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んだりパチンコしたりですが、女性は家にいて友人、
知人とおしゃべりをしながら年を取ります。65歳で
仕事を引退した後、その差は拡大し、一人暮らしの
男性は2週間の間に誰とも口を利かない割合は17％
だそうです。女性の場合の2％だというのですね。孤
立化するということは本当に寂しい人生だといえる
でしょう。
私たちは、いつも生き生きとした生活をしたい、い
つまでたってもボケない生活をしたい、と願ってい
るわけです。どうしたら私たちはこの人生において
ボケない生活が出来るのでしょうか。
ある方はその秘訣として、教養と教育だと言うん
ですね。これは教養や教育を積むということではあ
りません。実は教養とは「今日用がある。」というこ
とで、教育というのは「今日行くところがある。」と
いうことだそうです。「今日用事があるから。」ある
いは「今日行くところがある。」ということならば、
そこには生きがいや張り合いがあるということなの
です。
たとえ年をとっても、若い人でも、何もしないと
いうことは実に寂しいことでありますし、一日一生
懸命働くことは確かに大切なことですが、それだけ
が人生の目的になってしまうとつらい人生になって
しまいます。
仕事の他に夢や目標、行くところや用事を作るこ
とが生き生きとした人生を送る秘訣ではないでしょ
うか。

皆様こんにちは。本日
は、宮内榮会長が所用で
欠席の為、私が代理でご
挨拶させていただきます。
今はだんだん高齢化社
会になってきています。
そして多くの方々が年を
とっても生き生きとした
生活を送りたい関心を持
っております。ところが
高齢化してきますと、男女の差がかなり付いてきま
す。それは「孤立化」であります。
男子の普通の生きがいは仕事だったり、お酒を飲

今週のプログラム

「旅と鉄道の雑学散歩」

旅行家　根　本　幸　男　様

前回の例会報告（11月27日）

点鐘：信　太　秀　紀　副会長

ロータリーソング：

手に手つないで

会長挨拶会長挨拶

第2785号（2013年12月4日発行）

信 太 秀 紀 副会長
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　銚子ロータリークラブ・クラブ細則第17条「改正」
に基づき、本例会にてクラブ細則の無任所理事増員
に関する件を諮ったところ全員一致で承認。
　なお、改正の概略は以下の通り。
第2条　本クラブの会員9名より成る理事会とする。
　　　　→10名に変更
第3条　第1節　
・会長（次次年度）、副会長
　　→次次年度会長（副会長）
・4名の理事→5名の理事
・投票の過半数を獲得した会長、副会長
　　→次次年度会長（副会長）
・投票の過半数を得た4名の理事候補
　　→また投票の過半数を得た5名の理事候補
・前期の投票によって選挙された会長は
　　→次次年度会長は

【週報拝受】旭RC
　1.   フィリピン台風災害義援金について
　2.   クラブ国際奉仕委員長会議開催のご案内
　3.   第4回日台ロータリー親善会議詳細のご案内
　4.   RLI（ロータリーリーダーシップ研修会）申込

み締切り変更のお知らせ
　5.   2013年12月ロータリーレート1㌦＝100円
　6.   地区協議会報告書郵送のご案内

以上、ガバナー事務所
　7.   平成25年度（63回）「NHK歳末たすけあい」へ

のご協力のお願い
　　　 ........................ 社会福祉法人　千葉県共同募金会

【例会変更】　
旭RC
　  12月20日㈮夜間移動例会、クリスマス家族会点鐘
6時半

　  12月27日㈮定款第6条第1節（C）により休会

✌ 高　瀬　幸　雄　会員 ✌
先週うさぎでのオリエンテーション時、腹痛を催
しお騒がせしました。市立病院 白濱会員にはお世話
になり完治しました。死ぬかと思いました。

✌ 小田島　國　博　会員 ✌
小学4年の孫が英検3級に合格しました。武内先
生のお蔭です。ありがとうございました。

✌ 大ニコニコ　桜　井　広　和　会員 ✌
先週の23、24日の連休に子供達が私の傘寿と家内
の喜寿の祝をしてくれました。53年前の2人が16名
の家族になりました。記念品はボケ防止のiPad Air 
16Gでした。

✌ R情報委員会　上　総　泰　茂　会員 ✌
先週の新入会員オリエンテーションに参加の皆様、
お疲れさまでした。

★☆★☆ 結婚記念日おめでとうございます ☆★☆★
石　毛　　　充　会員（11月22日）
鴨志田　明　人　会員（11月22日）

幹事報告幹事報告

記念日記念日

お客様お客様

ニコニコBOXニコニコBOX

クラブ細則変更クラブ細則変更

銚子東RC
　澤　田　武　男　様

和光設備㈱　社長
　小　倉　和　俊　様

NPO法人国際教育推進
プロジェクト BeCOM
　武　内　達　彦　様

例会場からの寄付金を
お渡ししました。
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　自分の趣味だからスポーツイベントを開催したい
のでは無く、スポーツイベントと地域ビジネスが密
接に関係している話をします。

１. 世界三大スポーツイベントとは？
オリンピック、FIFAワールドカップ、（F1､ ラ
グビーワールドカップ､ ツールドフランス）

２. 何故、毎回開催国が違うのか？
スポーツとビジネスが融合しているからです。

３. 何故、世界の大都市がオリンピック開催地に立
候補するのか？
経済効果。シドニーオリンピック開催を契機と
する観光戦略を実行し成果を挙げたオーストラリ
アや、バルセロナオリンピックの開催を起爆剤と
して都市再生を成し遂げ、都市競争力を大きく高
めることに成功したスペインの事例があるから。

４. 何故、東京はオリンピックを誘致し、首相が最
終選考プレゼンテーションに参加したのか？
「アベノミクス」の「第4の矢」に位置付け、デフ
レ脱却と経済成長を強力に推進する為です。
　①（経済効果　直接効果）　競技会場の新設や五輪

観戦に関連した消費などの新規需要と、それに
よって派生的に生じる需要。

　②（経済効果　付随効果）　五輪開催年を目標に
加速する可能性がある都市インフラの整備や、
都市のイメージアップと政策推進が相まって誘
発されることが期待される観光需要などがふく
まれる。

　③2020年東京オリンピック開催を、単なる一イベント
に終わらせることなく、成長戦略の触媒として、
日本の再生につなげる必要性があるからです。

　④オリンピック開催による経済効果は、『3つの局
面』『2種類の効果』

　　3つの局面とは、「開催前」「開催中」「開催後」

５. 日本のランニング人口は？
年1回以上の実施者は1009万人。週1回以上の
実施者は572万人。
週2回以上の実施者は385万人。（笹川スポーツ財団
資料より）

６. 国内のランニング大会数は？フルマラソンの国
内数は？
国内で開催されている大会1,500。国内で開催さ
れているフルマラソンの大会164位。

７. 人気の国内マラソン大会数は？そのうちフルマ
ラソンの大会数は？
　１.  洞爺湖マラソン（フル他）　
　２.  サロマ湖100 kmウルトラマラソン（100 km他）
　３.  千歳国際マラソン（フル他）　
　４.  北海道マラソン（フル）　
　５.  仙台国際ハーフマラソン（ハーフ他）　
　６.  松島ハーフマラソン（ハーフ他）
　７.    果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン（ハーフ他）
　８.  いわきサンシャインマラソン（フル他）　
　９.  伊達ももの里マラソン（10km他）
　10.  守谷ハーフマラソン（ハーフ他）　　

（ランネット　2012年に開催された大会に出場
したランナーが当投票で選ぶ人気大会100選より）
上位10位の内5大会がフルマラソン。

８. 東京マラソンの応募者数は？参加数は？
フルマラソン303 ,442人（8.5倍）
10km944人（1.9倍）
定員　フルマラソン35 ,500人　10km500人

９. 日本の主要都市でのマラソン大会はどこ？
北海道マラソン　東京マラソン　神戸マラソン
　福岡国際マラソン　京都マラソン
大阪マラソン　ちばアクアラインマラソン
NAHAマラソン　

10 . 何故、主要都市で開催されるのか？
主催する自治体などの狙い通りに観光・宿泊業
に波及効果をもたらす大会が出てきた為。

卓　話卓　話

「スポーツとまち造り」
和光設備㈱　社長
　小　倉　和　俊　様
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11. 何故、毎年市民マラソン大会が増えるのか？
経済波及効果が大きい。地域活性化の効果が期
待されているため。ハコモノ建設に頼らずに遠方
から集客でき、周辺観光や宿泊需要をもたらす。ラ
ンニング人口の増加も背景に、募集後すぐに定員
に達する大会がほとんどです。経済波及効果は事
業費の数倍～10倍程度に達する例が多い。ランナ
ー人口に比べて大会数は少なく、活況は当面続く
とみられている。

東京マラソンの抽選漏れを考えれば、27万人が
フルマラソンを走りたいが、走れないということ
です。何故そんなに走りたいのかは理由は色々あ
ると思いますが、順位が速い遅いはあまり関係無
く、それぞれの達成感にあると思います。

12 . 観光庁のスポーツ観光とは？
スポーツは感動を生み、人々の交流を呼び起こ
し、異なる国や地域の間の相互理解を促進します。
観光の内需拡大が急がれる今、魅力のあるスポー
ツ資源を最大限に活用し、インバウンド拡大及び
国内観光振興の起爆剤をすることが求められてい
ます。平成23年6月に取りまとめられた「スポー
ツツーリズム推進基本方針」を踏まえ、スポーツ
及び観光に関わる多くの人々に活用され、スポー
ツツーリズムの一層の推進が図られることを期待
しています。

観光庁ホームページより抜粋

13 . 全国のスポーツコミッションとは？
　○さいたまスポーツコミッション（2011年10月）
　　　世界最高峰の自転車レース「ツール・ド・フ
ランス」を冠した記念大会を誘致。10月26日の
レースは20万人の観客が集まった。来年以降も
開催する方向。

　○スポーツコミション関西（2012年4月）
　　　ワールドマスターズゲームの2021年大会を
誘致している。5万人の参加者を見込む。

　○佐賀県スポーツコミッション（2013年4月）　
　　　最大500万円の開催費を支援する制度を用意
し、国際大会や全国大会の誘致を目指す。

　○松本スポーツコミッション（2013年4月）
　○十日町スポーツコミッション（2013年5月）
　○新潟県文化・スポーツコミッション（2013年10月）
　○スポーツコミッション沖縄（2015年4月予定）

　　生涯スポーツやトップレベルの大会誘致を視野
に入れる。
プロスポーツ観戦やマラソンなど参加型イベン
トを観光資源として活用し、都市セールスや地元
経済の活性化につなげようとする取り組みの一環
です。東京五輪決定やマラソンブームを受け、ス
ポーツを教育や健康福祉の施策にとどまらず、ビ
ジネス機会と捉える動きが広がっている。

「縦割り行政の弊害がある中央に対し、地方でス
ポーツに活路を見出そうとする首長が増えている」
原田宗彦早大教授

14 . 地方のスポーツと街づくりの取り組み事例は？
　館山市
トライアスロン　オープンウォータースイムレース
館山若潮マラソン大会
サイクリングで観光客誘致（イオンを終着地点、
JR東日本が自転車専用電車）
千葉県がサイクリングコースを設定し、サイクル
ステーションを設置。
トライアスロンの国際大会も誘致。2012年には
アジア選手権開催。選手とスタッ　フで2,000人
が参加。
一般のトライアスロン大会も前日登録で750人が
参加。夜は多くの人で街中が賑わう。また、練習
会も宿泊込みで開催されている。

館山若潮マラソン大会では東京からのＪＲの臨時
専用電車、高速ジェット船の予約、臨時高速バス
を手配。10 ,000人以上の参加。

鋸南町
　リレーマラソン　きょなんヒルズマラソン
　アクアスロン+オーシャンスイム大会
　鋸南アドベンチャーフェスタトレイルランレース

宮古島
100kmワイドーマラソン　エコアイランド宮古
島マラソン　全日本トライアスロン　ツール・ド・
宮古島
全日本トライアスロンは約1,300人が参加、8割
以上が県外から訪れた。
地元シンクタンク、おきぎん経済研究所（那覇市）
は、今年の経済波及効果を約3憶2千万円と試算。
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石垣島
マラソン（フル他）サイクリング（125km他）
トライアスロンワールドカップ大会

佐渡島
佐渡トキマラソン大会　佐渡ロングライド210
オーピンウォータースイムング　佐渡国際トライ
アスロン　佐渡トキツーデーウォーク大会

洞爺湖
アイアンマン・ジャパン北海道　洞爺グランフォ
ンフォド2013　洞爺湖マラソン　北海道ツーデ
ーマーチ
洞爺湖マラソンが人気の理由
⑴スタート地点から近い宿泊施設が充実。前後宿
泊で2泊。当日はレーススタイルで会場へ直行。
湖畔の宿で宿泊でトイレの心配もない。
⑵美しい景色、何度も来たいコース。羊蹄山がと
てもきれいに見え、湖面を眺めつつ。
⑶走ったあとの温泉が最高。観光地も充実してい
ます。参加者が温泉に無料で入浴できるサービス。

　上記の町は地理的環境が銚子と似ていませんか？

　　軽井沢　NPO法人スポーツコミュニティー軽
井沢クラブ　グランフォンド軽井沢125km

15 . 地方都市での取り組みの共通点は？
マラソン大会、サイクリング大会、トライアス
ロン大会。3万人から500人規模の大会で経済効果
が見込める。ハコモノを必要としない。

16 . スポーツ大会の失敗とは？
単にコースを提供するだけの「場所貸し」にな
っているケースもあり、必ずしも地域活性化に結
びついているわけではない。

17 . 感心したスポーツイベント。
Mt.富士ヒルクライム　自転車で富士山五合目
まで24kmを登るだけのレース。全国、海外から
5,000名のサイクリストが参加。前日登録と当日
7：00スタートの為、関係者も含めて宿泊します。
7,000名前後が夏季の繁忙期前に宿泊する商売根性。

トライアスロン大会はほとんどが前日のみ登録

です。当日の健康状態のためと考えられます。ア
イアンマン・ジャパン北海道は2日前に登録なの
で、最低3泊する必要がある。選手1,500名関係者
を含めると2,000名前後が3泊、延べ6,000名宿泊
します。その経済効果は？
その一日あとに佐渡国際トライアスロン大会が
開催された。こちらも2,000名近くの参加者。
スイム3.8km、バイク180km、ラン42kmが日
本で2日続けて開催され、両方とも定員いっぱい
になる。潜在的な競技人口には驚かされる。

18 . スポーツ大会の地域活性化とは？
オリンピックと同じように3つの局面「開催前」

「開催中」「開催後」による経済効果。
大会前に試走やトレーニング。開催中の宿泊、食
事、お土産。開催後に仲間と合宿や旅行。
大会の工夫やおもてなしの心が参加者に伝わる
かが課題。

19 . 銚子半島ハーフマラソンの感想。
コース上の景色が奇麗。街中を走るので声援が
あり励みになった。多少のアップダウンがあり変
化に富んで面白い。近隣のマラソン大会と比べて
も人気が出ると思う。レースの後日も休日で宿泊
した人がいた。

ゴールしてからの動線が完走賞、手荷物受取、食
事や物産のブース、最後に食事のスペースがあれ
ばお金が落ちたと思う。

参加者が多い場合はバスによる輸送は難しいの
で、銚子駅の周辺でのスタートとゴール、その周
辺で食事ができれば経済効果があると思われる。

20 . 銚子半島ハーフマラソンの効果。
前泊、後泊による宿泊施設、ホテル、旅館の宿
泊が増え、飲食店での食事客が増えたのでしょうか？

21 . 銚子市での可能性は？
全てのスポーツイベントで食事の割引券と入浴
割引券を配布すれば、選手の消費促進に繋がり、
「売り手よし」「買い手よし」「地域よし」となる。

　トライアスロン
前日登録をすることにより宿泊できる機会を増
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やす。ウェルカムパーィーで参加者に楽しんでも
らう。大会本部より宿泊斡旋の斡旋をする。市街
地でのレースにより市民の見る参加意識を高める。
レース後に温泉割引券を配布して楽しんでもらう。
銚子市の特産のお土産無料配布しPRをする。参
加Tシャッツを配布して参加した満足度を高める。

　ツールドちば　自転車
1500名前後の参加者がある大会です。3日間の
内1日の宿泊を銚子でできるように誘致する。
　1日目蓮沼→千倉　2日目千倉→蓮沼
　3日目蓮沼←→銚子

　銚子センチュリーラン　自転車
参加者500名位の大会です。スタートとゴール
を銚子にすることにより宿泊者を増やす。
　栄町→銚子→蓮沼→成田→栄町

　マラソン大会　フルまたは30km
もっと工夫をすれば多くの人が集まる。フルマ
ラソンは競技人口に対して大会数が少ないので東
京マラソンの抽選漏れした人が27万人いることを
考え、銚子で開催すれば必ず大勢の人が参加する。
因みに東京マラソンの抽選発表後に青梅マラソン
30kmのエントリーが始まるがすぐに定員を満た
してしまう。

　サイクリングコースの設定
サイクリング道路を作るのではなく、銚子半島
一周の魅力をPRすることにより、銚子市の売り込
みをする。銚子駅近辺で自転車を輪行バッグにし
まって電車やバスに乗る多くのサイクリング愛好
家を見かけるようになりました。健康、エコブー
ムで思っている以上に銚子にサイクリングにやっ
てきます。東京から120km位とちょうど良い距離
だからでしょう。

22 . 成田空港、LCCの銚子での活用方法。
成田空港でLCCを活用すれば、国内は新千歳か
ら往復12 ,000円、近い、安い。使いやすい。

23 . ピータードラッカー　事業の目的は顧客の創造
銚子の美しい景観とおいしい魚料理とスポーツ
を融合したお客さんを日本全国、世界から呼び込
み、地域経済効果をもたらす。良い風景やおいし

い料理はどこででも味わえるが、ここでスポーツ
が出来ることで新たな顧客を創造したい。
投資効果を考えても、ターゲットを絞りPRして
来てくれる確実性のあるマーケットに資金を投入
するべきと思います。

是非、銚子市でもスポーツコミッションを立ち
上げ、スポーツと観光、経済を結び付けることに
より銚子市の発展を願います。その、組織の長は
是非、銚子の経済界のリーダーの大里忠弘さん松
本恭一さんにお願いしたいと思います。

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　40名
　出　席：30名　欠席10名　出席率75 .00%
　欠　席：有村君・神宮寺君・金島君・栢尾君
　　　　　越川君・宮内（榮）君・宮内（龍）君
　　　　　岡根君・大里君・櫻井（公）君

【M U】
11/26 銚子東RC
 金島君・宮内（秀）君・宮内（龍）君
 佐藤君・信太君・高木君・高橋君

【ニコニコ】

ニコニコBOX ￥19,000 計 ￥350,001

スモールコイン ― 計 ￥ 32,301

米 山 B O X ￥ 2,800 計 ￥ 31,531

希 望 の 風 ― 計 ￥140,800

次回のプログラム（12月11日）
「市立病院の現状について」
　白　濱　龍　興　会員

お弁当：あぐり（幕の内）


