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ダーで監視しているのでラインは超えないそうで
す。日常生活で入っていけない所がすぐそこにあ
る、複雑な感覚でした。3 日目は知床半島観光、
ナイトツアーでガイドが道路にいたキツネに「おす

ロータリーソング ソングリーダー 北島俊秀 君

わり！」というとお座りしました。観光客がくれるエ

「我等の生業」
四つのテスト唱和

サ目当てだそうです。餌をあげないでという看板
北島俊秀 君

本日のお客さま並びにビジター紹介
静岡県観光協会 専務理事 太田 忠四朗 様
会長挨拶

沼田時子 君

急遽休みが取れ娘と二人、世界遺産を見たいと
思い 7 月 14 日～17 日まで知床半島に出かけま
した。7 月の静岡空港から北海道行きは満席、羽
田から新千歳で乗換、初のプロペラ機で女満別
へ自民党の元幹事長・武部勤さん（地元・斜里町
出身）がでんと座っておりました。空港からはレン
タカー。まず、年間 3000 匹ものサクラマスが遡上
する「さくらの滝」次々にジャンプするマスのけな
げな姿に感動、タクシーの運転手さん曰くこれか
らブヨが大発生するので虫よけが必需品。次は
「神の子池」周囲 220m の小さな池ですが 1 日
12,000t もの伏流水が湧き出し、水深 5ｍの底ま
でコバルトブルーに透き通っていました。一泊目
は摩周湖近くの川湯温泉、星紀行ツアーで天の
川を見る予定が曇りで断念。2 日目は羅臼港から

はいたるところにありましたが・・。前日まで熊の
目撃情報もずっとあったのにお目にかかれませ
んでした。走行距離 600 キロの旅で、2 回観光客
相手のお巡りさんに遭遇、優しい対向車のパッシ
ングのおかげで減速、何事もなく帰ってきました。
幹事報告
山崎雅光 君
・2017〜2018 年度 長期青少年交換学生・
募集案内について
・ガバナー候補生受講案内
委員会報告
奉仕プロジェクトならびに音楽同好会
加藤博一 君
・長期青少年交換学生応募については 9 月 30
日締め切り。例年、受け入れ側で苦慮するため、
早めに申し出ていただきたい。
・今後の活動として、10 月の夜間例会では静岡
市から米国カリフォルニア州ストックトンに派遣し
ている学生の帰国報告会を予定。11 月の夜間例
会はロータリーソングの録音を計画。（8 月 22 日
（月）に打ち合わせ）皆さん練習しておいてくださ
いね。
・8 月 29 日（月）に委員会を開催する。

2 時間半のホエールウォッチング、16 キロしか離
れていなくて沖縄本島よりも大きい国後島がずっ
と目の前、クジラは水中マイクからの音はするけ
ど姿はなし、40 分位で呼吸の為水面に上がるの
を船上で待つも日露の中間ラインの外側で潮を
噴き上げるのを遠くに見て帰港。ロシアの監視船
はいないそうですが、北海道と海上自衛隊がレー

ロータリー財団
渡辺憲治 君
・財団 100 周年記念事業の打合せがあり、会長と
出席予定。各種行事においてアイデア募集・・・
寄付も。
会員のお祝い
お誕生日
片嶋政昭 君
皆さん欠席にて紹介のみ
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出席報告・スマイル
川崎友和 君
会員 37 名中 出席 26 名
先々週 7/13 出席計算会員
数 36 名、出席会員数 29 名、
ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 0 名、
改正出席率 80.56%
沼田時子 君、冨田英児 君
観光協会の太田様 今日はよろしくお願いいたし
ます。
望月正弘 君
太田専務理事お世話になります。
海老原正之 君
現在、三井住友信託銀行静岡支店の１階ロビー
で、南アルプスのライチョウを展示しています。昨
日静岡新聞の朝刊で取り上げていただきました。
ご興味のある方はお気軽にご来店下さい。それ
から私事ですが、先日富士山に登ってきました。
とてもつらくて、２度目はもういいです。
北島俊秀 君
本年も大道芸。ポスター 学生たち素晴らしい。
TV にて杉山さん頑張っていますね。
渡辺憲治 君
最近なぜかスマホのバッテリーの消費量が増
えました。
鈴木麻祐子 君
先日、約 2 年ぶりにゴルフに行きました。朝霧
ジャンボリーで 126 でした。ゴルフ同好会も
また参加していきたいです。
川崎友和 君
私ごとですが、2 人目ができました。また例会に
連れてきますので、よろしくお願いします。
袴田文治 君、満井義政 君、武藤宏之 君
育成会にスマイル
卓 話
静岡県観光協会
専務理事
太田忠四朗 様
テーマ：新たな価値の創造
〜ふじのくに観光ファンと
リピーターづくり
・現在 72 歳。40 歳まではカーデザイナーとして
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スカイラインの設計に携わるなど、がむしゃらに働い
てきた。40 歳で一転、人の役に立ちたいとの思いが
湧き上がり、45 歳で会社設立。それが(株)創建。当
時、将来の高齢化社会を憂い、高齢者が一人にな
っても不自由しない住まいを作りたい。これが起業
した動機。創立当初より 58 歳で会社をリタイアする
ことを決めていた。以降は好きな海外旅行三昧。そ
れがご縁で観光協会へ誘いを受けた。
・私の座右の銘は「創る いきいき」。「いき」には「生
き」「活き」「粋」「意気」の 4 つの意味に思いを込め
た。さらに、私の健康の源は「お茶」と「野菜」と「新
たな価値の創造」。毎日、地産の緑茶を飲み、家内
が用意してくれる野菜を食し続けている。そのおか
げで、現在常用薬ゼロ。血圧 125〜85 の適正値
内。いたって健康である。また、「新たな価値の創
造」として、「袋井丸凧」「たまご ふわふわ」の発見・
再現や遠州古刹めぐり「三日坊さんの旅」の企画・
実施など、袋井にある観光資源ネットワークを活か
した仕掛けを行ってきた。ちなみに「たまご ふわふ
わ」は古い文献にあったものを発見し、第 2 回 B 級
グルメ大会に出品。茶碗蒸しの原型として広く世の
中に広まった。また、意外と知られていないが袋井
を含めた遠州地域には 1300 年前からあるお寺が
100 以上もある。これを活用しない手はないと考え、
5 つの寺を五山と称して、それらを一泊二日で巡る
という企画。参加者の 70％は女性。三日坊主では
失礼なので三日坊さんとした。(笑)。現職について
からは、これまでの取り組みを深化・明確化するた
め「もっと いきいき観光創ろうよ」を明文化し、観光
協会そして自らの使命とした。H28 年静岡県観光協
会の目標を「ふじのくに観光交流人口の拡大を目指
す」とし、その戦略は「観光ファンとリピーター増大」
においた。今後も仕掛ける観光の意識を大切にして
いきたい。
＊最後に講師より皆さんに「わたしの富士山」を描く
よう依頼がありました。十人十色の富士山でした
が、富士山の姿でお住いの場所がわかるようです。
やはり、ふじは霊峰、静岡県民の宝ですね。興味深
いお話をありがとうございました。（拝）
閉会の点鐘

沼田時子 君

