１１月の 「プレミアムフライデー」 情報
2018年11月22日
プレミアムフライデー推進協議会
ゆく秋の寂しさ身にしみるころ、皆様お元気でお過ごしでしょうか。
今月のプレミアムフライデーは、30日（金）です。今回は、
・11月のプレミアムフライデーの過ごし方についてのご提案 （紅葉／芸術・文化／イルミネーション）
・プレミアムフライデー・トピックス （プレ金大学／プレミアムFUN＋WALKフライデーウォーキング）
についてお届けします。
なお、各地において実施される「プレミアムフライデー」の取組事例のご紹介は、直前情報として
11月29日頃に公開予定です。

【１１月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案 】
■ 紅葉を見に行こう！ ■
落ち葉が風に舞う頃となりました。地域によっては既に落葉が進んでいるところも多いですが、
関東以南の地域では木々の色づきもこれから本番を迎えるところもあるようです。
11月のプレミアムフライデーの週末は、少し足を延ばして紅葉を楽しむのはいかがでしょうか？
また、紅葉を愛でた後には、野趣に富んだ温泉に浸かって日頃の疲れを癒すのもお勧めです。
そこで、11月下旬に見頃を迎えると予想される各地の主な紅葉スポットをピックアップしました。
参考となるホームページとともにご紹介します。

全国

茨城県

全国各地の紅葉スポットを検索するには、（公社）日本
観光振興協会が運営する 「2018年 全国観るなび」
の紅葉特集のページが便利です。全国の紅葉・もみじ
狩りスポットの見頃の時期やライトアップ、紅葉まつり
などの情報が掲載されています。
○ （公社）日本観光振興協会
2018年 全国観るなび
紅葉特集のページ
http://www.nihon-kankou.or.jp/kouyou/

＜主な紅葉スポット＞
○竜神峡・竜神大吊橋（常陸太田市）
○筑波山（つくば市）
＜参考となるホームページ＞
○観光いばらき http://www.ibarakiguide.jp/
・紅葉いばらき
https://www.ibarakiguide.jp/seasons/koyo.html

・温泉いばらき
http://www.ibarakiguide.jp/seasons/onsen.html

千葉県
＜主な紅葉スポット＞
○亀山湖（君津市）
○養老渓谷（大多喜町）
＜参考となるホームページ＞
○まるごとｅ！ちば http://maruchiba.jp/index.html
・千葉の紅葉2018 http://maruchiba.jp/miryoku/shun/special_kouyou.html
・千葉県温泉巡り http://maruchiba.jp/miryoku/shun/special1509.html

東京都

＜主な紅葉スポット＞
○神宮外苑いちょう並木（港区）
○高尾山（八王子市）

○六義園（文京区）

＜参考となるホームページ＞
○東京の観光公式サイト GO TOKYO https://www.gotokyo.org/jp/index.html
・紅葉を楽しむ https://www.gotokyo.org/jp/tourists/attractions/fourseasons/koyo.html

神奈川県

静岡県

＜主な紅葉スポット＞
○湯河原（湯河原町）
○箱根（箱根町）

＜主な紅葉スポット＞
○修善寺（伊豆市）

＜参考となるホームページ＞
○湯河原温泉観光協会 Web湯河原
http://www.yugawara.or.jp/

＜参考となるホームページ＞
○秋NAVIしずおか http://hellonavi.jp/attraction/autumn/index.html
○伊豆市観光協会 修善寺支部 http://www.shuzenji-kankou.com/

岐阜県

滋賀県

＜主な紅葉スポット＞
○大矢田神社もみじ谷（美濃市）
○下呂温泉（下呂市）
○多良峡（大垣市）

＜主な紅葉スポット＞
○日吉大社（大津市）
○彦根城・名勝 玄宮楽々園（彦根市）
○メタセコイア並木（高島市）

＜参考となるホームページ＞
○ぎふの旅ガイド
https://www.kankou-gifu.jp/

＜参考となるホームページ＞
○滋賀・びわ湖観光情報
https://www.biwako-visitors.jp/
・紅葉カレンダー
https://www.biwako-visitors.jp/hanasaijiki/calendar/momiji?area=1

三重県
＜主な紅葉スポット＞
○伊勢神宮（伊勢市）

○香落渓（名張市）

＜参考となるホームページ＞
○観光三重 https://www.kankomie.or.jp/index.html
・紅葉特集 https://www.kankomie.or.jp/season/detail_61.html
・三重県の温泉へ行こう！
https://www.kankomie.or.jp/season/detail_47.html?utm_source=top&utm_campaign=top-onsen

京都府
＜主な紅葉スポット＞
○三千院（京都市左京区）
○保津峡（亀岡市）

○清水寺（京都市東山区）

＜参考となるホームページ＞
○京都府観光連盟公式サイト 京都府観光ガイド
・紅葉だより http://www.kyoto-kankou.or.jp/migoro/?mode=momiji

山口県

大阪府
＜主な紅葉スポット＞
○西江寺・瀧安寺・箕面大滝・勝尾寺（箕面市）

＜主な紅葉スポット＞
○紅葉谷公園（岩国市）

＜参考となるホームページ＞
○ぷらっと箕面さんぽ
http://minohkankou.net/

＜参考となるホームページ＞
○岩国 旅の架け橋 http://kankou.iwakuni-city.net/
・錦帯橋周辺の紅葉状況
http://kankou.iwakuni-city.net/kintaikyoukouyou2017.html

佐賀県

福岡県
＜主な紅葉スポット＞
○宝満宮竈門神社（太宰府市）
○秋月城跡（朝倉市）
○清水寺本坊庭園（みやま市）

＜主な紅葉スポット＞
○御船山楽園（武雄市）
○日本庭園「慧洲園」（武雄市）
○大興善寺（基山町）
＜参考となるホームページ＞
○あそぼーさが https://www.asobo-saga.jp/
・佐賀県内の紅葉スポット
https://www.asobo-saga.jp/feature/archives/312

宮崎県

大分県
＜主な紅葉スポット＞
○文殊仙寺（国東市）
○岡城阯（竹田市）
○白馬渓（臼杵市）

＜主な紅葉スポット＞
○高千穂峡（高千穂町）
＜参考となるホームページ＞
○高千穂町観光協会 http://takachiho-kanko.info/

＜参考となるホームページ＞
○大分県観光情報公式サイト
https://www.visit-oita.jp/
・紅葉のスポット情報
https://www.visit-oita.jp/topics/detail/140
・温泉のページ
https://www.visit-oita.jp/oita/onsen/

高千穂峡。見頃のピークは
例年11月中旬頃であるが、
天候によっては12月上旬ま
で楽しめるとのこと。

鹿児島県
＜主な紅葉スポット＞
○霧島神宮／霧島温泉郷（霧島市）
＜参考となるホームページ＞
○霧島市観光協会 http://kirishimakankou.com/

事務局ではプレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、本紙やプレミアムフライデーホームページでご紹介させていただきますので、
ぜひお寄せください。
＜連絡用メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp

※「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください

■ 芸術の秋、文化の秋！ ■
11月と言えば、芸術の秋、文化の秋とも言われています。
国立美術館・博物館では、プレミアムフライデーを含む毎週金曜日と土曜日、開館時間を延長
しているのをご存じでしょうか？
今月のプレミアムフライデーには、仕事を少し早めに切り上げて、美術館・博物館で芸術の秋、
文化の秋を体感してみてはいかがでしょうか？
施設名
東京国立博物館
国立西洋美術館
国立科学博物館

所在地
台東区
上野公園
台東区
上野公園
台東区
上野公園

通常

11/30(金)

特別展、企画展など

9:30～17:00

～21:00まで

秋の庭園開放（～16:00）
「マルセル・デュシャンと日本美術」
「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」

9:30～17:30

～21:00まで

ルーベンス展—バロックの誕生

9:00～17:00

～20:00まで

明治150年記念

日本を変えた千の技術博

アジアにめざめたら
遠くへ行きたい
インゲヤード・ローマン展
ピエール・ボナール展
生誕110年 東山魁夷展

東京国立近代美術館

千代田区
北の丸公園

10:00～17:00

～20:00まで

国立新美術館

港区六本木

10:00～18:00

～20:00まで

京都国立博物館

京都市東山区

9:30～18:00

～20:00まで

京（みやこ）のかたな

京都国立近代美術館

京都市左京区

9:30～17:00

～20:00まで

没後50年

奈良国立博物館

奈良市

9:30～17:00

～20:00まで

国立国際美術館

大阪市北区

10:00～17:00

～20:00まで

匠のわざと雅のこころ

藤田嗣治展

「ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代」
ギャラリー・トーク
（プレミアムフライデー企画）

■ ライトアップ・イルミネーションを見に行こう！ ■
冬の夜の楽しみとして全国津々浦々で定着しつつあるのが、様々なライトアップやイルミネーションです。
かつてはクリスマスの時期のみでしたが早い時期に点灯するエリアも増えてきました。
そこで、11月のプレミアムフライデー当日（11月30日）に特別なイベントや点灯式を行うイルミネーションスポットをいく
つかご紹介します。

多摩センターイルミネーション2018 （多摩市）
11月10日（土）から2019年1月6日（日）までの16:30から22:30まで、多摩センター
駅前、パルテノン大通りなどで実施されます。
11月30日（金）のプレミアムフライデーには、ハローキティと仲間たちによるスペシャル
パレードが開催されます。
ハローキティにあえる街 イルミネーションスペシャルパレード
■日時 ： 11月30日（金） 17:30～18:00
※12月14日（金）、12月21日（金）にも開催されます
※雨天の場合は、17:50～サンリオピューロランド3階エントランスホールで
子供たちとのダンスのみ実施
■ホームページ ： http://www.tamacenter-cm.com/illumi/

矢板駅前イルミネーション （矢板市）
矢板駅前の高さ15mのツリーを中心に、約3万球のイルミネーションが灯ります。
11月30日の点灯式では、幼稚園児による歌やハンドベル、えりのあミニLIVEを開催。
矢板高校協力によるオリジナルイルミネーションもお楽しみに。
点灯式
■日時 ： 11月30日（金） 18:00～
点灯期間
■日時 ： 11月30日（金）～2019年1月13日（日） 17:00～23:30
■場所 ： 矢板駅前

コクーンシティ （さいたま市）
コクーンシティのクリスマスツリーの前でプロのカメラマンによる撮影会を実施します。
さらに撮影した写真はその場でプリントしてプレゼント！
クリスマスツリーとともに、ステキな冬の思い出を記録に残しませんか。
イルミネーション撮影会
■日時 ： 11月30日（金） （１）17:00～18:30 （2）19:00～20:30
■場所 ： コクーン２ コクーンひろば
■定員 ： 先着100組様
■参加条件 ：当日お買上げ1,000円以上のレシートご提示で1組参加可
点灯期間
■日時 ： 11月10日（土）～2019年2月14日（木）
17:00～23:00（一部エリアにより異なる）
■場所 ： コクーンシティ各所・さいたま新都心駅東口デッキ他
■ホームページ ： https://www.cocooncity.jp/event/detail/1231

イルミネーション・in・ひみ （氷見市）
氷見の冬の風物詩！湊川を鮮やかに彩るイルミネーションの点灯式を行います。
ハンドベル演奏、温かい飲み物と酒饅頭の無料配布、抽選会も実施いたします。
点灯式
■日時 ： 11月30日（金） 17:30～18:00頃まで
■場所 ： 氷見市内中の橋周辺 （北陸銀行氷見支店近く）
■ホームページ ： http://www.ccis-toyama.or.jp/himi/ ※新着情報をご覧ください
点灯期間
■日時 ： 11月30日（金）～2019年2月28日（木） 日没～23:00
■場所 ：氷見市内中の橋周辺 （北陸銀行氷見支店近く）

おかやま桃太郎まつり MOMOTAROH FANTASY 2018 （岡山市）
岡山の冬を代表するイルミネーションイベントです。
点灯式
■日時 ： 11月30日（金） 18:00～
■場所 ： 岡山駅東口広場・西口広場一帯
点灯期間
■日時 ： 11月30日（金）～12月25日（火） 17:00～23:00
■場所 ： 岡山駅東口広場・西口広場一帯
■ホームページ ： http://www.okayama-momotaro-fes.jp/

【プレミアムフライデー・トピックス】
■ 「プレ金大学」を開校します！ ■
社会人の学び直し（リカレント教育）の機運を高める趣旨に賛同した大学が提供する講座・
イベントが、「プレ金大学」と銘打って、11月より順次スタートします。
この取組は、2018年11月のプレミアムフライデー（11月30日）を契機に、月末金曜日のプ
レミアムフライデーを中心に大学が開催する社会人向け講座・イベントを「プレ金大学」と銘打
って進めていくものです。
11月のプレミアムフライデー当日に、「プレ金大学」として実施される講座・イベントは、以下
のとおりです。 月末金曜、大学に、ちょっと寄り道してみませんか？
近畿大学 東大阪キャンパス

ワークスタイル革新とリ・ラーニング（学び直し）・デザイン 人生100年時代の企業と
大学の連携要件
創造性が要求される時代のワークスタイルに向けて、企業、大学の立場から「リ・ラーニング：
学び直し」スタイルと創造性人材育成の可能性、働き方の革新そして、設備環境の要件を、
パネル討議を通じて確認します。本会場施設設計を担当したNTTファリティーズ畠山氏には、
多様な資源が有機的に結びつき、知識創造に繋げるためのポイントを、株式会社オカムラ前
田氏からは、創造性につながる環境設計のポイントについてお話頂きます。
■日時 ： 2018年11月30日（金） 16:30～18:00 （16時開場）
■場所 ： 近畿大学 東大阪キャンパス アカデミックシアター1階 ラーニングコモンズ
※要事前申込 以下のプレ金大学HPからお申込みください
https://premium-friday.com/prekindaigaku/
常葉大学 草薙キャンパス

キャンパスのイノーべションを通じた課題解決と地域活性 〜静岡人材の育成と市民
開放型キャンパスのカタチ〜
2018年4月に新たに生まれた新キャンパス、常葉大学静岡草薙キャンパスの実現に取り組
んだ竹中工務店担当者とキャンパスが位置する草薙地区の商店会会長を常葉大学に招き、
学生と地域企業・地域市民の交流を生み出す新しいキャンパス設計の狙いと、草薙地区のま
ちづくりの展望を交えた静岡市における新しい時代の地域との交流デザインについて、市民
公開型クロストークを実施いたします。
■日時 ： 2018年11月30日（金） 16:00～17:00
■場所 ： 常葉大学 静岡草薙キャンパス ラーニングコモンズ 『KNOWLEDGE SQUARE』
※申込不要・参加自由
ハリウッド大学院大学

クリエィティブビジネス論・グローバル人材論
ネイルサービスの生産性向上をテーマに、ネイルサービスのマシンテクノロジーの最新事情およ
びネイルサービスマシンを導入した場合のビジネスフレーム構築について紹介します。
■日時 ： 2018年11月30日（金） 16:45～18:00
■場所 ： ハリウッド大学院大学 六本木ヒルズ ハリウッドビューティプラザ
■登壇者 ：
メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科 教授 野嶋朗 氏ほか
※申込不要・自由参加

早稲田大学 日本橋キャンパス

お江戸日本橋学・カジュアルナイト！
お江戸日本橋の街づくりの特色や独自性を、産業、地域発展の歴史や経緯から探っていきま
す。 世界有数の大都市の江戸、その礎を築いた場所、それは商人が集まり互いに凌ぎを削
る事で発展を遂げた日本橋でした。 産業創造、界隈再生の伝統が息づき今でも話題に事欠
かない日本橋の街づくりの背景を、ドリンク付き２時間の講座でお楽しみいただけます。
■日時：2018年11月30日（金） 18:00～20:00
■場所：COREDO日本橋5階 WASEDA NEO
■登壇者：三井不動産株式会社 日本橋街づくり推進部 新原昇平 氏
■料金：2,000円
※要事前申込 以下のURLからお申込みください
https://wasedaneo.jp/waseda/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=142094

今後の「プレ金大学」講座・イベントの開催予定や、取組の最新情報については、「プレ金大学」ホームページ
で随時掲載していきます。
○プレ金大学 ホームページ

https://premium-friday.com/prekindaigaku/

本企画は、株式会社ラーニング・イニシアティブの協力により実施しています。

■ 『プレミアムFUN＋WALKフライデーウォーキング』 を開催 ■
歩くことで国民の健康増進を図る、スポーツ庁の官民連携プロジェクト「FUN＋WALK PROJECT」と、プレミアムフラ
イデーが連携した、「プレミアム FUN＋WALK フライデー」の取組の一環として、10月19日（金）に「プレミアム FUN
＋WALK フライデーウォーキング」が開催されました。
当日は月末の金曜日にこだわらない「MY プレミアムフライデー」として、プレミアムフライデーやFUN＋WALK
PROJECT に参加する企業、官庁等から約100名の有志が参加。秋の気配がただよう中、ビジネススタイルに合わ
せたバッグやスニーカーを身に付け、大手町から銀座まで約２kmのウォーキングを楽しみました。
○ 『FUN＋WALK PROJECT』ポータルサイト

https://funpluswalk.jp/

