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おねがいいたします。
5月10日千葉科学大学ローターアクト新入会

員の歓迎会にお邪魔してきました。南は沖縄、北
は北海道根室まで過去に無い5名の入会でした。
これは内田修心RAC委員長はじめ大学の先生方、
又アクトに携わる会員の努力の賜物と思います。
尽力された皆さんご苦労様でした。銚子ロータリ
ー会員は9名の参加でした。又本日の卓話は観光
アテンダントの仕事といういうことで、私の職業
に大変関係がありますので観光に関して今後の銚
子に対して私の希望を少し触れさせていただきま
す。今から10年前に銚子市役所の産業部会で話し
たことで、東日本以前の事です。大分前の話です。
少し錯誤している所もあると思いますが宜しくね
がいます。以前は、旅行業とは、各地の観光施設、
ホテル、旅館等が独自で企画商品を作り売るのが主
体でした。
ある意味では受身の姿勢であったと思います。

現在は、各観光地域のホテル、食事どころ、観光
施設等の三者共同企画をするところが大変多くな
ってきました。旅行業者もそれらを利用して便利
な企画だと思いました。又旅行者にとっても便利
ではないかと思います。現在では、官公庁が推薦

皆さん今日は。本日は銚子市観光アテンダント
の鈴木彩子さんをお迎えしての例会となります。
鈴木さん、本日は大変お忙しいところお越しいた
だき眞に有難うございます。後ほど卓話を宜しく

今週のプログラム

「親睦旅行に参加して」

親睦活動委員会

前回の例会報告（5月14日）
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ロータリーソング：我等の生業

第2806号（2014年5月21日発行）

会長挨拶会長挨拶



̶ 2 ̶

する地旅として全国で運動が行われております。
これは以前銚子ロータリークラブでエアポート・
トラベル石橋さんが卓話で述べられました。日本
各地の観光地を廻った私の感じでは、活気のある
魅力的な町は港町が大変多いと感じています。山
岳地では、大きな町はあまり見かけません。銚子
は全国的に港町で知られているので、港町の観光
については港自体が観光資源となり、物資の交流
空間を生み出していると思います。昔NHKテレ
ビでイタリア縦断紀行が放映されて、その古い町
並みが映し出されて港町における観光産業の重要
性を考えられました。高度成長時代には日本各地
の港は、超大型の開発整備が進みましたが、バブ
ル崩壊後は、さまざまな問題が発生して、地域に
よっては（特に都心遠隔地域、高速道路の通じてい
ない地域）活力向上にいたらないところも出てき
ました。これからの計画にあたりハードの整備、運
営のほかに、地域づくりの取り組みが重要と思わ
れます。この点では、いわき市観光物産センター
が市場やレストラン、ミュージアム機能を持つ施
設いわき・ら・ら・ミュウを97年に開設、さらに
福島県が水族館や緑地空間を造り上げ年間250万
人の観光客が訪れる観光地に成長させました。い
わき市については、東日本大震災以降甚大な災害
を受けましたが、最近復興に向け努力していると
ころです。その他に観光産業の観点から見ると北
海道、稚内港、函館港、小樽港、大分港等。静岡
清水港、焼津港、等々があります（時間の関係で以
下省略）。　これらの港は、いずれも古い倉庫を利
用したイベント、憩いの場空間を利用したカフェ
やフリーマーケット、つり大会その他工夫を凝ら
したイベント等を展開しています。
港町つくりのポイントとして
①従来からある港の資産を活用。②市民の主体
的な行動と独創的な発想。　③人材発掘。　④情
報提供やPR。　⑤継続的な取り組みなどをあげ
た。国土交通省（観光庁）ではこれらをまとめ、港
観光交流促進プロジェクトガイドライン検討委員
会が発足。自治体や旅行会社などがメンバーとな

り、政府の【観光立国】の取り組みも行われていま
す。具体的には、クルーズの誘致や水上バスなど
による海からのアクセス強化、港町の背景にある
街や観光地との連携遊休化した倉庫や既存施設な
どを積極的に活用したイベントを開催、水域の利
用、観光情報の発信などを含めるガイドラインを
提供。同プロジェクトは、資金面での援助は行わ
ない方針であるが、計画つくりのための調査支援
を考えている。
あくまで、行政側の一方的な物や人、資金の提

供を行うものではない、地域が一体となること。こ
れが最大の狙いであるといいます。手法について
はいろいろあると思います。観光という観点から
すると、港も大事ですが、我が銚子は、漁業、農
業、商業、工業、文教が一体となり、プロジェク
トをくみ、トロイカ体制で観光産業の活性化に取
り組まなければならないと思います。その上で、銚
子に伝わる伝統的なもの（代々受け継がれてきた
物つくりや地域の考え方や暮らし方）これらが基
本となり、この地域にしかないもの（銚子の宝探し
をして）例えば銚子に伝わる物語等を利用して、ミ
ュージカルを創るのも面白いと思います。年配者
はもちろん、若い人たちにアピールできるもの、
又、銚子色を強く売り出せる銚子メニューの作成、
等受け皿つくりも大変と思いますが、一つずつ実
行して観光客（集客については、旅行業会が当面重
要になる）に来てもらう、手法についてはいろいろ
あると思います。銚子に入るとき道中の看板がほ
しい、銚子の特長を生かしたもの、文字より絵、魚
を生かした、オブジェ等。道路の名前をつける、沿
道に魚・農産物等のオブジェを設置する。銚子の
漁業・農業・文教が合同で観光開発案を創れない
か。大漁節が銚子を大表する伝統的な民謡です。山
形では花笠音頭が街中を山車と共に練り歩きま
す。ものつくりに関しては、参考が多数あると思
います。ハードにあまり資金を費やさないでも、
今の観光客はその地方の文化や人情を求めてい
るのであります。観光アテンダントの笑顔は値千
金です。
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ボーイスカウト銚子 第2団
江　畑　淳　子　様

ボーイスカウト銚子 第3団
勝　田　静　恵　様

ガールスカウト千葉県 第21団
大　内　史　枝　様

銚子市観光アテンダント
鈴　木　彩　子　様

★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆

高　橋　宏　資　会員（5月12日）
内　田　修　心　会員（5月12日）
植　田　正　義　会員（5月13日）

1.ロータリーの行動規範変更について
2.2015‒16年度ガバナー候補者指名について
................................................................................ガバナー事務所
3.次年度書式ダウンロード立ち上げの件
...........................................................ガバナーエレクト事務所
4.7月半期報告の為の会員データ更新期限について
...........................................国際ロータリーデータサービス
5.ハイライトよねやま　170
.....................公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

【例会変更】
鹿島臨海RC…5月15日㈭
波崎RC、鹿島中央RCとの合同例会の為
点鐘18時30分　ホテル梅はら

✌大　里　忠　弘　会員✌

✌松　本　恭　一　会員✌

✌上　総　泰　茂　会員✌

　10日の日曜日、軽井沢120㌔自転車レースに参
加してきました。素晴らしい天気と景色、ただし
2300mの昇りはこたえました
✌髙　木　浩　一　会員✌

　毎年参加しておりますが、海外医療ミッション
に行ってまいりました。5/2から5/7の6日間で
した。本年度はカンボジア10周年の年にあたり、
医療ミッションと今回はRBA（国境なき奉仕団）
とのコラボで浄水装置の設置も行えました。また
カンボジアビジネスも今日、大きな成果があり充
実したミッションでした。
✌宮　内　龍　雄　会員✌

　最も恐れていた事態になってしまいました。今
年の暮から正月にかけて、いきなり孫2人、大変
なことになってしまいました。銚子RCヒヒジジ
の会を発足したいと思います。入会は無料です。無
事産れたら大ニコニコです。

幹事報告幹事報告お客様お客様

ニコニコBOXニコニコBOX

会員の記念日会員の記念日
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「観光アテンダントの仕事」
銚子市観光アテンダント　　
鈴　木　彩　子　様

★キャッチフレーズ
銚子の『おもてなしリーダー』
★仕事内容
『おもてなし』
・感謝の気持ちで接する。
・お客様に寄り添った観光案内。
・銚子の魅力をお伝えする。
・SNSを使った情報発信。
　(人と人とのつながりを促進・サポート
　するコミュニティ型のWEBサイト)
・市内外での観光PR活動。
・銚子を盛り上げるイベント参加。
★嬉しかったこと
・お客様からのお手紙。
・銚子ファンになった。
★銚子の魅力
・景色・気候・銚子漁港・醤油工場
・キャベツ畑・銚子電鉄・犬吠埼温泉
・屏風ヶ浦・犬吠埼灯台
・日本一の日の出・イルカウォッチング
＊銚子半島ハーフマラソン
＊銚子マリーナトライアスロン
★今後の活動目標
・銚子市民に銚子の魅力を伝えたい。
・変わらずにフレッシュな笑顔で♪

5月14日㈬ 例会終了後

リーダー　宮　﨑　裕　光　パスト会長

5大奉仕委員長より、
次年度活動計画が
発表されました。

千葉科学大学RAC新入会員歓迎会
5月10日㈯ 18：00　　　　
又兵衛　　　　　　　　　

卓　話卓　話 次年度クラブ協議会次年度クラブ協議会

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　40名
　出　席：32名　欠席7名　出席率82 .50%
　欠　席：灰谷君・神宮寺君・栢尾君・越川君
　　　　　櫻井（公）君・島田君・杉山君
【M U】
5/12　RAC例会　
丸山君・坂本君・島田君・内田君
5/13　銚子東RC 
岡根君・杉山君
【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥14,000 計 ￥589,001
スモールコイン ￥ 3,200 計 ￥ 65,234
米 山 B O X ― 計 ￥ 59,368
希 望 の 風 ― 計 ￥293,400

次回のプログラム（5月28日）
「職業奉仕フォーラム・ディスカッション」
 職業奉仕委員会

お弁当：大新（幕の内）


