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【ＳＰＲＩＮＧ ＤＡＹＳ】

　坂倉さんの所属する客室部客室乗員課はその名の通り、
ＣＡの部署。その客室乗員課で坂倉さんは先任客室乗務員
と教官を務める。
　――まず先任客室乗務員と教官とはどんな業務なのでしょ
う？
　「先任客室乗務員は、ＣＡを取りまとめるリーダーで、機
内のチーフパーサーです。教官は新人の訓練はもちろん、
既に現場を経験しているＣＡの技量チェックも行っていま
す。」
　ＣＡとしてのキャリアを積み、今も現場に立ちながら教官
としてもＣＡを現場に送り出す坂倉さん。休日は旅行や散歩
をして過ごすそうです。のんびり、穏やかな印象の坂倉さ
んが先任客室乗務員や教官というＣＡを管理、指導する立
場で仕事をしているのは何だか意外。
　――坂倉さんはなぜ今の仕事に就かれたのですか？
　「計算が苦手で、ノルマに追われる仕事をする自分の姿を
想像できなくて。何となくスタートしたＣＡですが、ＣＡ仲間
の支えやお客様の安全をお守りする責任感がやりがいになっ
て、今では誇りをもって仕事をしています。」
　――ＣＡの方々は、何となく凛とした雰囲気を持っています
が、特別な訓練や教育をされているのですか？
　「もちろん、仕草や立ち振る舞いについての指導はありま
すが、ＣＡの仕事にはお客様が普段目にするサービスの部分
だけでなく、実はもう一つ大きな役割があるんです。ＣＡは
運航の安全を確保するための保安要員でもあるんです。お
客様に快適な時間を過ごしていただくために、保安要員とし
ての一面は極力表に出さないように気を付けていますが、い
ざというときの覚悟や緊張感がそのような印象になるのかも
しれません。」
　なるほど、納得。坂倉さんののんびりした印象も相手をリ
ラックスさせるためのプロの技かもしれません。
　――先任客室乗務員と教官。それぞれの業務で意識して
いることは？
　「先任客室乗務員の仕事は、機内では特に自身の判断を

求められる責任あるポジションです。全体を客観視できなく
てはなりませんし、ＣＡのリーダーとして、知識や技量を曖
昧な表現でなく的確な言葉でＣＡ達に伝えなくてはなりませ
ん。教官としては特に新人の訓練で意識していることがあり
ます。訓練生は試験に受かることを目的にしてしまいがちで
すが、本当の目的は【安全】を守ることだと強く意識するよ
うに教育しています。」
　マニュアルを読んだり、資格を取った時点で「できる気」
になったりするようではいけないと。やっぱり坂倉さんは、
ただ穏やかなだけではないようです。ＣＡとしてお客様に最
高のおもてなしをすると同時に、表には出さずに安全意識
を持ち続け、それを後輩たちに教育する。
　おっとりしているようで、どうにも隙を見せない坂倉さん。
　――今後のＣＡとしての課題は？
　「ネットからのご予約が増えて、社員がお客様と直接触れ
合う機会が少なくなりました。直に対応する我々ＣＡが、Ｓｐ
ｒｉｎｇ　Ｊａｐａｎのイメージを良くも悪くもしてしまいます。今
まで以上に【会社の顔】という意識を高めたいと考えていま
す。」
　――ありがとうございました。
　最後までしっかりしたコメント。乗客の立場からは頼もし
い事この上なく、これからも安心してＳｐｒｉｎｇ　Ｊａｐａｎで空
の旅を満喫できそうです。しかし、おっとりしているのに、
話す内容は理論整然として隙の無い坂倉さん。これじゃあ、
指導されるＣＡさんたちは愚痴も言えない？

快適で安全な空の旅を

　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｊａｐａｎで、お客様の空の
旅を支える人々とその仕事を紹介する【ＳＰ
ＲＩＮＧ ＤＡＹＳ】。今回の記念すべき第一
回を飾るのは、客室部客室乗員課で先任客室
乗務員と教官を兼務する坂倉寿香さん。

客室部　客室乗員課
先任客室乗務員／教官

坂倉 寿香
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宝当神社

　Spring Japanをご利用の皆様、こんにちは。佐賀県
知事の山口祥義です。

　昨年８月のSpring Japanの成田－佐賀便就航は、有
明佐賀空港の風景を大きく変えました。背広姿のビジネ
ス客が目立ったこれまでと異なり、カジュアルな服装の若
者や女性をはじめ、海外便で来日し日本国内を移動する
外国人など、新しいお客様で空港内は連日賑わっていま
す。
　また、２０１４年楽天トラベル国内旅行宿泊者数伸び率
ランキングでは佐賀県が堂々の１位となりました。成田便
は空港だけでなく佐賀県全体を活性化させています。

　ところで、県庁には「安かったので成田－佐賀便の航
空券を買ったけど行先を決めていない。佐賀県のどこに
行けばいいのか、何がおいしいのか。」という、ＬＣＣな
らではの問い合わせが来ています。
　私のおすすめは、日本三大美肌の湯である嬉野温泉
につかり、有田、唐津などの陶磁の里を巡って、佐賀牛
や呼子のイカを楽しむ佐賀のフルコース。佐賀には高い
山と建物以外は何でもあります。空港に降りてまず実感
するのは空の広さです。
　今の時期はイベントも盛りだくさんです。国内最大級
の焼き物市「有田陶器市」は４月２９日から５月５日まで
開催され、有田の街なかに約５００の店が並びます。陶
器市の「正装」、軍手とリュック姿で掘り出し物を探して
みてください。５月３１日の「鹿島ガタリンピック」も必
見です。日本一の干満の差を誇る有明海の干潟で、泥
んこになりながらの綱引きや自転車競技などユニークな種
目が目白押しです。さらに、人気ゲームとのコラボイベン
ト「ロマンシング佐賀２」は６月２８日まで開催中。県内
をラッピング列車が運行するほか、観光アプリ連携のス
タンプラリーなどが楽しめます。空港からの移動は、最
初の２４時間を１０００円で利用できるレンタカーや、定額
のリムジンタクシーが便利です。

　爽やかな緑の風の中、Spring Japanの成田－佐賀便
に乗って旅に出かけてみませんか。皆様の佐賀県へのお
越しを心からお待ちしています。

佐賀県知事

山
や ま

口
ぐ ち
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よ し

義
の り

I n t e r v i e w

佐 賀
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宝当神社

ここでお参りした人が次々と宝くじの高額当選者になった
ということで、全国的に有名になりました。現在では年
間約20万人もの参拝者が訪れる人気スポットです。
その由緒は野崎隠岐守綱吉命（のざきおきのかみつなよ
しのみこと）にあります。綱吉は海賊退治で高島を守るも、
その後病にかかり齢３２歳にこの島で亡くなります。島民
は綱吉を弔うため祠を建立し、島の大権現として祀り、
それが現在の宝当神社のはじまりとされています。
神社はお守りも種類が豊富ですが、その中でもオススメは「勝利をつかむ守（８００円）」です。お色は金と朱の２種
類あり、金はマネーバトルに……朱はライバルに勝ちたい時に……と用途別で選べます。
観光としても、船にゆられてのどかな景色を眺めたり、猫と戯れたりとのんびりとした時間を過ごせることでしょう。
運がよければ幸運の招き猫かねちゃん・福ちゃん・ハチちゃんたちに会えるかも！？

参拝客の高額当選が続出し、
宝くじが当たる神社として一躍有名

佐賀県 C A オ ス ス メ ス ポ ッ ト

唐津市から約2km、定期船で約10分の小さな島、高島にある神社。

宝当お休み処の
海鮮丼は玄界灘に
面しているだけあって
とっても新鮮！

面しているだけあって面しているだけあって
とっても新鮮！

〒847-0027 佐賀県唐津市 高島523　　　　TEL　0955-74-3715　　FAX　0955-74-3715　　URL　http://houtoujinja.jp/
車でお越しの方
福岡を経由して、レンタカーやマイカーでこられる方は、 九州道、
都市高速、西九州道を使ってこられると早くて便利です。

定期船乗船料  大人 片道２１０円
子供 １００円

高島～唐津定期船時刻表　　 唐津発　7：50　10：00　11：40　14：10　16：00
高島発　9：00　10：45　13：20　15：00　17：00

電車でお越しの方
ＪＲ唐津駅より→タクシー５分→宝当桟橋→船で１０分→高島港

A c c e s s

宝当神社
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宮島　嚴島神社

広島県 C A オ ス ス メ ス ポ ッ ト

H roshima
広 島

〒739-0588 廿日市市 宮島町１－１
TEL　0829-44-2020
FAX　0829-44-0517

駐車場　無し
営業時間　 6時30分～18時00分(冬期17時00分まで) 
料金　 大人  300円、高校生　200円、

小・中学生　100円

アクセス方法
JR宮島口駅下車後船10分で宮島桟橋。
宮島桟橋から徒歩15分

A c c e s s

松島・天橋立とならび、日本三景のひとつと

して知られる宮島。古くから島そのものが信

仰対象とされていますが、その中でも特に

有名なのが平成８年（１９９６年）に世界遺産

に登録された嚴島神社。全国に約５００社あ

る嚴島神社の総本社であり、その構成資産

は嚴島神社の建造物群と背後の弥山を含む

森林区域になります。

平安時代の粋を集めた寝殿造りの名社は、

１２世紀平清盛によって現在の姿に造営され

ました。その結び付きは強く２０１２年NHK

大河ドラマ『平清盛』でも初回放送時に紹

介されています。

重要文化財にも指定されている朱塗りの大

鳥居は奈良の大仏とほぼ同じ高さの１６．６ｍ

あり、神社と宮島のシンボルです。

宮島  嚴島神社
1400年の歴史を持つ
自然美と人工美の調和した神社
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宮島　嚴島神社

ご当地グルメ

境内の沖合約２００ｍの場所に建ち、満潮時

は海に浮かんでいるような幻想的な姿をみ

せ、干潮時は鳥居まで歩きその重厚な趣を間

近で確認できます。社殿が浜に築かれたのに

は、「神をいつきまつる島」として神聖視さ

れていた島に建てるのを避けたためだとされ

ています。海の青と社殿の朱、瀬戸内の自

然美と平安時代の建築美が見事に調和した風

景は、朝方に訪れると人も比較的少なく厳か

な気持ちで見ることができます。通常は午後

5時に閉門になりますが、大鳥居は午後５時

以降にライトアップされるので、いつもとは

違った嚴島神社をみたい！という方にはこちら

もぜひ一見の価値ありです。

宮島は広いので知らない間にたくさん歩いて

いることも……観光を思う存分楽しみたいの

なら歩きやすい靴がマスト！

広島のお好み焼きは戦前に子供のおやつだった「一銭洋食」

が元の形になっています。

広島焼きの特徴は生地と具材を混ぜずに焼く「重ね焼き」に

あり、関西の「混ぜ焼き」や関東の「もんじゃ焼き」とは一

線を画しています。重ね焼きはキャベツの甘みも強く、そばも

入っているので一枚でおなかいっぱいになれます。ソースは広

島に本社を持つオタフクソースがやはり主流。県内にお好み焼

き屋さんは１,７００軒以上あるとされ、ベーシックな肉玉そばも

ちろんオススメですが、牡蠣・砂ズリ・ミンチ肉の入った変り種

を取り扱っているお店にもぜひ一度足を運んでみてください！

広島・お好み焼き
牡蠣・砂ズリ・ミンチ肉……
変り種もいっぱい！！

時間帯によって
いろんな顔を
みせてくれます！

嚴島神社は満潮のときは
海上に浮かんで見える

干潮のときは大鳥居まで
歩いて行ける

写真提供：広島県 7



丸亀城

小豆島
オリーブ公園

肥土山八幡神社

国営讃岐まんのう公園
旧金毘羅大芝居（金丸座）

香川県 C A オ ス ス メ イ ベ ン ト

まんのう公園 春らんまんフェスタ
Ｂ級グルメイベントなど、
楽しいイベントも同時開催！
春の便りはまんのう公園から！
日本最大のため池“満濃池”の北東岸に隣
接する国営讃岐まんのう公園では、前半は
100品種20万本のセイヨウスイセン、後半
は37品種5万本のチューリップをはじめとし
た春の花々が楽しめます。また、期間中は、
特別体験教室等の様々なイベントを用意し
て、皆様をお迎えいたします。

全国から歌舞伎ファンが集結！
日本最古の芝居小屋・金丸座で伝統芸能を愉しむ
讃岐路に春を伝える風物詩。中村時蔵さんを座頭に、尾上松
緑さん、尾上菊之助さんら、多彩な歌舞伎役者による、ここで
しか見られない豪華な歌舞伎芝居の競演が楽しめます。
また、3月7日（土）から5月6日（水・祝）まで、町公会堂において、
お練りの写真や絵看板、人力車など、町が所有する歌舞伎関
連の資料を展示する「お練りの写真展」を開催する予定です（無
料）。是非、合わせて、お立ち寄りください。

まんのう町

琴平町

場　所　国営讃岐まんのう公園　 ○JR琴平駅から車で約15分
○善通寺ICから車で約25分

お問い合わせ　  まんのう公園管理センター
☎0877-79-1700

URL　http://www.mannoukouen.go.jp料　金

※その他、団体・年間割引有　※ イベント・体験教室は別途料金がかかる場合があります。

大人（15歳以上）
410円

シルバー（65歳以上）
210円

小中学生
80円

色とりどりの
お花にうっとり♪

105
日

祝

土213開
催
期
間

264
日土114開

催
期
間

お問い合わせ　  四国こんぴら歌舞伎大芝居事務局
☎0877-75-6714

場　所　旧金毘羅大芝居（金丸座）○JR琴平駅から徒歩約15分

料　金　A席　14,000円　B席　10,000円

URL　 http://www.konpirakabuki.jp/schedule/infomation.html

第31回 四国こんぴら歌舞伎大芝居

K a g aw a
香 川
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丸亀城

小豆島
オリーブ公園

肥土山八幡神社

国営讃岐まんのう公園
旧金毘羅大芝居（金丸座）

丸亀お城まつり

オリーブ＆ハーブフェア

農村歌舞伎

３００年余りの伝統を誇る国指定有形民俗文化財
小豆島はかつて「歌舞伎の島」と呼ばれるほど農村歌舞伎文化がさ
かんな島でした。舞台が現存する肥土山と中山では、今も毎年奉納歌
舞伎が上演されています。

ＧＷは家族でおまつりに
でかけよう♪

「におい」を「五感」で「味」わおう！

丸亀のまつりを代表する「丸亀お
城まつり」は毎年5月2日・3日・
4日（2日は前夜祭）に行われます。
“みんなでつくろう　みんなのま
つり”を合言葉に、日本の太鼓ま
つり、まんでガンガン大行進、全
日本骨付鳥選手権＆よしもとお笑
い芸人爆笑ライブ、獅子舞競演、
丸亀おどり総おどり大会などが催
されます。

オリーブのかわいい花が咲き、たくさんのハー
ブも色とりどりに華やぐ時期に開催されるイベン
ト。オリーブやハーブを使った様々な体験が用
意されています。たくさんのハーブに触れて、
あなたのお気に入りをぜひ見つけて下さい。

丸 亀 市

土 圧 町

小 豆 島

場　所　丸亀城周辺 お問い合わせ　  丸亀おしろまつり協賛会事務局　☎0877-24-8816

場　所　肥土山八幡神社 お問い合わせ　   土圧町教育委員会生涯学習課
☎0879-62-7013

お問い合わせ　   小豆島オリーブ公園
☎0879-82-2200

料　金　無料

場　所
道の駅　小豆島オリーブ公園
○高松港から小豆島島内各港までフェリーで約1時間
○土圧・池田・草壁港から車で各25・10・5分程度
○小豆島オリーブバス「オリーブ公園口」から徒歩約5分

晴れた日の
見晴しは最高！

146
日土165開

催
期
間

45
月土25開

催
期
間

祝 「丸亀城」は日本100名城
にも選ばれた、
由緒あるお城なんですよ。

日
祝

35開
催
期
間

15:30

～

20:00
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｢佐賀ドレ｣は2007年度に牛津高校生徒が授業の一環で開発しました。
佐賀の名産であるレンコンで作ったドレッシングで、同校の“秘伝のドレッシング”
として後輩に引き継がれています。
文化祭で販売する松花堂弁当や集団給食実習などに使われてきました。
材料に佐賀県白石産のレンコン・タマネギなどを使用し、爽やかな味わいとレンコ
ンの程よい粘り（とろみ）が特徴です。このとろみがあるので、サラダだけでは無く、
ソースとして魚や肉料理との相性も抜群です。また梅酢やポン酢、マヨネーズと合
わせても楽しめます。
この牛津高校秘伝の味を県内外の多くの人に堪能してもうおうと白石町の日本料
理店「野々香」の指導を受けながら、商品の試作や試食を繰り返し、マーケティング
をしてラベルや容器の選択も生徒が行い、2015年1月に完成しました。
皆様も是非、この新しいドレッシングを試してください。

｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー
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・・
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AirportAirportAirportAirportAirport

SSS
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RRR
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PPPAAAPAPPAP

NNN
・・

佐賀・広島・香川の
おすすめお土産特集！

松浦唐立軒
和三盆ラスク

昔ながらの製法と伝統を守り続けている「和三
盆」をラスクにふりかけ、サクサクに仕上げまし
た。和三盆の優しい甘さは体にも優しい。

｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー｢佐賀ドレ｣商品化ストーリー

野々香 佐賀の恵み
佐賀ドレ

佐賀県立牛津高等学校食品調理科で代々伝わる秘伝のドレッシング。佐賀県白石産のレンコンを使用した、つけてよし！かけてよし！和えてよし！の万能調味料。

拙者も食べたが…
おいしい、おすすめじゃ

｢佐賀ドレ｣は2007年度に牛津高校生徒が授業の一環で開発しました。｢佐賀ドレ｣は2007年度に牛津高校生徒が授業の一環で開発しました。｢佐賀ドレ｣は2007年度に牛津高校生徒が授業の一環で開発しました。
本当においしくて
あっという間に
瓶が空に

なってしまいました
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㈱島屋食品
尾道発
うまいか

佐賀平野のグルテンたっぷりの
小麦粉と

水飴、黒砂糖、生姜などを使っ
た独特の

風味。食べると空洞で他にはない
食感！

豊かな瀬戸内海で育まれた美味しい海の幸。そのままおやつに、お酒のお供に、お好み焼きや焼そばの具材として、尾道の美味しいをまるかじり！

伝統のさぬきうどん
を一箱一人前の

食べきりサイズにし
ました。まさかうど

んとは思えない可愛
いパッケージ！

出発ロビー

検疫検査場検疫検査場

国際線出発ゲートラウンジ国際線出発ゲートラウンジ

乗り継ぎ施設乗り継ぎ施設

Spring Shop Spring Shop 

チェックインカウンターチェックインカウンター

（国際線から国際線へ）（国際線から国際線へ）

ウェイティングエリアウェイティングエリア
（到着ロビー）（到着ロビー）

国内線 国際線

出発バスゲートラウンジ出発バスゲートラウンジ

出発口（保安検査場）出発口（保安検査場）
入国審査場入国審査場

フ
ー
ド
コ
ー
ト

Spring Shop Spring Shop 春春春春春春Spring Shop Spring Shop Spring Shop 春Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop 春Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop 春Spring Shop 

秋秋秋秋秋秋Spring Shop Spring Shop Spring Shop 秋Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop 秋Spring Shop Spring Shop Spring Shop Spring Shop 秋Spring Shop 

㈱藤井製麺　うど
んBOX

HANAIRO

㈲源八屋
逸口香

Spring Japanは第３ターミナルに２つの
ショップを展開。
Spring Shop（春）は、フードコートの前に
位置し、就航地（香川・広島・佐賀）の隠れた
名品を取扱い、関東地区では手に入らない
商品を展開。
故郷の味を手に入れることの出来るショッ
プであり、空港初の複合アンテナショップ。
 
Spring Shop（秋）は、搭乗待合室での時
間を楽しく過ごしていただく為、おにぎり・
助六・サンドウィッチ等の軽食から飲料・ス
ナック菓子・関東地区のお土産菓子をご用
意。また、ディズニーのネイルやキティちゃ
んの和風のお土産も用意。また、海外旅行
客向けの家電商品等も取り揃えています。

売店MAP
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一般エリア
（24時間お過ごしいただけます）

マーク：Spring Japanのお店 レストラン
ショップ サービス

成田空
港は

東京都
心への

アクセ
スが

早い！
36分

スカイ
ライナ

ーで

安い！
900

円～

格安バ
スで

日暮里
駅まで

東京駅
まで

最短

早早
4月8日第3ターミナル4月8日第3ターーミナ

OPEN
チェックインカウンター

セキュリティチェック

出発バスゲートラウンジ

入国審査場

国内線
国際線

出発ロビー

ターミナル間
連絡バス
乗降場（1F）へ

第 3ターミナル⇔第 2ターミナル
（鉄道駅・駐車場）連絡通路へ
路線バス・タクシー乗降場へ

ターミナル出
入口

フ
ー
ド
コ
ー
ト

約450席！ 国内空港最大のフードコート

第３ターミナル本館２Ｆ

3イイナー
でナーでナーでナーで

日暮里
駅まで

日暮里
駅まで

日暮里
駅まで

最短

LCCを利用して 
おトクで気軽な空の旅を♪

時間帯によっては、
ご利用できないことがございます。

＜Spring Shop（秋） ＞
充実した待ち時間をご提供するため、
軽食、飲料、おみやげ品を取り揃えています！

＜Spring Shop（春） ＞
Spring Japanが就航している地域の
隠れた名品を取り扱っています！

Spring Japan
チェックインカウンター

Spring Japanも
4月 8日から第 3ターミナルで運航！

サテライト
国内線
出発エリアへ
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