナ内）内（マリーナ内）においてビルジ等（特に油類）排出禁止、またにおいてビルジ等（特に油類）排出禁止、またにおいてビルジ等（特に油類）排出禁止、またにおいてビルジ等（特に油類）排出禁止、また姫島周辺・村内姫島周辺・村内姫島周辺・村内姫島周辺・村内ににににおいておいておいておいて    

ごみごみごみごみ等の取扱いには特にご注意願います。等の取扱いには特にご注意願います。等の取扱いには特にご注意願います。等の取扱いには特にご注意願います。    

    

11111111....    問合せ問合せ問合せ問合せ////申込先申込先申込先申込先    

第第第第 2222 回むさし回むさし回むさし回むさし南風杯ヨットレース南風杯ヨットレース南風杯ヨットレース南風杯ヨットレース実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    事務局事務局事務局事務局    

                                    大分県国東市武蔵町糸原大分県国東市武蔵町糸原大分県国東市武蔵町糸原大分県国東市武蔵町糸原 3185318531853185----6666        マリンピアむさし内マリンピアむさし内マリンピアむさし内マリンピアむさし内        

                                    ℡℡℡℡    0978097809780978----69696969----0165016501650165                faxfaxfaxfax    0978097809780978----69696969----0676067606760676            EmailEmailEmailEmail    marinpia@true.ocn.ne.jpmarinpia@true.ocn.ne.jpmarinpia@true.ocn.ne.jpmarinpia@true.ocn.ne.jp        

    



    

11112222....    申込締切り申込締切り申込締切り申込締切り    

                                ２０１１年５月２７日（金）２０１１年５月２７日（金）２０１１年５月２７日（金）２０１１年５月２７日（金）    

            （予定参加艇数になったときは期日前でも締め切ります）（予定参加艇数になったときは期日前でも締め切ります）（予定参加艇数になったときは期日前でも締め切ります）（予定参加艇数になったときは期日前でも締め切ります）    

    

11113333. . . . 参加申込方法参加申込方法参加申込方法参加申込方法            

別紙別紙別紙別紙「参加申込書＆誓約書」に必要事項記入の上、下記まで「参加申込書＆誓約書」に必要事項記入の上、下記まで「参加申込書＆誓約書」に必要事項記入の上、下記まで「参加申込書＆誓約書」に必要事項記入の上、下記まで FAXFAXFAXFAX または郵送下さい。または郵送下さい。または郵送下さい。または郵送下さい。    

    

11114444. そ のそ のそ のそ の 他他他他        

◎ 宿泊について宿泊について宿泊について宿泊について            

            マリーナ周辺の宿泊施設などをご案内出来ます。下記をご案内しますので、宿泊についてのマリーナ周辺の宿泊施設などをご案内出来ます。下記をご案内しますので、宿泊についてのマリーナ周辺の宿泊施設などをご案内出来ます。下記をご案内しますので、宿泊についてのマリーナ周辺の宿泊施設などをご案内出来ます。下記をご案内しますので、宿泊についての    

予約は各自にて直接ご連絡下さい。予約は各自にて直接ご連絡下さい。予約は各自にて直接ご連絡下さい。予約は各自にて直接ご連絡下さい。    

❏❏❏❏    国東市国東市国東市国東市    いこいの村国東ホテルいこいの村国東ホテルいこいの村国東ホテルいこいの村国東ホテル    ☎☎☎☎    0978097809780978----72727272----4141414111111111    

❏❏❏❏    国東市国東市国東市国東市 梅園の里梅園の里梅園の里梅園の里    ☎☎☎☎    0978097809780978----64646464----6300630063006300        

❏❏❏❏ 国東市国東市国東市国東市 ヴィラ・国東ヴィラ・国東ヴィラ・国東ヴィラ・国東    ☎☎☎☎    0978097809780978----72727272----2116211621162116    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村    安西旅館安西旅館安西旅館安西旅館    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2034 2034 2034 2034 （収容人数（収容人数（収容人数（収容人数 25252525 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 ホテル黒曜ホテル黒曜ホテル黒曜ホテル黒曜    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2334 2334 2334 2334 （（（（35353535 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 だるま旅館だるま旅館だるま旅館だるま旅館    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2026 2026 2026 2026 （（（（30303030 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 旅館ふじ旅館ふじ旅館ふじ旅館ふじ        ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2140 2140 2140 2140 （（（（40404040 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 旅館美奈旅館美奈旅館美奈旅館美奈    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2603 2603 2603 2603 （（（（25252525 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 八千代館八千代館八千代館八千代館    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2020202010 10 10 10 （（（（50505050 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 ロッジ姫島ロッジ姫島ロッジ姫島ロッジ姫島    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2141 2141 2141 2141 （（（（70707070 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 ペンション野路菊ペンション野路菊ペンション野路菊ペンション野路菊    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2823 2823 2823 2823 （（（（23232323 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 姫茶屋姫茶屋姫茶屋姫茶屋    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----3838 3838 3838 3838 （（（（30303030 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 民宿松原民宿松原民宿松原民宿松原    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----3355 3355 3355 3355 （（（（20202020 名）名）名）名）    

❏❏❏❏ 姫島村姫島村姫島村姫島村 民宿村さ来民宿村さ来民宿村さ来民宿村さ来    ☎☎☎☎    0978097809780978----87878787----2612 2612 2612 2612 （（（（25252525 名）名）名）名）    

    

◎ Sailing & Fly Sailing & Fly Sailing & Fly Sailing & Fly （艇なしでのご参加）（艇なしでのご参加）（艇なしでのご参加）（艇なしでのご参加）        

            ❏❏❏❏    チャーター、クルー参加でご参加を希望の場合は、レース事務局までお申し出下さい。チャーター、クルー参加でご参加を希望の場合は、レース事務局までお申し出下さい。チャーター、クルー参加でご参加を希望の場合は、レース事務局までお申し出下さい。チャーター、クルー参加でご参加を希望の場合は、レース事務局までお申し出下さい。    

            ❏❏❏❏    チャーターまたはクルー参加などをご相談の上、ご参加の方法を決定させて頂きます。チャーターまたはクルー参加などをご相談の上、ご参加の方法を決定させて頂きます。チャーターまたはクルー参加などをご相談の上、ご参加の方法を決定させて頂きます。チャーターまたはクルー参加などをご相談の上、ご参加の方法を決定させて頂きます。    

    

◎ マリンピアむさしへのアクセスマリンピアむさしへのアクセスマリンピアむさしへのアクセスマリンピアむさしへのアクセス    

❏❏❏❏    空空空空            路路路路        大分空港より大分空港より大分空港より大分空港より        徒歩徒歩徒歩徒歩 15151515 分分分分                タクシータクシータクシータクシー2222 分分分分    

❏❏❏❏    海海海海            路路路路        山口県徳山港～竹田津港（周防灘フェリー）山口県徳山港～竹田津港（周防灘フェリー）山口県徳山港～竹田津港（周防灘フェリー）山口県徳山港～竹田津港（周防灘フェリー）2222 時間～バス（大分空港時間～バス（大分空港時間～バス（大分空港時間～バス（大分空港行き行き行き行き））））50505050 分分分分    

((((フェリーフェリーフェリーフェリー) ) ) )     大阪南港～別府観光港、四国八幡浜港～別府観光港大阪南港～別府観光港、四国八幡浜港～別府観光港大阪南港～別府観光港、四国八幡浜港～別府観光港大阪南港～別府観光港、四国八幡浜港～別府観光港    

    各港からバス（大分空港）各港からバス（大分空港）各港からバス（大分空港）各港からバス（大分空港）50505050 分分分分    

❏❏❏❏    JJJJ                RRRR            ＪＲ杵築駅～バス（大分空港）ＪＲ杵築駅～バス（大分空港）ＪＲ杵築駅～バス（大分空港）ＪＲ杵築駅～バス（大分空港）50505050 分分分分                車（車（車（車（25252525 分）分）分）分）    

❏❏❏❏    陸陸陸陸            路路路路            大分自動車道～速見インター（別府大分自動車道～速見インター（別府大分自動車道～速見インター（別府大分自動車道～速見インター（別府 IC 1IC 1IC 1IC 1００００分分分分、、、、大分大分大分大分 IC 25IC 25IC 25IC 25 分分分分、、、、鳥栖鳥栖鳥栖鳥栖 IC 1IC 1IC 1IC 1 時間時間時間時間 20202020 分）分）分）分）    

                                                                                                                                                ～空港道路～マリンピアむさし～空港道路～マリンピアむさし～空港道路～マリンピアむさし～空港道路～マリンピアむさし 30303030 分分分分    

    



◎ 姫島姫島姫島姫島へのアクセスへのアクセスへのアクセスへのアクセス    

❏❏❏❏    空空空空            路路路路        大分空港より大分空港より大分空港より大分空港より        ３３３３３３３３    ㎞㎞㎞㎞    

❏❏❏❏    海海海海            路路路路        国東市国見町伊美港発国東市国見町伊美港発国東市国見町伊美港発国東市国見町伊美港発        ＜姫島＜姫島＜姫島＜姫島フェリーフェリーフェリーフェリー＞＞＞＞        25252525 分分分分        

マリンピアむさしからマリンピアむさしからマリンピアむさしからマリンピアむさしから    約約約約 16161616 マイルマイルマイルマイル    

❏❏❏❏    JJJJ                RRRR            ＪＲ宇佐駅からＪＲ宇佐駅からＪＲ宇佐駅からＪＲ宇佐駅から        ３１３１３１３１    ㎞㎞㎞㎞    

❏❏❏❏    陸陸陸陸            路路路路        マリンピアむさしからマリンピアむさしからマリンピアむさしからマリンピアむさしから    ３１３１３１３１    ㎞㎞㎞㎞    

大分自動車道大分自動車道大分自動車道大分自動車道宇佐インター宇佐インター宇佐インター宇佐インターからからからから    ４９４９４９４９    ㎞㎞㎞㎞                                                                                                                                        

                                            大分市から大分市から大分市から大分市から    ８５８５８５８５    ㎞㎞㎞㎞    

別府市から別府市から別府市から別府市から    ７５７５７５７５    ㎞㎞㎞㎞        

    

◎ 歓迎行事歓迎行事歓迎行事歓迎行事（イベント期間＝（イベント期間＝（イベント期間＝（イベント期間＝5555 月月月月 28282828 日（土）から日（土）から日（土）から日（土）から 6666 月月月月 12121212 日（日））日（日））日（日））日（日））などなどなどなど    

    ❏❏❏❏    ６６６６月月月月４４４４日（日（日（日（土土土土）よりマリンピアむさし内においてセーリングフェスタ）よりマリンピアむさし内においてセーリングフェスタ）よりマリンピアむさし内においてセーリングフェスタ）よりマリンピアむさし内においてセーリングフェスタ 201201201201１１１１の様々な楽しい催しやの様々な楽しい催しやの様々な楽しい催しやの様々な楽しい催しや    

大分国東の名産物販売など大分国東の名産物販売など大分国東の名産物販売など大分国東の名産物販売など歓迎行事を予定しています。歓迎行事を予定しています。歓迎行事を予定しています。歓迎行事を予定しています。                        

❏❏❏❏    イベント期間中は、カヌー・ＯＰヨット・ウィンドサーフィンのレンタルも行っています。いつもとイベント期間中は、カヌー・ＯＰヨット・ウィンドサーフィンのレンタルも行っています。いつもとイベント期間中は、カヌー・ＯＰヨット・ウィンドサーフィンのレンタルも行っています。いつもとイベント期間中は、カヌー・ＯＰヨット・ウィンドサーフィンのレンタルも行っています。いつもと    

違ったマリンスポーツを楽しんで下さい。違ったマリンスポーツを楽しんで下さい。違ったマリンスポーツを楽しんで下さい。違ったマリンスポーツを楽しんで下さい。    

❏❏❏❏    レセプションレセプションレセプションレセプションはははは 6666 月月月月 4444 日（土）日（土）日（土）日（土）姫島村姫島村姫島村姫島村海水浴場海水浴場海水浴場海水浴場を予定してを予定してを予定してを予定しております、存分に姫島のおります、存分に姫島のおります、存分に姫島のおります、存分に姫島の夜を夜を夜を夜を    

味わって下さい。味わって下さい。味わって下さい。味わって下さい。    

❏❏❏❏    イベントイベントイベントイベント期間中期間中期間中期間中、レンタカ―、レンタカ―、レンタカ―、レンタカ―（有料・割引有り）などでの観光もお楽しみ下さい。（有料・割引有り）などでの観光もお楽しみ下さい。（有料・割引有り）などでの観光もお楽しみ下さい。（有料・割引有り）などでの観光もお楽しみ下さい。    

日産レンタカー日産レンタカー日産レンタカー日産レンタカー        ☎☎☎☎    0978097809780978----67676767----3151315131513151                    

姫島観光、姫島村役場姫島観光、姫島村役場姫島観光、姫島村役場姫島観光、姫島村役場    水産・観光水産・観光水産・観光水産・観光商工商工商工商工課課課課        ☎☎☎☎0978097809780978----87878787----2111211121112111    

    



    大分空港周辺航行図大分空港周辺航行図大分空港周辺航行図大分空港周辺航行図        （別紙（別紙（別紙（別紙    1111））））    

航空機着陸進入路の為下記航路を厳守して下さい。航空機着陸進入路の為下記航路を厳守して下さい。航空機着陸進入路の為下記航路を厳守して下さい。航空機着陸進入路の為下記航路を厳守して下さい。    


