10 21 水

香川を満喫! オプショナルツアーもご用意しています。

4000year+

［大会テーマ］

全国大会を記念してゴルフコンペを開催!

鮎滝カントリークラブ
AM9：00スタート
（予定）

参加費

（賞品代他）
3,000円（税込）

※プレー費・食事代は各自負担

高松市香川町東谷259番地1 tel.087-897-1111
（JR高松駅から車で約30分／高松空港まで車で約5分）

四千年の歴史を後世に継ぐ誇りを。

感動の名作ロケ地を巡る!

秋の小豆島満喫ツアー

お一人様

9,800円（税込）

募集人員25名／最小催行人数20名／添乗員無 お申込み締切日／2020年8月31日 17：00
感動の名作ロケ地を巡り、
国の登録有形文化財に指定された醤油蔵を見学、
また瀬戸内海が一望でき、
2000本のオリーブの木がある地中海を彷彿とされる公園でお食事、
最後は日本の棚田百選に選ばれた棚田を見学するツアーです。
JRホテルクレメント高松（7：30集合）→高松港（8：02発）→土庄港（9：02着）→
二十四の瞳映画村（10：00〜11：00）→マルキン醤油記念館（11：15〜12：00）→
小豆島オリーブ園［ご昼食・お買い物］
（12：15〜13：00）→中山の棚田
（13：15〜13：45）→
土庄港
（14：45発）
→高松港（15：50着）→高松空港（16：45着）
【二十四の瞳映画村】壷井栄の小説を映画化した
「二十四の瞳」(主演：田中裕子)。
ロケ用のオープンセットを改築したもので、
あの名場面がここで撮影されました。懐かしい時が流れ、名
画の世界が広がっています。
【マルキン醤油記念館】国の有形文化財に登録された合掌造りの建物で、
しょうゆづくりの歴史と製造方法をご覧いただけます。
また小豆島の名産品も販売しています。
【小豆島オリーブ園】
日本のオリーブ栽培発祥の地として有名な園には、樹齢100年になろうかという日本最古の原木があります。
またオリーブを使用したお食事やオリーブ商品などを豊富
に揃えたショップもあり、名物「ひしお丼」
をご賞味いただきます。
「千枚田」
とよばれる大小さまざまな800枚以上の棚田が美しい田園景観を形成しています。日本の原風景をご覧ください。
【中山の棚田】小豆島池田町中山地区の北側にある湯船山の山腹では、

オリジナルプランも承ります！
例えば
下記担当者までご相談ください。

秋のこんぴら参り

せっかく、
香川に来たのなら、
みんなで「こんぴら参り」
はいかがですか？

ジャンボタクシー
（定員最大9名）

1台

65,000円（税込）〜

プランには栗林公園や総本山善通寺も
組み込めます。

高松出発（8:30）→栗林公園or総本山善通寺→
琴平→高松空港（15:30着）空港までお送りします!
※高松~琴平~高松のご移動で約8時間貸し切りした
場合の金額です。昼食代・入場料等は別途。

●観光についてのお問い合わせ・お申込みは

高松商運株式会社
旅行企画・実施

tel.087-822-2323 fax.087-802-5152

栗林公園

総本山善通寺

営業時間/9時〜18時・日祝定休
担当/久保敬三
［㈳日本旅行業協会会員］

高松商運株式会社 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町3番地 香川三友ビル1F
観光庁長官登録旅行業 第263号 日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 久保敬三

【旅行条件〈要約〉】1．取消料／旅行契約の成立後、
お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、
お一人につき、下記の料率で取消料をいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって取消
料は11日前まで無料。10日〜8日前まで、旅行代金の20％。7日〜2日前まで、旅行代金の30％。旅行開始日の前日、旅行代金の40％。旅行開始日の当日、旅行代金の50％。旅行開始後の解除/無連絡不参加、旅行代金
の100％。2．個人情報の取扱いについて／（1）高松商運株式会社（以下「当社」
といいます。）
は、旅行申込の際に提出された個人情報について、
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申込みい
ただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。）
の提供するサービスの手配及びそ
れらのサービスの受領のための手続き
（以下「手配等」
といいます。）
に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、
それらの運送・宿泊機関等、保険会社等に対
し、
お客様の氏名を予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。
お申込みいただく際には、
これらの個人データの提供についてはお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社では旅行保険等旅行に必要
な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内、
アンケートのお願いのために、
お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

お問い合わせ先

香川県中華料理生活衛生同業組合

香川県高松市片原町2番地 10
tel.087-822-2525 fax.087-822-2113

※（公財）高松観光コンベンション・ビューローの補助事業です。

第53回

全国中華料理業
香川大会 in 高松

2020年 10月19日㈪・20日㈫
商売繁盛 御祈祷／金刀比羅宮
代表者会議／ことひら温泉琴参閣
大会式典・講演・交流会・物産展／JRホテルクレメント高松
主催／全国中華料理生活衛生同業組合連合会
後援／香川県・高松市

主管／香川県中華料理生活衛生同業組合

協力／全中連西部地区企画委員会・全中連企画委員会

第1日目 代表者会議

瀬戸の澄んだ空の下で一致団結を

●金刀比羅宮「商売繁盛 御祈祷」14:00〜15:00
巫女による金刀比羅宮に古くから伝わる八少女舞奏進を、御本宮にてご覧いただけます。

令和２年の第５３回全国中華料理業大会が、香川県組合の主管で開催されることにな
りました。香川県組合の歴史は浅く、開催時にはやっと７年を迎える、全国の全生衛組合の
中でも一番若い組合です。組合員も少数ですが、
その行動力には明るい未来を切り拓く、
予感を感じます。大会のテーマは
「四千年の歴史を後世に継ぐ誇りを。」
です。
毎年の全国大会で行われる料理コンテストでは、四国の組合が常に上位を占め、
ハイレ
ベルの調理技術が立証されています。
そんな処を検証するもよし、讃岐うどんを食べるもよし。
私は若い頃に訪ねた、
日本三大公園の一つでもある、栗林公園は未だに心に残って居り、

全国中華料理
生活衛生同業組合連合会

会 長

小林

芳春

10 19
琴平町

て、知恵を出し合いアイデアを考えようではありませんか。
「どうすれば、
お客様に喜びと幸せ
を、
より多く感じて頂けるか？」昔から三人寄れば文殊の知恵と言われています。
若くて小さな組合がワンチームを合言葉で、全国の組合員をお迎えして、明日への飛躍
につなげようと頑張っています。多くの組合員さんの応援の参加をお待ちしております。皆様
の元気なお顔にお会いできることを楽しみにしています。

集合は、
こんぴら温泉琴参閣のロビー
(出発13:30頃・マイクロバスにて会場まで移動)

●代表者会議 16:30〜18:00
讃水館9階
「王朝の間」
にて

●懇親会 19:00〜21:00

今、私達の業界を取り巻く環境は、消費税増税と軽減税率の狭間で大変厳しい状況
した。今日では一人所帯が２０%を超える時代になりました。厳しい時こそ、
みんなが寄り合っ

※祈祷料／1人5,000円 ※定員がございます。

（月曜日）

皆様に是非お薦めしたいと思います。
にあります。
月に一度は外食でテーブル囲んで一家団欒！
と言われた夢のような時代もありま

金刀比羅宮（香川県仲多度郡琴平町８９２-１）

飛天館3階「ことひら座」
にて
代表者会議参加費

本人／16,000円

ことひら温泉琴参閣

同伴家族・従業員／14,000円

香川県仲多度郡琴平町685-11 tel.0877-75-1000

［宿泊費］ 一泊朝食付 ■ 1名利用・洋室／11,000円

■ 2名利用・和室もしくは洋室／11,000円（1名あたり）
■ 3名~6名利用・和室／10,000円（1名あたり）

アクセス／JR琴平駅より徒歩5分・高松空港から琴空バスで約45分
※こんぴら温泉琴参閣にご宿泊の方は、2日目のJRホテルクレメント高松までマイクロバスで無料送迎

第2日目 全国大会
●大会式典 14:00〜16:00

2020年は、ぜひ香川へ
第53回全中連主催「全国中華料理業香川大会in高松」
が、世界中が注目する
「東京
オリンピック・パラリンピック」記念の年に、
ここ香川の地で開催となりましたことに心より感謝申
し上げます。
10月19日は
「さぬきのこんぴらさん」
として親しまれている海の神様「金刀比羅宮」
にて、

高松市

日頃はなかなか体験できない
「商売繁盛御祈祷」
や有名な琴平町の老舗旅館にて
「代表

香川県
中華料理生活衛生同業組合

全国大会参加費

理事長

髙

照惠

ご承知のように、香川県は瀬戸内海に面し穏やかな気候と風光明媚な景色、食に関し
て言えば近海の海の幸が美味しく、
またフルーツや野菜も豊富。
「オリーブ牛」
や
「オリーブ地
鶏」、夢の糖「希少糖」
など、新しく生まれた特産品も多数ございます。
もちろん本場の讃岐う
どんも有名ですのでぜひご賞味ください。
近年は、瀬戸内海の島々を舞台にした現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」
も好評を

1968年東京都生まれ。ʼ88年に
「赤坂四川飯店」
（東京・永田町）
に入社。
（同・
陳健一氏の下で修業を積む。2001年より
「szechwan restaurant 陳」
渋谷）
の料理長を務め、ʼ08年には四川飯店グループを統括する総料理長に
就任。ʼ17年に火鍋店「ファイヤーホール4000」
を同・五反田に開き、ʼ18年
には麻布十番店もオープン。同12月に南青山1丁目店を開く。他、専門学校
や料理教室の講師、
イベントや料理番組等に出演し、多方面で活躍中。

記念講演 16:00〜16:30
講師／菰田 欣也氏

●交流会 17:00〜19:00
本館3階 大宴会場
「飛天」
にて

●物産展 11:00〜17:00
本館3階「ホワイエ」
にて

者会議と懇親会」
を、
また20日は場所を高松市に移して
「記念式典・講演会と交流会」
を
アトラクションも交えて盛大に開催させていただきます。

本館3階 中宴会場
「玉藻」
にて

10 20
（火曜日）

菰田 欣也氏プロフィール
（株式会社 whole4000 代表取締役 総料理長）

本人／16,000円

JRホテルクレメント高松

同伴家族・従業員／14,000円

香川県高松市浜ノ町1-1 tel.087-811-1111
JRクレメントイン高松（左）JRホテルクレメント高松（右）

ご宿泊は、JRクレメントイン高松 香川県高松市浜ノ町1-3 tel.087-811-1200 ※JRホテルクレメント高松隣接の大浴場のあるホテル
［宿泊費］一泊朝食付 ■ 1名利用・洋室／11,000円

■ ツイン2名利用・洋室／10,000円（1名あたり）

アクセス／JR高松駅徒歩1分・高松空港からリムジンバスで約40分

博し、一年を通して、
日本全国はもとより海外からも多数の観光客がお見えになっております。
当組合は発足7年目とまだまだ歴が浅く、何かと力不足ではございますが、組合員一同、
小豆島

精一杯の準備とおもてなしで皆さまを香川の地でお待ちしておりますので、皆様のご参加を

東京から飛行機で

東京・大阪からJRで

羽田空港

JR東京駅

心よりお願い申し上げます。

瀬戸大橋

さぬきうどん

栗林公園

せとしるべ

ANA・JAL
約1時間20分

JR新大阪駅

高松空港

新幹線「のぞみ」
約50分

高松市

旧金毘羅大芝居「金丸座」

高松空港

琴平町

KAGAWA

空港リムジンバス
約40分

琴空バス
約45分

JR高松駅

JR琴平駅

新幹線「のぞみ」
約3時間30分

JR岡山駅
マリンライナー
約1時間

特急列車
約1時間

JR高松駅

JR琴平駅

