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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  
広報・会報委員会   

委員長 副島 賢治  委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「新入会員卓話」  

常世田 祐一会員 

山崎 芳樹会員 

前回例会報告（５月３０日） 

点鐘：松本 恭一会長 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング： 四つのテスト 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

一般社団法人銚子市観光協会 

ＤＭＯ準備室 室長 佐野 明子様 

会長挨拶 

夕方から雨が本降りになる予報です。沖縄、九

州、四国は例年より早く梅雨入りし、関東甲信越

地方は平年６月８日に梅雨入りですが、今年は

早くなりそうです。早く入ってスカッと明けて

もらいたいものです。 

 この一週間は、２４日（木）に分区のゴルフ大

会があり当クラブより９名の参加でした。結果

はいかがだったでしょうか。私は６月末のこの

一週間は、一年で一番忙しい時期になります。３

月決算で決算書、申告書の作成の為ですが、会長

挨拶を考えるどころではありませんでした。殆

ど準備しないまま例会に挑んでしまいましたの

でご了承下さい。 

 今日は観光についての卓話ですので、「自分が

東京に住んでいたら、銚子に何を期待し旅に来

るか」という軽い話をさせていただきます。 

 私は今回のように忙しい仕事が一区切りした

ならば、銚子にはゆっくりと英気を養う目的で

訪れるでしょう。具体的には、ひたすら本を読む

旅です。まずちょっと奮発し「太陽の里」を 2 泊

3 日で予約します。そして予めアマゾンで読み

たい本を数冊宿に送っておきます。海を眺め波

の音を BGM にして、ひたすら本を読みそして

昼寝し温泉に入ります。気分転換にはマリーナ、

屏風ヶ浦までジョギングをします。夕方には外

川の街並みを散歩し、愛宕山を上り、地球展望館

の残念ながらまずいコーヒーを飲み、夕陽を眺

めながら物思いにふけります。こんな何もしな
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い贅沢な旅もないでしょう。最終日はヤマサ醤

油の工場見学をし、猿田神社でお参りし、パワー

スポットで力をもらい帰路に着きます。癒され

次の仕事に向かう為の英気を養う。そういう旅

が素朴な銚子には似合っていると思います。 

 現在銚子は、国定公園に指定（１９５９年３

月）、日本ジオパークに認定（２０１２年９月）、

佐倉成田香取と伴に日本遺産に認定（２０１６

年４月）されています。国定公園は自然保護保全

が主な目的ですが、ジオパークは保全と教育と

地域活性化が目的、日本遺産は地域活性化のみ

が目的です。又、日本には国立公園３４か所、国

定公園５６か所、合わせて９０か所の公園があ

ります。日本ジオパークが４３地域（内世界ジオ

パーク９地域）。日本遺産が６７か所他に世界遺

産２０か所、遺産が合計８７か所になります。こ

んなに多いと思いませんでしたが、日本は公園

だらけ遺産だらけなのです。しかし、皮肉にも観

光で一番賑わっているのは何も認定されていな

い東京都心部だけという結果です。行政は認定

指定をするけれど、後はそれぞれの地域で英知

を絞り頑張って下さい、ということだと思いま

す。 

 本日の卓話は、DMO 推進室佐野明子様です。

「観光 DMO について」ですが、分かったよう

で分からない DMO です。今後の為にじっくり

と勉強させていただきます。 

幹事報告 

1. 2018年 6月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1ドル=110円 

2. 財団室 NEWS 2018年 6月号 

…ガバナー事務所 

【例会変更】 

旭ＲＣ 

6月 1日(金)親睦旅行へ振替の為  休会 

  2日(土)～4日(月)親睦旅行（甲子園） 

  22日(金)夜間例会  

会員の記念日 

☆入会記念日  

永澤  信会員(5月 25日) 

☆結婚記念日  

杉山 俊明会員(5月 27日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧寺内 忠正会員 

先日分区のゴルフコンペに初め

て参加し、2 つ賞をいただきまし

た。しかしながら不名誉な賞でし

たので寄付させていただきます。

ちなみにいただいた賞は、ブービー賞と猛打賞

です。 

✧永澤 信会員 

私も初めて分区ゴルフに参加

させていただきました。寺内

さん同様、不名誉な賞をたく

さんいただきましたので反省

の意味を込めて寄付をさせていただきます。 

いただいた賞は、32 名中 25 位賞、最多 OB 賞、

1ホール 12打以上賞です。 

卓  話  

「銚子版 DMO について」 

一般社団法人銚子市観光協会 

DMO 準備室 室長 佐野明子様 

皆様の中で DMO を聞いたことがある、DMO

をよく知っているという方はいらっしゃいます

でしょうか？今日皆様にお伝えしたいことは、

「DMO とは何なのか？」ということです。 
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DMO はデスティネーション・マネージメント／

マーケティング・オーガニゼーションの略で、

元々アメリカやヨーロッパで成功した観光の組

織であり、それを国が日本でも取り入れようと

「日本版 DMO」の推進を始めました。 

では、「日本版 DMO」とは一体何でしょうか？

以下観光庁 HP からの抜粋です。「日本版ＤＭＯ

は地域の稼ぐ力を引き出すとともに地域への誇

りと愛着を醸成する観光地経営の視点に立った

観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係

者と共同しながら、明確なコンセプトに基づい

た観光地域づくりを実現するための戦略を策定

するとともに、戦略を着実に実施するための調

整機能を備えた法人です。（以下略）」といって

も、何のことだかよくわからないのではないか

と思います。これは、国が提唱する日本版 DMO

の理想的な形です。しかし、個性豊かな都市が

様々ある中で、皆が同じように理想的な形を作

ることは不可能と言えます。銚子は銚子らしい

「銚子版 DMO」の形成が必要になります。そこ

で昨年７月より銚子市観光協会と銚子市は『銚

子人気質「てんでんしのぎ」を繋いだ新しい銚子

観光まちづくり事業』を開始しました。 

では、「銚子版 DMO」は一体何のために存在

するべきなのでしょうか。それは、銚子の観光を

活性化して、銚子の経済を上向きにすることに

寄与するためだと考えます。そのためには、消費

者に対して銚子観光の魅力を最大限に伝え、購

入してもらうことが必要です。そしてそのため

には、まず自分をよく知ることが必要ではない

でしょうか。 

 ここで少し私の自己紹介をさせていただきま

す。私は横浜市の出身で、銚子という地名は知っ

ていたものの、それがどこにあるどんなまちな

のか、全く知りませんでした。そして、１０年前

に九十九里町へ移住した年の GW に家族と初め

て銚子を訪れました。そのときは観光客で溢れ

かえっていて、美味しいものも食べられず、お土

産をどこで買ってよいかもわからずそのまま帰

りました。そして、「二度と銚子へ行くことはな

いだろうな。」と感じました。その後縁があり仕

事で再び銚子を訪れるようになり、銚子の人に

触れ、素晴らしい環境や食といった魅力を感じ、

銚子が大好きになりました。私の強みはよそ者

であり、良いも悪いも銚子を客観的に見られる

ところです。 

 話を戻しまして、消費者に対して銚子観光の

魅力を最大限に伝え、購入してもらうには、客観

的に自分を知ることが重要です。己を知り、弱み

をカバーしながら、強みを最大限に活かし、消費

者が欲しい！と思う銚子になることです。その

ために、現在 DMO 準備室では、 

１．お客様に触れ、お客様の生の声を聞くこと

（マーケティング調査、モニターツアー、イベ

ント） 

２．銚子観光がどんな人に求められるかを考え

ターゲット設定（3 世代ファミリー、30～40

代の IT 企業に勤務する人） 

３．ターゲットとする人々へのプロモーション 

（川口市へのアプローチ、ちょうしフラット

通信）等を行っています。 

さて、DMO とは何か、それは D どうしたら、 

M もっと、O お客様が増えるのか、喜んでいた

だけるのかを真剣に考え行動すること（組織）だ

と私は考えます。お客様を喜ばせることで銚子

にお金が落ち、まちが潤い活性化することで、銚

子の人々が喜び生き生きと暮らし働き、そして

またお客様を喜ばせることができるという循環

ができてきます。そしてみんながハッピーにな

るのです。 

自分の利益ばかりを考えるのではなく、まず相

手を喜ばせることで結果自分に喜びが還ってく

るのです。 

 DMO 準備室は、「どうしたら」「もっと」 

「お客様に喜んでもらえるか」を一生懸命考え、

そのための行動をする「銚子版 DMO」組織づく
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りを目指します。しかし、これは 1 年 2 年で簡

単にできることではありません。私 1 人でも、

観光協会だけでもできません。皆様のご協力と

ご支援を宜しくお願い致します。 

 

表  彰 

 

 

 

 

第３回米山功労者 

松本 恭一会長 

入会式 

常世田 祐一会員 

事業所：銚子商工信用組合 参事 

職業分類：信用組合 

所属委員会：親睦活動 

 

 

 

山崎 芳樹会員 

事業所：朝日生命保険相互会社    

銚子営業所 営業所長 

職業分類：生命保険 

所属委員会：親睦活動 

ｶｳﾝｾﾗｰ ：信太秀紀会員 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算３９名  

出席：３２名 欠席：７名 出席率８２．０５％ 

欠席 金島君・信太君・寺内君・高瀬君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

6/1成田ＲＣ 石毛充君・金島君・小林君 

櫻井(公)君・島田君・寺内君・鈴木君・須永君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 13,000 計 ￥573,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 49,037 

米山 BOX ￥  4,000 計 ￥ 52,730  

希望の風 ￥ ―  計 ￥284,301 

次週のプログラム（６月１３日） 

お昼の例会はございません。 

夜間移動例会・新旧クラブ協議会 

会場：太陽の里 点鐘：18時 00分 

送迎バス 

市役所 17:20→銚子駅丸通 P前 17:30出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

ロータリアンの行動規範 

ロータリアンとして、私は以下のように行動す

る。 

1. 個人として、また事業において、高潔さと 

高い倫理基準をもって行動する。 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手と 

その職業に対して尊重の念をもって接す

る。 

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びと 

を導き、特別なニーズを抱える人びとを助

け、地域社会や世界中の人びとの生活の質

を高める。 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を 

落とすような言動は避ける 


