
 

報 道 資 料  
平成 28 年 4 月 27 日 

 

ホワイトホース市姉妹都市提携 45周年記念訪問ツアーについて 

 
  姉妹都市締結 45 周年を記念して、市長夫妻・議長・市議会議員・松戸市観光協

会会長夫妻・公募市民を中心に現地ホワイトホース市を訪問するツアーを実施します。 
 現地では、5 月 12 日に、、今後も今まで以上に友好を深めるという意味を込めて、

姉妹都市締結再調印式を行い、合わせて記念夕食会も開催します。また 5 月 14 日に

は、メルボルン市内にあるプラーンマーケットにて松戸市の特産品の試食ＰＲ会を行

います。5 月 15 日には、ホワイトホース市で行われる、現地日本人が組織をしたビ

クトリア日本人クラブ主催の「ジャパンフェスティバル」に松戸市として出展します。

内容は、松戸観光大使による松戸の写真展・紙トンボの展示・松戸手作り甲冑愛好会

による甲冑パフォーマンスを行います。 
 

記 
 
１ 日程  （公式訪問団）平成 28 年 5 月 11 日（水）～17 日（火） 
      （市民訪問団）平成 28 年 5 月 11 日（木）～18 日（水） 
       ＊公式訪問団・市民訪問団とも 5/15 午前中までは同じ日程 
 
２ 訪問地  （公式訪問団）オーストラリア ビクトリア州  

ホワイトホース・メルボルン 
＊行程表は別紙 

      （市民訪問団）オーストラリア ビクトリア州 
             ホワイトホース・メルボルン 
             オーストラリア クイーンズランド州 
             ゴールドコースト 
             ＊行程表は別紙 
 
３ 人数  （公式訪問団）19 名（市長夫妻・議長・市職員・他） 
      （市民訪問団）35 名（国際交流協会理事長・協会職員・公募市民） 
       ＊市民訪問団は、（公財）松戸市国際交流協会主催 
 
 
４ 内容  （公式訪問団スケジュール） 
      平成 28 年 5 月 12 日（木） 



 

      姉妹都市締結４５周年記念夕食会（公式・市民訪問団全員参加） 
 
       平成 28 年 5 月 13 日（金） 
       ホワイトホース市主催のホワイトホース市内施設視察 
       平成 28 年 5 月 14 日（土） 
       メルボルン市内にあるプラーンマーケットにて松戸市の特産品のＰＲ 

（川光物産の白玉粉・的場製餡所のあんこを使用した白玉ぜんざい・ 
 島村商店の茄子のよいち漬け・あじさいねぎの加工品の試食ＰＲ） 
 ＊現地メディア関係者・現地レストランシェフを招き、試食ＰＲを 
 行う。 
平成 28 年 5 月 15 日（日） 
ホワイトホース市で行われる「ジャパンフェスティバル」に松戸市の 
ＰＲを行います。 
（松戸観光大使による観光写真展・紙トンボの展示・ステージ上では、 
 松戸手作り甲冑愛好会によるステージパフォーマンスを行う。） 
 

 
【問い合わせ先】 

経済振興部 文化観光国際課 ☎０４７－３６６－７３２７ 
 



日時 曜日

1 水曜日 カンタス航空62便 にて空路ブリスベンへ

朝食： × 昼食： × 夕食： ○（機内）

宿泊： 機中

2 木曜日 ブリスベン国際空港到着、入国審査

国際線より国内線へ移動

カンタス航空617便 にて空路メルボルンへ

メルボルン空港到着

専用車にてホテル へ

専用車にて、ボックスヒルタウンホールへ

姉妹都市記念夕食会

専用車にて、ホテルへ

ホテル到着

朝食： ○（機内） 昼食： ○（機内） 夕食： ○（WH市手配）

宿泊： メルボルン市内

3 金曜日 ホテルにて朝食

　 　

　 　 出発まで自由時間

専用車にて、ホワイトホース市内視察（昼食付）

ホテル到着

メルボルン日本総領事公邸にて記念夕食会

朝食： ○ 昼食： ○（WH市手配） 夕食： ○（WH市と総領事館手配

宿泊： メルボルン市内

4 土曜日 ホテルにて朝食

専用車にてメルボルン市内視察

プラーンマーケットにて、松戸市特産品試食PR（～11：30頃まで）

その後、メルボルン市内視察（●下車視察予定）

●フェッツロイガーデン

●キャプテンクックコテージ

●ロイヤルエキシビションビルディング

ホテル到着

専用車にて、公式訪問団夕食会場へ

サウスバンクのレストランにて夕食会

専用車にてホテルへ

ホテル到着

朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ○（WH市手配）

宿泊： メルボルン市内

5 日曜日 ホテルにて朝食

専用車にて、ジャパンフェスティバル会場へ

ジャパンフェスティバル会場

ジャパンフェスティバル参加・見学

タウンホール別室にて、送別会（昼食）

専用車にて、メルボルンへ

ホテル到着

市内レストランにて夕食

朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ○

宿泊： メルボルン市内

6 月曜日 ホテルにて朝食

専用車にて、メルボルン市内関係機関訪問

●駐メルボルン総領事表敬訪問

●MCG(メルボルンクリケットグラウンド）視察ツアー

その後、ホテルでお客様をピックアップ

市内レストランにて昼食

専用車にて、メルボルン空港へ

空路、シドニーへ

シドニー空港到着

国内線から国際線へ移動（ガイド付）

カンタス航空25便にて空路、羽田へ

朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ×

宿泊： 機内

7 火曜日
羽田空港到着

朝食： ○ 昼食： × 夕食： ×

21:00 QF25

5月17日
羽田 5:30

18:25

17：30頃 専用車

メルボルン 18：30頃

徒歩

10：00頃 専用車

15：00頃
17:00 QF452

5月16日 メルボルン

08:30頃 専用車

ホワイトホース 9：30頃

ホワイトホース 12：00頃

22：00頃 専用車

メルボルン 22：20頃

5月15日 メルボルン

ホワイトホース

09：00頃 専用車

10：00頃

16：00頃

メルボルン 18:30 専用車

　

　

ホワイトホース 10:00

メルボルン 17:00

未定

5月14日 メルボルン

専用車

18:30

22:15
メルボルン 23:00頃

5月13日 メルボルン

メルボルン 13:25 　

ホワイトホース 17:30 専用車

ブリスベン 　

11:00 QF617

5月12日 ブリスベン着 6:45

団体名 姉妹都市提携45周年記念　公式訪問団

日付 都市 時刻 交通機関 概要

5月11日 成田発 20:40 QF62



日時 曜日

1 水曜日 カンタス航空62便 にて空路ブリスベンへ

朝食： × 昼食： × 夕食： ○（機内）
宿泊： 機中

2 木曜日 ブリスベン国際空港到着、入国審査
国際線より国内線へ移動
カンタス航空617便 にて空路メルボルンへ
メルボルン空港到着

専用車にてホテル へ

ホテル着

専用車にて、ボックスヒルタウンホールへ

姉妹都市記念夕食会

専用車にて、ホテルへ
ホテル到着
朝食： ○（機内） 昼食： ○（機内） 夕食： ○（WH市手配）
宿泊： ノボテル・メルボルン・オン・コリンズ

3 金曜日 ホテルにて朝食
　 　
　 　 出発まで自由時間

専用車にて、ホワイトホース市内視察（昼食付）

ホテル到着

市内レストランにて夕食
朝食： ○ 昼食： ○（WH市手配） 夕食： ○
宿泊： ノボテル・メルボルン・オン・コリンズ

4 土曜日 ホテルにて朝食

専用車にてメルボルン市内視察
プラーンマーケットにて、松戸市特産品試食PR（～11：30頃まで）
その後、メルボルン市内視察（●下車視察予定）
●フェッツロイガーデン
●キャプテンクックコテージ
●ロイヤルエキシビションビルディング
ホテル到着

朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ×
宿泊： ノボテル・メルボルン・オン・コリンズ

5 日曜日 ホテルにて朝食

専用車にて、ジャパンフェスティバル会場へ

ジャパンフェスティバル会場

ジャパンフェスティバル見学

専用車にてメルボルン空港へ
途中、市内レストランにて昼食

空路、ブリスベンへ
ブリスベン空港に到着
着後、専用車にてホテルへ
ホテル到着、チェックイン

市内レストランにて夕食
朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ○
宿泊： マントラオンビューホテル

6 月曜日 ホテルにて朝食

専用車にて、ブリスベン・ゴールドコースト観光
●ポイントデンジャー
●カランビンビーチ
●カランビンワイルドライフパーク
途中レストランにて昼食
ホテル到着

市内レストランにて夕食
朝食： ○ 昼食： ○ 夕食： ○
宿泊： マントラオンビューホテル

7 火曜日 ホテルにて朝食

終日自由行動

夕食は、ホテルバンケットでさよならPTY
朝食： ○ 昼食： × 夕食： ○
宿泊： マントラオンビューホテル

8 水曜日 ホテルにて朝食

専用車にてブリスベン国際空港へ

成田空港到着

朝食： ○ 昼食： ○（機内） 夕食： ○（機内）

ブリスベン 10:45 QF61 カンタス航空61便 にて空路成田へ

成田 19:00

07：15頃

5月16日 ゴールドコースト

9：00頃 専用車

16：00頃

徒歩

5月17日 ゴールドコースト

5月18日

5月15日 メルボルン

徒歩

ホワイトホース 9：30頃

11:00頃 専用車

メルボルン 14:05 QF620
ブリスベン 16:15

専用車
ゴールドコースト 17：15頃

5月14日 メルボルン

09：00頃 専用車

専用車

08:30頃 専用車

メルボルン 17：00頃

10：00頃

16：00頃

18:30

22:15
メルボルン 23:00

5月13日 メルボルン
　
　

ホワイトホース 10:00頃

ホワイトホース 17:30 専用車

ブリスベン 　
11:00 QF617

メルボルン 13:25 　

14:30

5月12日 ブリスベン着 6:45

団体名 姉妹都市提携45周年記念　市民訪問団　様

日付 都市 時刻 交通機関 概要

5月11日 成田発 20:40 QF62


	
	MEL (公式訪問団)料金なし
	OOL (金額なし)


