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《合 唱》  「我等の生葉J

《ゲスト》

《BGM》  CARRERAS DOMINGO PAVAROTTI

With  MEHTA

『THE 3 TENORS』

平成 27年 11月 12日 天候 曇

ル補助金プロジェクトが、国際奉仕部門で表彰されました

次いで RI研修リーダーの小船井修―氏を講師とした地区

指導者育成セミナーがありました。小船井氏は RC会員の減

少に言及されました。20年ほど以前には 12万人であつた会

員数は毎年、毎年 減少して、昨年度は 9万人以下となって

しまいました。この間に日本では猛烈なスピー ドで少子高齢

化が進行したことを原因の一つに挙げていましたが RC会
員の年齢を考えてみれば中高年層の増加はプラス要因とも

考えられるのではないかと思われました。また小船井氏は次

年度の議題として、例会の形式の見直しや職業分類の撤廃な

ども挙げられるであろうとも話されました。午後 6時からは

RI会長代理 台湾のファンご夫妻をお迎えした夕食会があ

りました。

第 2日 目の朝 8時過ぎに 早朝 6時に静岡を出発 したバ

スがホテルに至1着 しました。多少眠たそうなお顔でしたが、

静岡東 RCの 6名 〈望月会貝、杉国会員、浅野昌1幹事 大村会

員、小山宏之会員、小山真人会員)の会員が元気に降りてこ

られました。受付後、 9時 30分に開会点鐘があり、来賓

役員などの紹介の後、作家井沢元彦氏の講演がありました。

甲州1ゆかりの武日信玄と勝頼についての講演でした.講演終

了後に次年度のガバナーは清水中央 RCの庄子哲男氏、ガバ

ナーノミニーは焼津 RCの松村友吉氏が選出され、地区大会

は 2016年 11月 19日 、20日 にグランシップで開催予定であ

ることが発表されました。大会旗のう継ぎの後、閉会点鐘が

あり大会は閉幕しました。我々は分科会に参加した後、帰路

につき 全員無事静岡に帰着しました。

尚、今回も大角会員には大変お世話になりました。

有難 うございました。

そして地EXI大 会に参加された会員の皆様にはお疲れさま

でした。

《来費卓奮》

『富士山静田空港の最近の動向』

富士山静田空港 株式会社

代表取綺役社長 出野 勉 氏

富士山静岡空港 株式会社

代表取締役社長

出野 勉 氏

望月 義弘 君 (静岡RC)《ビジター》

《本日のお祝い》

お誕生 日

11月 15日 高日 雅司 君  11月
11月

11月

《会長代行挨拶要旨》

「地区大会報告J

結婚記念日
12日 長島 秀親 君
15日 細川 俊彦 君
17日 河原峙 宏之君

先週 11月 6日 と 7

日に国際 ロー タ リー

第 2620地 区 2015～

2016年度地区大会が

甲府市で開催 され ま

した。第 1日 には、当

クラブか ら勝 山パ ス

トガバナー、新問幹事

と私が出席 しました。2620地区 78ク ラブから地区委員長

冨1委員長及び会長.幹事約 280名 のロータリアンが甲府富士

屋ホテルに集合し、定刻 13時から会議が始まりました。

会議では昨年度に行われた会員増強や職業奉仕など8つ

の部門での活動のうち、特色ある活動事例の報告と表彰が行

われました。静岡東 RCも静岡市 RCと の協賛事業であるスリ

ランカの「学校における水と衛生Jをテーマとしたグローバ
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: す。本来は定期便なので

ノ 大きくは変わらないはず

ですが キャンセルや運

ブ 2015年 グランドシエア選手権に初め

て参カロしました。雨の降る中の大変厳し

いコンディションでしたが、最後まで気

持ちを切らさず優勝することができまし

た。また、新しい冠〈かんむ り)が取れま

した。

地区大会に 2日 続きで参加し、最終宴ま

で出ましたので、本 日は欠席してもよか

ったのですが、新聞幹司さん野口 Cか ら

の私への特月1賛 を保管され、本曰頂ける

とのことで出席しました。なお本 口別の

会合があり、早退しますのでよろしくお

願いします。

先日の地区大会では皆様にお世話になり

ました。さらに帰 りにコー トを忘れてし

ま|ヽ 浅野さんにお手数料をかけました。

お詫びにスマイルします。

お誕生 日のお祝いあ りがとうございま

す。63歳になります。年々体力の表えを

実感いたしております。さみしい限りで

すが、頑張ります。

本日の来賓卓話に出野富士山空港社長を

お迎えしました。

先週土曜日に地区大会べ行つて参りまし

た。慣れない引率役でとても疲れました

が、皆様のご協力で無事静岡に戻つて来

られました。おいしい飲み物をたくさん

頂き、ありがとうございました。

地区大会で甲府に行ってきました。とて

も長い一日でした。ご一緒に参加させて

いただいた皆様ありがとうございまし

た。

結婚記念日のお祝いを項けるということ

で、感謝してスマイルします。ところで

確か 35年だと思いますが、この年は特男1

な記念日ではないと安心しました。

先月、父が高血糖で倒れ 緊急入院しま

した。 ICUに も入つていましたが 先

週無事退院することができました。自分
への節制の誓いを込めて、スマイルいた

します。

《スマイル報告》

白千1浩志 君   11月 10日 富士ロイヤルカントリークラ

休で毎日変わっています。もともと国際線は 「ソウルJ「上

海 武漢J「台北Jの 3路線 (11便)で したが、昨年から中国

便が急増し、夕在は 13路線 (週 41便 )と 昨年比で 10路線増

えています。国内線については運用時間が先日から1時間半

延長 (7:30～ 22:00)さ れ 福岡便が 1便増えました。搭乗

者数も国内線が前年比 103%の伸び国際練は前年比で 200%

以上の増カロし、今年は目標の 70万人を達成できる見込みで

す。空港来場者数も100万 人近くを見込んでおり、合計来訪

者は 160～ 170万人にものぼる見込みです。このお客様を地

元の活性化に生かすための取り組みを行っています。

訪日外国人の総旅行消費額は昨年全国で2兆円を超えま

した。今年は半年で既に2兆円を超えており中国人旅行客の

『爆買い』が原動力です。団体客だけでなく個人の旅行客も

増えており、情報提供を通して静岡県内での滞在日数を増加

させ活性化につなげたいと考えています。名所 日跡の観光だ

けでなく産業観光 (モ ノづくりの場場を見る)も増えていま

す。浜松の「うなぎパイファクトリー」では生産,場を見せ

ながら販売を行つており中国人旅行客が訪れています。また

北海道の「白い恋人Jでもファクトリー全体を公園化して誘

客を図つています。

因みに原則北海道でしか販売しない「自い恋人」は富士山

静岡空港でも今春から販売しています。中国人旅行客に圧倒

的な人気で段ボール箱でのまとめ買いをしていくこともあ

ります。免税店の総売上の約 3割 が食品ですが その 6割は

'白

い恋人Jの売上が占めています。空港免税店の今年の総

売上は 2010年度から 10倍以上になる予想です。また利用者
の国籍は 2010年には日本人と韓国人が大半でしたが、魂在

は中国人の割合が 93%と 驚異的に延びています。

中国人はクレジットカー ドを持っている人が少なく見金
の国外持出しが規制されているため、多く使われているのは

預金直結のデビットカー ド「銀聯カー ドJです。中国人観光

客からの売上を取込むためには「銀聯カー ドJが利用できる

環境整備が必須です。免税店では中国人に人気の炊飯器をは

じめとして、資生堂の 10万 円の化粧品が売れています。中

国人が自国製品を信用していないためか日本製であること

が条件であり日本製であれば値段に糸目はつけません。
コンパク トな空港であるため旅行客急増に対し施設面で

の対策とソフ ト面でも中国語対応可能な社員の増員等で対

応しています。中国人旅行客は出発の数lll間 前に空港に来て

長時間滞在することがあります。旅行客の空港での待ち時間

を不1用 したミニッアー(静岡市内等)を実施し、地域資源の活

用を図っていきます。静岡市にとつても中国語の対応や「銀

爾カー ドJへの対応をはじめとした官民一体での旅行客の取

り込みを図ることが地域の活性化につながると考えていま

す。

くクラノ会報グルーブからの連絡事項》

クラノ会議グルーブリーダー 鈴木寿人

勝山 國太郎 君

望月 康弘 君

高口 雅司 君

村松 重治 君

浅野 裕史 君

小山 真人 君

河原崎 宏之 君

鳥屋原 昇 君

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化する」ことを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願いまします。

《出席報告》
会員数 出席 MU 完全欠席 確定出席率

11/12 5460) 35

l1/6 54(50) 42 8

10/29 54(50) 41 9 7 2 96 00%

く会報,成 :日 中機―>


