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旭川観光大使の委嘱式の実施について

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

本市では，旭川にゆかりのある応援者等に「旭川観光大使」の職を委嘱

し，本市の魅力を広くＰＲするとともに，観光振興事業の推進を図ってい

ます。

この度，旭川観光大使の就任を坂口渚沙氏に依頼し，承諾を得たので，

次のとおり委嘱式を行うこととなりました。

つきましては，是非とも報道くださいますようお願いいたします。

○日時：令和元年１０月２４日（木）９時から（予定）

○場所：旭川市役所本庁舎２階 第１応接室

○被委嘱者：歌手 坂口 渚沙 氏

・坂口氏は北海道出身のタレントであり，ＡＫＢ４８チーム８及び

チーム４に所属しアイドルとして多数のメディア出演のほか,全

国のステージやイベントにて活躍中。

添付資料
有 ・ 無 プロフィール

報道（取材）に当

たってのお願い

備 考



プロフィール

名前 坂口 渚沙

生年月日 ２０００年１２月２３日

出身 北海道

委嘱年月

現職 タレント

委嘱時の職業 タレント

略 歴

年 月 ２０１４年４月 AKB48 加入

2016 年 9月 Ｍａｄｅ ｉｎ 北海道応援大使

2018 年 3月 北海道献血推進ガール

2018 年 10 月 ウポポイ「民族共生象徴空間」PRアンバサダー

年 月

年 月

年 月

本市との関わり

旭川で夏は旭川夏まつり，冬はスキーを楽しむ。

旭川のお気に入りスポットは雪の美術館

初めてのMV撮影の時にその場所で撮ったので、

自分にとって、とても思い出深い場所です

旭川ラーメン村

ラーメン好きの方には、絶対に行ってみてほしい場所です！

旭山動物園

小さい頃からよく行っていて、特にアザラシが見られる場所が一番大好きです。

北海道には大好きなビタミンカステーラ

道民なら絶対に食べたことがある！ってくらい有名な

カステラで、私も大好きですもみなさんにおすすめしていきたい。

現在の活動

AKB48 チーム 8北海道代表

チーム 4兼任

会いに行くアイドルとして全国各地のファンの皆さまに

沢山の元気を届けています。

そのほか



・「Made in 北海道応援大使」

・北海道❤献血推進ガール

・「民族共生象徴空間」開設 PR アンバサダーとして、

大好きな故郷「北海道」の発展と PRに微力ながらお手伝いさせて頂いています。

ＰＲポイント等

「夢に向かって諦めず、 全力笑顔で」が

私の PR ポイントです。

旭川市は四季を通して魅力溢れる素晴らしい所なので、日本全国は勿論、海外

の方々にも積極的に PR をして、足を運んで頂けるよう頑張ります。



旭川観光大使名簿 令和１年10月現在　80名

氏名 委嘱年月 所属・職業等

1 池永    孝 H7.8 元都城ときめき大学運営委員長

2 石塚  征雄 H3.？

3 伊東  ゆかり H7.8 歌手

4 猪瀬  英雄 H7.8 全日空社友会　副会長

5 井藤　英樹 金融庁総務企画局政策課長

6 伊吹  吾郎 H7.9 俳優

7 岩田  公雄 H7.8 学習院大学法学部特別客員教授　ジャーナリスト

8 上野　秀行 H19.8 シンガポール国立南洋理工大学教育学部舞台芸術音楽学科客員教授

9 宇田津  一郎 H7.8 教育機関　顧問

10 大隅　千晶 H20.11 エノ産業代表取締役副社長

11 岡崎　友典 H15.6 放送大学教養学部助教授　教育社会学・地域教育論

12 岡崎  マリ子 H11.9 関西旭川会理事

13 尾﨑　成孝 H12.6 元日本エアシステム旭川支店長

14 奥山　侊伸 H14.10 放送作家、ＦＭりべーるパーソナリティ

15 小澤  康人 H7.8

16 片桐  麻美 シンガーソングライター

17 金平  茂紀 H7.8 TBSテレビ執行役員

18 川藤  幸三 H7.8 プロ野球解説者（有）ダッシュ・フォー

19 北の富士勝昭 H7.8 NHK大相撲放送解説員

20 日下  公人 H7.8 日本財団　特別顧問

21 久里  洋二 アニメーション作家

22 呉　奇 H18.5 石狩水産品(上海)有限公司社長  日中物産株式会社　代表取締役

23 小林  光一 H7.8 棋士

24 小林  正治（まさはる） H19.8 NHKサービスセンター　ふれあいセンター　SV

25 冴木　杏奈 H19.11 タンゴ歌手

26 笹戸  千津子 彫刻家

27 佐藤  安弘 H9.4 ジャーナリスト

28 佐藤　哲朗 厚労省外郭団体（社）ふれあい福祉協会理事長 毎日新聞社公益財団法人認知症予防財団顧問

29 佐原  美子 H7.8 元ＪＡＳ南関東支店長

30 菅井  尚伸 H7.8

31 瀬田  龍彦 H8 元日本代表サッカー代表選手 東京情報大学サッカー部監督

32 千田  利史 H7.8 （株）ワンズ・コンサルティング代表

33 宗万　裕 H18.9 株式会社シイエスシイ代表取締役会長

34 武内  英三 H7.8 ㈱大成企業ビル　顧問

35 竹原　茂雄 H18.9 元東京旭川会会長　弁護士

36 西谷内  力世 H11.6 アリアンツ火災海上保険（株）監査役

37 原  日出子 H11.1 女優

38 朝比奈　康博 H18.8 講談社社友会副事務局長



39 藤田  和日郎 H7.8 マンガ家 代表作｢うしおととら｣(週刊少年ｻﾝﾃﾞｰ)

40 藤見　尚子 H21.7
華景管理顧問（股）公司　日本担当顧問
※コンサルタント会社

41 船橋  邦子 H12.1
北京ＪＡＣ（世界女性会議ロビイングネットワーク）代表　
ＮＰＯ法人女性と子どいものスペース・ニコ代表、 アジア女性資料センター理事

42 古川  昭一 H7.8 元（株）ジェイトラベル東京 常務取締役

43 星野  伸之 H7.8 元プロ野球選手、野球解説者

44 堀  紘一 H.10 ㈱ドリームインキュベータ　代表取締役会長

45 本坊  輝雄 H9 鹿児島県南さつま市長日本砂像連盟顧問

46 松原    愛 H11.6 女優，歌手,プロダクション経営

47 三澤  千代治 住宅都市工学研究所　理事長

48 水田  竜子 H7.8 歌手

49 水奈月  順子 H10.10 歌手

50 宮澤　篤司 H12.6 歌手

51 宮原　信哉 H12.5 日本生命　本店法人営業第一部　法人課長

52 安廣　一哉 H20.8 格闘家、教師

53 柳  ジュン H8 歌手

54 山本  正和 H8

55 横島  憲夫 CANDLER TOMOS （株）トモス代表取締役

56 吉田  義勝 H8 公益財団法人　日本レスリング協会　評議員 全日本マスターズレスリング連盟会長

57 若原　りょう H17.11 歌手

58 和田　淳（DR.JUHN　A.WADA） H16.10 ブリティッシュ・コロンビア大学 医学部神経学科・神経学名誉教授

59 本庄　敬 H22.8 漫画家

60 尾家　啓之 H22.10 【出向中】公益財団法人 国際金融情報センター  地域総括部長

61 山本　むつみ H22.10 脚本家

62 浦城　幾世 H23.6 井上靖記念文化財団専務理事 旭川市井上靖記念館特別相談役

63 宇都　建夫 H23.4 鹿児島県南さつま市観光協会顧問 宇都酒造株式会社 代表取締役

64 バータルサイハン・ツァガーチ H23.9 Tavan Bogd Group代表取締役社長

65 藤井　邦夫 H23.10 テレビドラマ監督、脚本家・小説家

66 ユン・ソクホ H24.3 テレビドラマ監督

67 荒木　光二郎 H25.9 公益社団法人　徳島経済研究所　専務理事

68 朝妻　久実 H26.10 フリーアナウンサー

69 荒井　秀樹 H27.6 パラリンピックノルディックスキー日本チーム監督

70 高橋　照美 H27.10 前東京旭川会　会長  　 北海道ふるさと会連合会会長

71 とにかく明るい安村 H28.2 芸人

72 加藤　喜代美 H28.6 専修大学　体育会レスリング部監督

73 二條　実穂 H28.10 プロ車いすテニスプレイヤー

74 マッケンジー・クラグストン H28.10 元日本駐在カナダ特命全権大使

75 坂下　忠弘 H29.6 声楽家・バリトン歌手・二期会会員

76 加藤　桂子 H29.10 東京旭川会　会長  　 旭川東高等学校東京同窓会　相談役

77 高平　慎士 H30.2 富士通株式会社



78 髙橋　健介 H30.7 株式会社RAD

79 浅井　未歩 R1.6 シンガーソングライター

80 坂口　渚沙 R1.9 株式会社AKS


