
第 2713回例会

《司 会》  相原 雄治 君

《合 唱≫

《 BGM》

《ゲス ト》  なし

《ビジター》 芹澤

《本日のお祝い》

お誕生 日

5月 1日 河野 雅一

5月 4日 鳥屋原 昇
5月 5日 冨井 ―矢

《会長挨拶要旨》

残された歳月

結婚記念 日

5月 1日 河野 雅一

5月 5日 中嶋 達郎

この頃、自分の残され

た歳月を想 うことがあり

ます。体力、とりわけ歩

く力が衰えてくると限り

ある力、限りある時間を

思うことがあります。人

生の持ち時間が少なくな

ればなるほど「考えてか
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された歳月を暮してゆきたいと思うようになりました。
ロータリーは職業奉仕の下で、ロータリーの原貝1に

沿つて自らの職業を律することを求めていますが、そ

のことにも通じることでしょう。

ところで 「仕事Jと いえば、丹羽会員がお仕事の関

係で京都へ単身赴任で転勤されます。今日で当クラブ

の例会への出席は最後です。

単身赴任は古くは古代から、防人 (さ きもり)な どに

見られました。自村江 (は くすきのえ)の戦のあと、大

陸からの攻撃に備えて北九州の守 りを固めるために

東の国から単身で防人として九州へ赴いた記録が残っ

ています。古代から一家の大黒柱が単身で、遠くで働

くということが珍しくなかつたようです。

万葉集にも、いくつかの防人の歌が詠まれています。

単身赴任に似た単身で任地に赴く人の切ない想いが詠

まれています。「わが妻も 絵にかきとうむ 0ヽ づまもが

旅行くあれば 見つつしのばむJと いう歌があります。
つまり、妻の似顔絵を書いて肌身離さず持っていれば

単身で任地に赴いても寂しくないという意味の歌です。

また九州ではないですが「淡路島 かよふ千鳥の鳴く声

に いく夜寝目覚めの須磨の関守Jと いう和歌も単身赴

任の人の歌です。
いつの時代にも仕事は自分だけのためではなく、家

族を守り、大切な人を守るためにあるのかもしれない

と改めて思います。丹羽会員、大いに頑張って下さい。

猟犬のように仕事を追い求めてみて下さい。お元気で。
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「静岡東ロータリー」

「小野リサとボサノバ」

正明 君 (御殿場 RC)
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らやるJのではなく「まず、やってみたうえで考えよ

うJと そのように生きてゆきたい、と思うと城山二郎
があるエッセイの中で書いています。

彼は、自分の残された歳月には限りがある。だから

あの世に行って悔やまぬよう、人間と真っ向から取り

組んで仕事をしたい。仕事を追つて猟犬のように生き
いつかはくたびれた猟犬のように果てたい、と述べて

います。そして、彼は最期までそのように生きたので

す。つまり、仕事に追われるのではなく、猟犬のよう

に、自ら仕事を追ってゆきたいというのです。

私自身、夕暮れになると疲労を感じるこの頃、改め

て猟犬のように仕事を追い求めて人間と向き合い、残

《会員卓話》

『インバンドについて』
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丹羽 亨 君

全国的に人口減少、高

齢化、大都市と地方圏の

2極化などが起こつてい

るなかで「インバン ド消

費Jが今注目されていま

す。環境や諸条件の変化

により、訪 日外国人の急

増が起こつてお り、特に

中国人による 「爆買いJ

琶



という状況が現れています。
2020年 には訪日外国人客数は 2000万人達成と予測

されているなかで、現時点の訪日外国人客数ベスト3

は 1位台湾、2位韓国、 3位中国、であり、旅行消費

額ベス ト3は中国、台湾、韓国の順で急激に伸びてい

ます。消費額を費日別でみると、2014年 は宿泊額 6000

億円に対し買物代が 7000億円と大幅に伸びてきてお

り、その内の約 10%、 700億円が百貨店免税売上げと

なっていることが分かります。従つてこのインバンド

消費額を、いかにに拡大していくかが我々の重要課題

となつているわけです。

中国からの方は平均 186泊 し、支出額も一人当たり

約 23万 円と長期滞在し、買物代の割合も約半分と高い

です。彼 らの日本で行きたい場所ベス ト3は、温泉

日本食、富士山だそうです。この 3つは静岡には見事

に揃っているわけです。

他県の成功事例を調べてみると、富山県立山町では

立山ブランドの知名度が高い先をターグットとし、台

湾、香港、タイに対するトップセールスを強化し、外

国人観光客誘致を図つていました。又長崎県長崎市も

クルーズ船受入拡大や県内空港の利便性向上等のプロ

ジェクトを推進するなどの、国際観光戦略プランを策

定し実行していました。

静岡も静岡空港にくるチャーター使の増加、清水港

に外国クルーズ船寄港も増加ということからも、来日

客をいかに県内に滞在いただき、消費していただける

か、「通過点から目的地への変革」となるような観光プ
ロモーション戦略と、受入環境の整備が重要になると

考えます。静岡活性化の起爆剤になりえるインバンド

拡大に向けた取組みを推進していきます。

《スマイル報告》

丹羽 亨  君  3年 4ヶ 月大変お世話になりました。

最高の環境、人に支えられて素晴らし

い生活を送ることが出来ました。この

経験を京都で活かしたいと思います。

伊藤洋一郎君  丹羽さんお元気で。京都に会いに行き

ますね。

次女が新入社員として研修中です。あ

の子が仕事をするのか、あの子が給料

を貰うのかと思うと感慨があります。

浅野 裕史 君  結婚記念日のお花をありがとうござい

ました。お互いの弱点を補いながら仲

良く暮らしていければと思います。会

報Cの皆様に度重なる日程変更を受け

入れ頂き感謝しスマイルします。

相原 雄治 君

河原崎宏之 君 丹羽さんご栄転おめでとうございま

す。京都は私も昨年 6月 迄居り、懐か

しい地で7月 には祗園祭りが待つてい

ます。ご活躍をお祈りしてます。

気谷 雄太郎君 27日 は長女の誕生日、長い間単身赴任

で中々コミュニケーションがとれず知

らぬ間に 27歳になつてました。娘のパ

ースデーにスマイルします。

54回 日の誕生祝いをRCか ら初めて

頂きました。人生初の事なので一生の

思い出に残ると思います。感謝の念を

込めてスマイルします。

中嶋 達郎 君  今年も結婚祝いをありがとうございま

す。結局タイミングを外した為最後ま

でこの際連れ添うようになります。

小山 宏之 君  スマイルG丹羽リーダー大変お世話に

なりました。京都でのご活躍を祈念し

てスマイルします。

新井 勉  君

佐野 哲一 君

鳥屋原 昇 君

新間 桂子 君

スマイルに会場監督に、最後までご尽

力頂いたことに感謝し、丹羽さんのご

栄転を祝し革新の都でもある京都での

今後の大活躍を祈念して。

誕生祝ありがとうございます。着実に

メタボ進行中ですので、健康に気をつ

けていきたいと思います。

18日 の地区協議会参加の皆様、遠くま

でお疲れ様でした。来期に向け準備を

お願い致します。加藤さん、大角さん

差し入れありがとうございました。

久野 義彦 君  スマイルのリーダー丹羽さんご栄転お

めでとうビざいます。京都の新任地で

の益々のご活躍をお祈 りします。静岡

は残された私たちで頑張ります。

山下 勝央 君  結婚記念日のお祝いありがとうござい

ました。送つて頂いたお花はセンスも

良くかわいらしく奥さんもとても喜ん

でいました。

寺澤 啓子 君 丹羽さん、色々とお世話になりました。

京都でもご活躍されることを願ってい

ます。

丹羽会員の卓話と京都での活躍と京都

で再会した時の期待を込めてスマイル

します。

誕生日、結婚記念日のお祝いありがと

うございます。また本日が丹羽さんの

最後のRC参加と開きました。

お別れにスマイツレさせて頂きます。

《第 307回 くらく会報告》

平成 27年 4月 22日 (水)於  静岡倶楽部

出席 4名  投句 2名

兼題  「菜の花」「花曇J 他当季雑詠

第 1席 菜の花や月おぽろんで里の暮れ 渡邊陽夫

第 2席 咲き満ちて菜の花色を野に放ち 新間桂子

他 2名 2句

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

4/23 51(50) 6

4/16 51(50) 8

4/9 51(49) 5 3 2 95 92%

河野 雅一 君


