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２０１５年１２月第３例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 
 
＜握手タイム＞ 

 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま、こんにちは。 

本日は、新潟のインバウンド（訪日外国人）観光 

について、お話をいたします。 

昨年あたりから、県内各地で外国人観光客をみかけ 

る機会が多くなった。平成２３年度においての宿泊 

数は、韓国 11,009 人、台湾 11,572 人、中国 8,670 

人、オーストラリア 6,265 人であったが、平成２６ 

年では、韓国 10,181 人(91.7％)、台湾 33,373 人( 

288％）、中国 25,810 人(297％)、オーストラリア 

22,075 人(352％)となった。全体では 58,485 人から

137,206 人(233％)と、急増している。最近の円安と 

ビザの発給要件の緩和、アジア諸国の所得の向上等 

が増加の要因となっている。新聞やテレビなどでは 

中国人観光客による「爆買い」が取り上げられ、所 

謂ゴールデンルートといわれる東京、京都、大坂な 

どのデパート等では販売にも良い影響を与えている

ようだ。インパウンド客争奪は過熱し、一種のブー

ムのような様相を呈している。また政府も 2,020 年 

に訪日外国観光客 3,000 万人の目標を掲げて様々な 

施策で後押ししようと考えているようです。 

本県には、A 級観光資源が少ないものの、何でもあ

るのが特徴で総合力は持っていると思う。組合せで 

多様性を出していくのが効果的ではないだろうか。 

観光立国の４要素といわれる気候、自然、文化、食

事で考えると四季折々の気候、山も海も川も離島も 

ある。豊かな食材をうまく組み合わせれば、魅力的 

な食事も提供できるはずだ。新潟の総合力や多様性

を新潟や地域の独自性に高める事が益々重要である。 

そのため、これまでのやり方を見直し、ひとつの業

界やひとつの地域で完結するのではなく、「連携と 

競争」のなかで地域の資源を見直し、磨き上げて相

互に進化して行く姿勢が必要であろう。出来る事か

ら着々と辛抱強く取り組まなくてはならない。そし

て勘違いや思考停止に陥らず、これまでの常識をも

疑って地域の魅力を再構築する必要があるのではな

いだろうか。又、多方面に渡って国際化がどんどん

進められていくでしょう。以上です。 

 

＜ゲ ス ト＞  
新潟市秋葉区役所建設課 課長 吉田 和弘様 

 
＜ビ ジ タ ー＞  
新津 RC 吉田 健治君     

 
＜卓  上  花＞  
花   名／ スイトピー（マメ科） 
原 産 地／ 地中海沿岸 
生 産 地／ 日南市 
花  言  葉／ ほのかな喜び、恋の愉しみ 
 
花   名／ ユーカリ（フトモモ科） 
原 産 地／ オーストラリア 
生 産 地／ 浜松市 
花  言  葉／ 思い出 

 

 

＜お 食 事＞  

 お食事をどうぞ！ 

 

 

 

 

 

 

 

国際ﾘｰﾀﾘｰ第 2560 地区 新津中央ロータリークラブ 

創 立：1978 年 10 月 2 日 

事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 

    新津商工会議所内 ℡22－0121 fax 25－2332 

例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽 ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：山 田 道 夫  

幹 事：齋 藤 嘉 昭   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：望月 治 

2015～2016 年度 

国際ロータリー会長 

K．Ｒ．ラビンドラン 

（スリランカ・コロンボ RC） 

世界へのプレゼントになろう 

「Be a gift to world」 

 

 

2015～2016 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 山 本 和 則：（新潟南 RC） 

            テーマ  「夢(gift)を明日へつなげよう」  



＜幹事報告＞ 
１、 国際ロータリー第２５６０地区 

   ガバナー       山本 和則君 
第３分区ガバナー補佐 五十嵐 文平君 

   副幹事        永尾 久志君 
    
   公式訪問の御礼 
 
２、 R 地域協働ネットワークセンター 

         センター長 鈴木 重壱君 
 
委員会のご案内 
 
日 時：２０１６年１月２９日（金） 
    １４：００～１６：００まで 
場 所：山本ガバナー事務所 
対象者：センター委員 渡邊 嘉子君 

 
３、 国際ロータリー第２５６０地区 

職業奉仕委員長 渡邊 嘉子君 
 

   職業奉仕セミナー開催のご案内 
 

日 時：２０１６年１月３０日（土） 
    １２：００～１３：００受付・昼食 
    １３：００～１５：００セミナー 
場 所：ホテルオークラ３階 クラウン 
対象者：クラブ職業奉仕委員長  

 
４、 国際ロータリー第２５６０地区 

        ガバナー 山本 和則君 
地区幹事 角南 邦彦君 

 
   年末年始休業のお知らせ 
 
   休日期間 ：２０１５年１２月２８日（月）～ 
         ２０１６年１月４日（月）まで 
   緊急連絡先：山本ガバナー事務所 
         地区幹事 角南 邦彦君 
         携帯電話 090-3149-4809 
 
５、 秋葉区役所総務課長 安心安全係より 

 
平成２７年「冬の交通事故防止運動」の実施 
１２/１(金)～１２/２０(日) 
スローガン 
「一年を 無事故で終える 除夜の鐘」 
運動の重点 
・飲酒運転の根絶 
・わき見運転の防止と安全確認の徹底 
・横断歩行者の保護 

 

＜委員会報告＞ 

 本日はありませんでした。 

 

＜出席報告＞ 

  前回の訂正 前回はガバナー公式訪問で義務出席 

        の為 100％に訂正。 

  本日の出席 会員 29 名中 20 名出席で 68.97％  

でした。 

 

 

＜プログラム＞ 

 親睦委員会 草野 満君の担当 

 遠山 悦男君のご紹介で 

 新潟市秋葉区役所建設課 課長 吉田 和弘様に 

よる卓話で 

「秋葉区じまん、もったいない、もったいない」 

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ニコニコボックス  

◇秋葉区役所建設課 課長 吉田 和弘様 
 本日は、貴重な卓話をありがとうございました。 
 これからも秋葉区の為にご活躍下さい。 
 

会長 山田 道夫君 
幹事 齋藤 嘉昭君 

 
◇本日は、秋葉区自慢ありがとうございました。 
 「もったいない、もったいない」 

草野  満君 
 

◇いつも４０３号での花で、お世話になっています。 
 新潟市の今後有力な課長 吉田さん、ようこそ。 
 

遠山 悦男君 
 

◇新潟市秋葉区役所建設課 課長 吉田 和弘様 
 卓話ありがとうございます。 
                  遠山 悦男君 
 
◇山本ガバナー、本日(１２/８)はご苦労さまです。 
 ご指導大変有難うございます。 

                 諸橋 敏松君 
 
◇明日、１２月１６日 私の誕生日にワインを 
 頂き、ありがとうございまいた。 

                 諸橋 敏松君 
 

本日の合計 6,000円（累計 134,000円） 

 

 

 

 


