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●昭和２１年  観光協会設立準備会設立（観光、交通関係の代表者 15名参画） 

        伊勢志摩が国立公園に指定される（全国で 13番目） 

 

●昭和２２年  宇治山田市の機構内に観光課を設立 

 

昭和２３年  平和博覧会開催 

 

●昭和２４年  宇治橋渡り始め式斎行 

 

●昭和２５年  会員制による「宇治山田市観光協会」設立 

        市営テニスコート新設 

 

●昭和２６年  工芸指導所を観光物産館内に置く 

 

●昭和２７年  伊勢志摩国立公園定期観光バスを運転 

        豊浜大橋が完成 

 

●昭和２８年  参宮有料道路開通（日本初の有料道路） 

       第５９回神宮式年遷宮お白石持ち 

       第５９回神宮式年遷宮斎行 

       第１回神宮奉納全国花火大会開催 

        伊勢会館（現・観光文化会館）完成 

 

●昭和２９年  御遷宮記念「お伊勢博覧会」開催 

 

●昭和３０年  市名改称「宇治山田市」から「伊勢市」となる 

 

●昭和３１年  松下幸之助氏が伊勢市に大鳥居を寄進 

 

●昭和３２年  第１回神宮奉納全日本民謡大会開催 

 

●昭和３３年  伊勢参宮博覧会開催 

 

●昭和３４年  皇太子殿下・美智子妃殿下ご成婚奉告参拝のため来勢 

        国鉄山田線を「伊勢市駅」と改称 

        伊勢湾台風 

 

●昭和３５年  伊勢市観光協会ビルを伊勢市駅前へ建設 

        市立伊勢病院が市立伊勢総合病院となる 



●昭和３６年  神都線電車、廃線 

        国道２３号、度会橋まで開通 

 

●昭和３７年  国道２３号の舗装完成 

 

 

●昭和３９年  「神宮御神宝展」第６０回神宮式年遷宮にちなみ伊勢市外にて初公開 

 

●昭和４０年  桜まつりにボンボリ５５本、夜桜見物用に投光器設置※ 

       初詣宣伝キャラバン隊※ 

 

●昭和４１年  第６０回神宮式年遷宮 お木曳行事第一次※ 

 

●昭和４２年  第６０回神宮式年遷宮 お木曳行事第二次※ 

       伊勢市駅前に歓迎塔建設※ 

       協会設立２０周年記念事業にて、外宮勾玉池・奉納舞台建設※ 

 

●昭和４３年  第１回「観光祈願祭」開催※ 

 

●昭和４４年   宇治橋渡り始め式斎行※ 

 

●昭和４５年   近鉄賢島線開通 

 

●昭和４６年   伊勢市観光協会３部会制度発足。１委員会から、企画調査・誘致接遇・ 

行事部の３部会に再編成。※ 

        第６０回神宮式年遷宮 PRキャラバン実施。※ 

 

●昭和４７年   第１回初穂曳 

 

●昭和４８年   お白石持神事 一日神領民受入※ 

 

●昭和５０年  伊勢市駅前に神明造り常夜灯の歓迎塔設置※ 

       外宮前観光案内所「レンタサイクル」開設※ 

       外宮ご鎮座１５００年記念行事開催※ 

 

●昭和５１年  国鉄伊勢市駅構内に観光案内所設置※ 

 

●昭和５２年  観光協会設立３０周年記念式典※ 

 

●昭和５３年  伊勢市観光協会ビル外宮前に建設（協会設立３０周年記念）※ 

       観光協会事務所完成※ 

       レンタサイクルを外宮前観光案内所に設置※ 



●昭和５５年  伊勢志摩地域不当行為防止対策協議会結成 

 

●昭和５６年  レンタサイクル大型キャンペーンスタンプラリー実施※ 

 

●昭和５７年  平家の里キャンプ村オープン 

 

●昭和５９年  観光キャラバン 実施※ 

       市より委託を受け、協会１Fに職員１名を配置し観光案内所を開設※ 

 

●昭和６１年  第６１回神宮式年遷宮お木曳行事第１次※ 

 

●昭和６２年  観光キャラバン 実施※ 

        第６１回神宮式年遷宮お木曳行事第２次※ 

 

●昭和６３年  伊勢市観光協会青年部発足※ 

       伊勢市観光協会オリジナル商品テレホンカードの発行※ 

 

●平成元年   観光キャラバン 実施※ 

       伊勢市観光協会青年部『観光ガイドマップ』発行※ 

       伊勢市まちなみ保存条例を制定 

 

●平成２年   観光キャラバン 実施※ 

       宮川堤の桜が『日本のさくら名所百選』に指定 

       協会広報誌「ええじゃないか伊勢」第一号発刊※ 

        天皇皇后両陛下がご即位の奉告に伊勢神宮を参拝 

        内宮おはらい町をまちなみ保全地域に指定 

 

●平成３年   協会社団法人化申請※ 

        遷宮伊勢の会設立 

 

●平成４年   社団法人伊勢市観光協会として新しくスタート※ 

 

●平成５年   宇治山田駅観光案内所設置※ 

       伊勢市観光協会青年部『オリジナル Tシャツ』作成※ 

       協会シンボルマーク作成※ 

 

●平成６年   宇治山田駅観光案内所管理運営※ 

       観光 PRビデオ「伊勢・神都に吹く風」製作※ 

 

●平成７年   外宮ボランティアガイドの養成※ 

       「お伊勢さん観光ガイドの会」を設置。６７名でスタート。※ 

       伊勢市観光協会オリジナルシンボルマークタイピンを作成※ 



 

●平成８年  「おかげ参り伊勢まで歩講」を近鉄事務局と共催※ 

      宇治山田駅観光案内所にてレンタサイクル貸出業務開始※ 

 

●平成９年  第１回伊勢楽市開催※ 

      宇治山田駅観光案内所が「i」案内所に認定。※ 

 

● 平成１０年 観光案内所を拡張しボランティアガイド常駐※ 

       第１回冬至祭開催※ 

       伊勢市観光協会「青年部」HP開設。※ 

 

●平成１１年  協会設立５０周年記念事業実行委員会設立※ 

        全国門前町サミット９９inISE開催※ 

 

●平成１２年  協会設立５０周年記念事業※ 

 

●平成１３年  伊勢市・伊勢市観光協会共同 HP始動。※ 

     第１４回全国スポーツ・レクリエーション祭「スポレクふれあい２００１みえ」開催 

    観光案内所にパソコンを設置。※ 

     美しくに伊勢志摩ビッグプレゼント実施※ 

    伊勢志摩フリーウォーキング１０実施※ 

     皇孫殿下ご誕生奉祝提灯行列の実施 

 

●平成１５年  観光大使選考会実施※ 

       宇治山田観光案内所にて手荷物配送サービス開始※ 

 

●平成１６年  伊勢市観光協会メールマガジン 発行開始※ 

       観光大使制度、導入。「野口 みずき」さんに委嘱。※ 

       観光 PRキャラバン実施。※ 

 

●平成１７年  観光大使「楠田 枝里子」さん「夏樹 陽子」さんに委嘱※ 

       第１回日本観光交流・伊勢会議 実施※ 

       おかげ参り伊勢まで歩講開催※ 

 

●平成１８年  お木曳き行事第一年次※ 

       観光 PRキャラバン実施※ 

 

●平成１９年  お木曳き行事第二年次※ 

       伊勢市観光協会オリジナルお木曳記念切手シート販売※ 

 

 

 



●平成２１年  第５２回全日本花いっぱい伊勢大会開催※ 

       伊勢市・伊勢市観光協会共同 HP リニューアル※ 

       青年部『伊勢MYりん』事業立ち上げ。サイクリングマップ作成。※ 

       伊勢の朝市を定期的に開催※ 

       西条だんじり 受け入れ※ 

 

●平成２２年  外宮前観光案内所に i pad導入※ 

       伊勢市・伊勢市観光協会共同ＨＰ英語サイトの拡充※ 

       伊勢市・伊勢市観光協会共同ＨＰモバイルサイトのリニューアル※ 

       伊勢市・伊勢市観光協会共同ＨＰ動画サイトの構築※ 

       頒布会制通信販売「伊勢乃国発ええじゃないか便」開始。※ 

       花火サミット開催※ 

 

●平成２３年  宮城県石巻市炊き出し支援※ 

       伊勢市駅観光案内所、開設※ 

       伊勢市・伊勢市観光協会共同ＨＰ中国語（繁体字）サイトの拡充※ 

       全国サイクリング大会開催※ 

       伊勢市観光協会オリジナルグッズマフラータオル販売。※ 

        

●平成２４年  伊勢市観光協会 参宮おもてなし館風餐亭 完成※ 

       参宮おもてなし館風餐亭に事務局移転※ 

       伊勢ＭＹりんで乗って撮ってイベント開催※ 

       伊勢市と共に御遷宮に向けＰＲキャラバン※ 

       「伊勢乃国発ええじゃないか便」クラブツーリズムと提携※ 

       伊勢市・伊勢市観光協会共同ＨＰ中国語（簡体字）サイトの拡充※ 

       伊勢市・伊勢市観光協会共同ＨＰフランス語サイトの拡充※ 

       伊勢市観光協会会員物産、通信販売開始※ 

       伊勢市観光協会オリジナルグッズミニうちわ販売※ 

       さっぽろ雪まつり大雪像「伊勢神宮」、観光協会も物販で参加※ 

 

●平成２５年  社団法人より公益社団法人に移行 

      「伊勢乃国発ええじゃないか便」トップツアーと提携 

       伊勢市観光協会オリジナルグッズコットンバッグ販売。 

       伊勢市観光協会オリジナルグッズボールペン販売。 

       伊勢市駅前に鳥居が設置される。 

       お白石持神事 特別神領民受入※ 

       第６２回神宮式年遷宮 遷御斎行※ 

       PRキャラバン実施（大阪３回・東京１回・横浜１回）※ 

       伊勢MYりんで乗って食べてイベント開催※ 

       伊勢市観光協会 スマートフォンサイト完成※ 

 

 



●平成２６年  PRキャラバン実施 

（福岡２回・大阪１回、東京１回、横浜１回、北海道 １回）※ 

       桜まつり開催 ※ 

       西条だんじり 受け入れ ※ 

       伊勢市観光協会オリジナルグッズ八角木札販売。 

       熊野古道伊勢路踏破ウォーキング おもてなし 

       伊勢うどんフェスティバル 参加 ※ 

       テラスハッチオープンキックイベント 開催 ※ 

       伊勢市観光協会 公式イメージキャラクター【伊勢 まいりんくん】誕生※ 

       伊勢市観光案内 音声ガイドシステムを導入 ※ 

       レンタサイクル実証実験事業 開始 ※ 

       日本青年会議所三重ブロック大会物産展協力  

       戸畑祇園大山傘 受け入れ ※ 

       東急ストア伊勢フェア 開催 ※ 

       男里南組やぐら奉祝奉納曳行 受け入れ ※ 

       台湾観光ＰＲ 実施 ※ 

       三重県民大縁会 物産展 参加 ※ 

       香港そごう観光ＰＲ 実施 ※ 

       初ＴＡＢＩ in 伊勢事業 開始 ※ 

       伊勢Ｍｙりんで乗って参って 開催 ※ 

       お伊勢さん観光ガイドの会 １０期生 認定 ※ 

 

●平成２７年  ＰＲキャラバン実施 

（東京２回、福岡２回、大阪１回、札幌１回、横浜１回）※ 

       伊勢市お得旅商品券 実施 ※ 

       ＪＩＭＯキャラ総選挙ＰＲイベント活動 開催 ※ 

       全国大学対抗ソフトボール 物産展 実施 ※ 

       おもてなし基礎講座 開催 ※ 

       日本観光交流伊勢会議 開催 ※ 

       新規外国語マップ 作成（英・簡・繁・韓・独・仏・西・伊） ※ 

       東急ストアお伊勢さんうまいもんフェア 開催 ※ 

        台湾 ＩＴＦ 参加 ※ 

        伊勢ＭＹりんで乗って食べて 開催 ※ 

 

●平成２８年  PRキャラバン実施 

 （東京１回、横浜２回、福岡２回、大阪１回、北海道１回） ※ 

        東急百貨店日吉店 観光 PRイベント 開催 ※ 

        お伊勢さん観光ガイドの会設立２０周年記念式典 開催 ※ 

        全国９人制バレーボール大会 物産展 実施 ※ 

        二見浦街歩きマップ 作成 ※ 

        伊勢MYりんで乗って撮って 開催 ※ 

        内宮ご鎮座２０２０奉祝行事 実施 



        伊勢志摩国立公園指定７０周年事業 実施 

        伊勢まいりんくん公式サイトオープン ※ 

        おもてなし基礎講座 開催 ※ 

        伊勢まいりんくん着ぐるみ 作成 ※ 

        伊勢まいりんくん Lineスタンプ 作成 ※ 

        伊勢サッカー大会物産展 実施 ※ 

        Googleを利用した各施設のインドアビューの作成 ※ 

        Googleを利用した伊勢市内各所のストリートビューの作成 ※ 

        伊勢市観光協会青年部企画 着物で神宮参拝ツアー 開催 ※ 

        おもてなし講習会 開催 ※ 

         

●平成２９年  第２７回全国菓子大博覧会 開催 ※ 

ＰＲキャラバン実施 

 （東京２回、横浜２回、福岡２回、大阪１回、北海道１回）※ 

        東急百貨店日吉店 観光 PRイベント開催 ※ 

        東海高等学校剣道選抜大会物産展 実施  ※ 

        東京大神宮 伊勢志摩本真珠アクセサリー作りワークショップ開催 ※ 

        東京大神宮 伊勢うどん講座ワークショップ開催 ※ 

        伊勢市観光協会青年部企画 着物で神宮参拝ツアー 開催 ※ 

        伊勢MYりんで乗って撮って 開催 ※ 

        おもてなし講習会 開催 ※ 

        Mission Day Ise 開催※ 

●平成３０年  伊勢市・伊勢市観光協会共同ホームページリニューアル ※ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※印については伊勢市観光協会主催・携わった事業 


