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本日出席会員 33名 

 メークアップ（前々回）7名 

 出席率（前々回補正） 82.69% 

ロータリーソング「我らの生業」 

 ゲスト 一般社団法人越前市観光協会 

     インバウンド統括ディレクター 

             宮地 広樹氏 

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之         

皆さん、こんにちは、昨日昼

過ぎから雨あられが降り、今日

は大変冷え込み冬らしくなっ

てきたとはいえ、明日からはま

た暖かく晴れるそうです。今日

のゲストは越前市観光協会の

統括ディレクターであります

宮地広樹さんです。市内の観光

についてお話しをいただきたいと思います。 

さて、今話題になっているのは、やはり新型コロナウイル

スによる肺炎のことで、先々週に引き続き話題にいたします

が、世界保健機関（WHO）のテドロス・アダノム事務局長は 2

月 11 日にジュネーブで開いた記者会見で、新型コロナウイ

ルスによる肺炎を「COVID―19」と命名した、と発表しました。 

 コロナウイルス（coronavirus）と病気（disease）の文字

に加えて、新型肺炎が最初に確認された 2019 年を組み合わ

せた名称です。中国発の肺炎の名称を武漢ウィルスなどの名

前を付けずに忖度（そんたく）している可能性が指摘された

のは、この事務局長がエチオピアの元保健相の政治家で中国

から巨額投資を受けていたからだと言われています。国内で

確認された数は昨日で 519人(うちクルーズ船 454人)になり

ました。このせいで 3 万 8 千人出場を予定されていた来月 3

月 1 日の東京マラソンですが、一般ランナーは参加させず、

規模を縮小して、国内外からの 170 人の招待選手だけのレー

スは行うそうです。また宮内庁が予定していた今月 23 日に

初めて行う天皇誕生日の一般参賀を取り止めることにもな

ったそうです。中国でも、大事にしていると言われる来月 3

月 5日の全人代(全国人民代表大会)が延期することになった

とのことです。昨日、新たにどのような症状が出た場合に相

談すべきかという相談・受診の「目安」が発表されました。

これは風邪の症状や、37.5℃以上の発熱が四日以上続く人、

強いだるさや息苦しさのある人は全国の 536 カ所にある「帰

国者・接触者相談センター」に電話で相談すること、高齢者・

持病のある人、妊婦などは早めの相談を勧めています。帰国

者・接触者外来が全国に 726カ所ありますが、混乱を避ける

ために非公表です。発熱や風邪症状が出た場合は、学校や会

社を休むこと、外出を控えること、他に移さないことが大事

だということです。また複数の医療機関の受診を控えること

も大事で、サーズの時にいろんな病院に感染を広めたことか

らの反省です。公共の交通機関を使わないことも感染を広め

ないために必要だと言っています。非公表の福井県内の帰国

者・接触者外来がどこにあるかは、今日お配りした先々週の

会報に載っていますので参考にしてください。 

プログラム ゲスト卓話                          

「越前市の観光の現状と今後の取組みに関する一考察」 

          宮地広樹氏 

平成元年に旅行会社 JTB に入社し、

主に関西を中心に旅行業に携わって

いました。京都に４年間いました。

越前市は平成３０年度からインバウ

ンドの事業を展開しています。昨年

７月１日から観光協会に出向し、越

前市観光協会統括ディレクターとし

てお仕事させていただいております。 

越前市には、どのくらい観光客が来ているのか・・・ 

 

 

 

  

 

 

外から見る日本と、よそ者の目線から見ると、当たり前に過

ごしていることが他の地域から見ると「これは素晴らしい」

ということが意外とあります。 

観光とは、「地域の人」と「観光客」との交流なので、つま
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り、観光事業＝交流事業であ

る。交流事業を成功させるに

は、お互いの「誤った」先入

観を打破することが重要。 

越前市は、磨けば「光る」原

石が豊富にあるところ、つま

り、「観光」資源になる地域資源が豊富にある隠れた鉱脈のよ

うな地域、という意識を持つことが大事。今後、目指すべき

観光開発の方針とは・・ 

 

 

 

 

 

観光受け入れの仕組みが十分でないことで、とてももったい

ないことが起きています。「予約」による「来客予測」が活用

できていない。今後、仕組みづくりが重要な鍵となります。 

プログラム 炉辺会合  （掲載遅くなりました）     

◆炉辺会合４班 2019 年 10 月 8 日 魚栄楼にて 

責任者 辻岡 

参加者 田中 白﨑 三田村士郎  

吉田 前田 坂本 河嶋 

昔は、職業奉仕がすべてであった。異業種の会員が職業を

通じて社会に還元する。そういう志を持ったものを誘って会

員が増えていった。昨今は、趣味を通じて繋がった人を勧誘

する、入会の動機が同好会目的も増えてきた。 

これからの武生ＲＣ、どうあるべきか意見を述べました。時

代の背景として、職業奉仕だけで求心力を求めるのは難しい。

会員の減少が続いている。会社が減っているので、会員も減

ると思う。ただ、新しい会社も生まれているので、その経営

者を取り込む必要があると思う。会員数が減ることにより、

事業が出来ない、合併も視野に入れないといけないと思うが

難しい。海外のＲＣと日本のＲＣの方向性が違ってきている、

職業奉仕の概念が海外は薄くなってきているように思う。ク

ラブは無理せず、自然体で行くべき、親睦が大事である。社

会奉仕。職業奉仕という前に、地域の人たちとの交流が必要

ではないか？もっと、地域の人たちに知ってもらうことが必

要ではないか？ 

◆炉辺会合 5 班 2019 年 10 月 11 日 料亭うおとめにて 

責任者 谷尾 

参加者 井上 西本  

有定 三田村久光 

 

参加者が少なめでしたが、ロータリーについて真剣にまた

親身に話がする事が出来ました。今回は討論に入る前に RC

の現状について考えました。RC を前提にしたテーマで論議

したり活動する時は、職業を通じて社会に奉仕するという共

通の理念と実践がロータリー会員の基本的な条件となりま

す。しかし、各地域の RC で会員自身が自分の職業を通じて

奉仕することを、正しく理解して真摯に取り組んでいる会員

やクラブがどれだけあるのかです。多くの会員がロータリー

クラブという名の元に参集した会員によって形式的な行事

と運営を執行し、自己満足で終わっている事も少なくないと

思います。その結果、年度の中での会員の多くの労力・時間・

費用が社会のニーズから離れた職業奉仕とロータリーの事

業をこなすために置き換えられてることも否めません。会員

減少の現実を埋めるため数合わせの会員拡大に力を注ぐ結

果、本体の RC 理念に関心のない会員を増強して、RC の存

続まで危うくしているかもしれません。これからのまた令和

時代の武生 RC を考えるとき私たちが所属する武生 RC が本

質を見失うことなく会員がいきいきと前向きの奉仕活動を

続けるためにどうしたらいいかを話し合いました。基本的な

原点、RI 23-34 決議でも決められている事を確認しあいま

した。非常に勉強になる炉辺会合でした。 

報告 福井県下 RC 会長幹事会（ﾎｽﾄ：丸岡 RC）

2 月 17 日 福井県下 RC

会長幹事会（ホスト：丸岡

RC）に出席しました。 

 

 

ニコニコ箱・・・ 18,000 円 累計 1,036,020 円   

・インバウンド担当統括ディレクター宮地さん、ゲス

ト卓話宜しくお願いします。【三村昌之】【西藤浩一】 

・本年の芥川賞は「背高泡立草」。近年、故里の景色を

毒したのが 「セイダカアワダチ草」。 【渡辺佳男】 

・炉辺会合無事終わりました。      【佐々木忠彦】 

・誕生日自祝             【白﨑弘康】 

・宮地様、卓話楽しみにしています。  【森上節子】 

・皆さんコロナにご注意下さいませ。  【宮前貴司】 

・長女、チア全米大会ラスベガスへ明日出発です。 

                  【西本久美子】 

・地区大会行けなくなり残念です。    【奥村 充】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（2 月 26 日～3 月 9 日）   

3月 5 日 敦賀西 RC  12：00～12：30  ﾌﾟﾗｻﾞ萬象２階ﾛｰﾀﾘｰ事務局 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

友ホームページ等にてご確認ください。 

 

本日(2月 25日)例会    3月 3日 

第一例会行事 

会員卓話 

 宇野晃成会員 

3月 10日 

夜間例会 18：30～ 

ゲスト卓話 

法徳寺 蜂谷真勝氏 

3月 17日 

 

  休  会 

 

炉辺会合報告 


