
第 2853回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

≪BGM≫   「アバ ベス トセ レクション」

結婚記念 日

なし

高田 雅司 会長

皆さん、こんにちは。

連体はどのよ うにお過 ごしで

したでしょうか ?

今 日はゲス トス ピーカー と

して (株 )CSA不 動産のCE
O小島孝仁様をお迎えし「世界

的な観光都市を目指 してJと 題

しお話を頂きます。

小島さんは海外での不動産投資なども含め幅広 く活

躍 されてお りますが、中でも身近な用宗地区での様々

な人の集まる街づくりを実践 されている、今話題の方

でもあります。今 日のお話を楽 しみにして参 りました。

小島様後ほどよろしくお願いします。

さて今 日は、あと一ヶ月ほどに迫 りましたサ ッカー

ワール ドカップについてお話 しさせて頂きます。

先般のハ リルホジッチ代表監督の突然の解任 と、西

野朗監督の就任には驚かされました。最近は代表戦で

の結果も出ず、チーム内での意思の疎通も希薄で、不協

和音がたびたび話題にもなつていました。この時期で

の監督交代は異例中の異例ですがcさ て結果はどうな

るでしょうか ?

平成 30年 5月 10日 天候 晴

今回のロシア大会で 21回 目の大会 となりますが、日

本は 6回 目の出場 とな ります。最初のワール ドカ ップ

出場は 1998年のフランス大会でした。旅行会社がこぞ

って観戦ツアーを組み、結局チケットが確保できずツ

アーが中止になった り、観戦できずに帰国することに

なつた方が多数出て問題になった大会でした。その後、

2002年 日本。韓国、2006年 ドイツ、2010年南アフリカ、

2014年ブラジル、そ して 2018年 ロシアと連続での出場

とな ります。 6月 14日 の開幕で、決勝までは一か月間

の長丁場ですが、日本はHグループで、コロンビア、セ

ネガル、ポーラン ドと対戦 します。初戦は 6月 19日 の

コロンビア戦です。

フランス大会当時は、静岡は 日本でのサッカーのメ

ッカとして名をはせてお り23名 の代表の内県内出身者

が 9名 、サッカー留学 した選手を加えると 1チーム編

成できる選手を送 り出していました。最近では 」 リー

グの隆盛などによリメジャースポーツとなり、国内全

域でのレベルアップで、サ ッカー王国静岡の名前もめ

つきりと聞くことは無 くなって しまい、残念で寂 しい

限 りです。今回のロシア大会には何人の静岡県出身者

が選出されるで しょうか ?長谷部や内田、大島などが

選出され、 6月 24日 のエカテ リンブルグでのセネガル

戦で活躍 し、勝利するところを見ることができれば う

れ しいのですが。

以上、終わ ります。

≪来賓卓話》

株式会社 CSA不 動産

代表取締役 CEO Jヽ島 孝仁 様

「世界的な観光都市を目指 して」

昌y甲甲辟5 本 国は、この様な貴重な時間

にお話 を させ て頂 く機会 を頂

戴致 しま してあ りが と うござ

います。CSA不動産の小島孝仁

でございます。今 日は専務の池

谷 と参 りま した。どうぞ宜 しく

お願 い致 します。

≪ゲス ト≫

≪ビジター≫

(株)CSA不 動産

代表取締役 Jヽ 島 孝仁 様

海野 育男 君 (浜松 RC)

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

5月 4日 鳥屋原 昇 君

5月 10日 中山鳥 達郎 君

≪会長挨拶要旨≫

L
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．



私共の CSA不動産は設立 8年 となり、従来からの不

動産部門の加えて、先頃 CSAト ラベル とい う観光事業

部門を立ち上げました。観光客を呼びこむことは新 し

い消費者を育てる事に繋がると考えています。地方に

おける観光事業の成功例には瀬戸内、特に尾道周辺の

躍進が有名です。2014年 から海辺に超高級ホテルを建

設 し、水上タクシーを整備 して以前からの「しまなみ海

道」などの観光資源を加えた新 しいタイプのプロジェ

ク トです。

静岡県には年間約 1億 5000万人の観光客が訪れます

が 8割 は東部 と西部で、中部には残 りの約 2割弱の

2500万人が流れるのみで極めて訪れる観光客は少ない

のが現状です。

原因の一つに静岡市には滞在型のホテルがないこと

があげられると思います。市内のほとんどのホテルが

ビジネス対応型で、ホテルを拠点として観光など、非 日

常を楽 しむ ことは出来ない状態です。そこで我々は
「用宗プロジェク トJと 称して用宗の古民家を改修 した

高級宿泊施設を昨年 7月 に開設 しました。全て 1棟貸

で 4～ 6名 の宿泊が可能ですc近々 4棟 目がオープン

します。お陰様で好評で、旅館、ホテルの予約サイ トで

は第 1位の評価を受けました。現在、宿泊客の 2割 は外

国人です。当初、用宗には飲食店が少なく朝食の調達が

不安でしたが “おもてなしおばさん"と して地元の主婦

の方々にいつもの朝ご飯を作つてもらい提供 したとこ

ろ非常に好評で した。用宗の魅力は ①路地裏 ②海

辺 ③漁港の総合力と考えています。加えて東京、名古

屋から 1時間の静岡か ら2つ 目が最寄 り駅です。政令

指定都市の中で電車と徒歩で 30分以内に海水浴ができ

るところはありません。 この様に交通の便にも恵まれ

ています。そこで我々は、日本人にはノスタルジックな

外国人にはエキゾチ ックな生活感を楽 しむ仕掛けを用

宗に作 りました。古民家を改修 した高級宿泊設備、海の

見える地場産物を利用 したジェラー トパーラーや古 く

から在る店舗をリノベーションして “みなと横丁"と 名

付けた飲食店街を作 り上げました。今年中には温泉も

と考えて試掘中です。 ここには地 ビールエ場も併設す

る予定でお ります。

現在社員は 28名 で 9名 の外国人がお ります。彼 らか

の視点から見た静岡も我々とはだいぶ異なっていて大

変役立ってお ります。

山と街 と海 とが備わっている用宗を世界に向けて発

信 していこうと考えてお りますので。皆様方のご支援

ご協力をお願い申し上げます。ありがとうございまし

た。

≪スマイル報告≫

長谷川 泰 君

島 武志 君

鳥屋原 昇 君

中山鳥 達郎 君

新井 健一 君

5月 7日 か らパルシェ食彩館が リ

ニューアルエ事に入つてお ります。

8月 上旬に第 1期 がオープン致 lノ ま

す。工事中のお詫びのスマイルです。

また、ビアガーデンのチラシを配 ら

せて頂きました。是非ご利用下さい

結婚記念 日のお花を送っていただ

き、有難 うございました。感謝 してス

マイル します。

誕生 日のお祝いを頂き有難 うござ

います。40代最後の 1年 となります。

次の 10年のために、お腹回りのワン

サイズダウンを目標に頑張 ります。

当、家 族 4名 のバ ー スデ ー は

4/3,4/22,5/10,5/20と 春に集中し祝

いを固辞 しているのが私です。 ここ

で年齢を増やすのは止めたい心境で

す。ロータリーのお祝いは “ありがと

う"と 素直な気持ちをもつて言わせ

ていただきます。

小島社長、本 日の卓話をありがと

うございま した。静岡の可能性をま

だまだ感 じる、素晴 らしいお話に感

動 してスマイル します。 これからも

静岡の魅力を発信 し、盛 り上げて下

さい。大いに期待 しています。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

50(48) ― ′

50(48)

48(46) 4 91 30%

(会報作成 佐橋 徹 )

(講演後には大勢の会員 との名刺交換が見られました。 )


