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2006-07 年度 会長 上田 昭二 、幹事 河合 耕一 

２００６－０７年度 RI テーマ 

「率先しよう」 
(ウィリアム・B・ボイド会長) 
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本号目次 ①3 月７日第 1366 回例会記録 ②3 月 14 日第 1367 回例会記録 ③3 月 28 日第 1368 回例

会記録 

例  会  記  録 

 

米山奨学生、劉志剛君を囲んで（３月２８日、例会への最終参加の日） 

 

 

① 第１３６６回例会 
平成１9年 3月 7日(水)井波文化センター２階会議

室 
１． 点鐘 

２． 君が代斉唱 

３． ソング「我等の生業」 

４． 月結婚記念日…浅田裕二会員(11 日)、村松弘会員

(17 日)、三谷貴志夫会員(20 日)坂井彦就会員(24

日)、小西勝会員(29 日) 
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５． 会長の時間…上田会長「昨日、二十四節気の一つ『啓

蟄』、春、虫が顔をだすころ、季節の変わり目です。

書き損じ葉書の回収で、17284 円を得ましたが、葉

書や切手に交換し、これを売ったお金を寄付します。

４月１１日観桜旅行３案あります。高山・京都・岐

阜です。ご意見ください。」 

６． 理事会・幹事報告…河合幹事「拉致被害者家族会を

呼ぶ第６回日韓ロータリー交換会が９月７―８日

青森で開催されます。参加希望者は申し込んでくだ

さい。」 

７． 委員会報告：山本雑誌広報委員長「ロータリーの友」

3 月号の見所 

８． ニコニコ BOX…後述 

卓話「本物の旅館」・・・坂井彦就会員 

 
（卓話内容）先日、「社長塾」があり、いろいろためになること

もありましたので、お話いたします。 

温泉やホテルなどの業界は、人手不足や債務超過など資

金繰りが苦しいところが多く、大型のホテル等はひところはあ

まりなかった外国人、特に中国・韓国・台湾などから団体さ

んの受入を余儀なくされています。 近は、海外旅行は増

えても、国内旅行は減り、団体や法人の利用から個人や夫

婦連れの利用が増えています。 

さて、さる１月１１日と３月１１日、長野県仙仁（せに）温泉岩

の湯に行ってまいりました。年間稼働率１００％、１年先の予

約もいっぱいというので、どのような経営をしているのか、勉

強のつもりで行きました。団体を受け付けず、個人主体でほ

とんどがリピーターです。 

ここから直行しても、２時間半、須坂 IC から１０分の山の中に

あります。向学のため、社長さんに直接話を聞いてきました。 

「現在は１８室ですが、平成２年の開業当時は４室からスター

トしました。当初予約も埋まらず苦労しましたが、平成５年に、

従業員と満室にしたら、年末年始とお盆の休み、みんなで

ハワイへ行こうという提案をしたら、すぐ達成しました。現在

は週休２日で、年間１１０日の休日です。社員の満足度が、

お客様の満足度につながります。」ということで、大変驚きま

した。 

お客様の到着をごく自然な笑顔で、出迎え、お茶とお菓子

をお出しする事から始まって、「お客様の故郷になろう」を合

言葉にごく自然に接待されます。社員研修やマニュアルは

一切なしです。どうして自然な笑顔なのか。その答えは、職

場環境が良い、楽しいということです。 

DM（ダイレクトメール）や自作の HP はなく、口コミで広がり、

平均して一人３００００円（１泊２食）でも、満員です。 

一般的に、お客には、「深層ニーズ」（家族と一緒に行く、ゆ

っくり家族と話をしたい、家族と布団を並べてくつろぎたいな
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ど）と「表層ニーズ」（建物がきれいだ、料理がおいしい）があ

るが、深層ニーズをこの岩の湯は上手にくすぐっています。

料理は、山の幸、川の幸と使い美味しいのですが、部屋は

ベッドがなく、畳で、布団を並べて敷いています。書斎には、

本があり自由に読め、お茶やコーヒーは自由です。１８室に

６５名のスタッフで何から何でもみな思うように笑顔で働いて 

おられます。『三楽園』は全社員を交替で研修に行かせる予

定です。（以上、文責 山本） 

内容の詳しい HP は以下の通りです。 

http://www.gld.mmtr.or.jp/~okuch/kum/onsen/nagano/sen

i.html 

ニコニコＢＯＸ(本日 7 名) 

上田会長…３RC 懇親会御礼。 

河合幹事…坂井さん、卓話代理慰労。 

小西会員…結婚祝お礼。 

斉藤彰会員…３RC お礼、最近の天気に振り回されてい

ます。 

三谷会員…結婚祝お礼。 

山本会員…①末娘、剣道北三で優勝。②井波辰巳会で同

年生が再会、盛り上がりました。③突風で実家の杉木が

倒れ、隣家の杉にもたれましたが、新樹造園さんに速や

かに処置をしてもらいました。 

坂井会員…結婚祝お礼。 

② 第１３６７回夜間例会 
平成１9 年 3 月 14 日(水)井波文化センター２階第

一会議室 
１． 点鐘…斉藤彰会長 

２． ソング「奉仕の理想」 

３． 卓話ゲスト「資産運用が大事」日興コーディアル証

券高岡支店次長 井上浩氏：紹介者・三谷会員 

４． 会長の時間…斉藤副会長 

５． 幹事報告…河合幹事「①５月２１日地区協が羽咋で

あります。②５月１９日５RC 懇親ゴルフ大会が小

矢部 RC の主催であります。③４月１１日観桜会は

信州高山の山田温泉です。④米山奨学生劉志剛君は

来週２８日最後の例会になります。」 

６． ニコニコＢＯＸ…後述 

ゲスト卓話「資産運用が大事」・・・井上

浩氏（日興コーディアル証券） 

 

内容：資産運用が大事という事で、「国際分散投資」に

ついて話します。（以下内容抄録箇条書き) 

１．なぜ資産運用が大切なのか？（私達を取り巻く環境

の変化） 

・ 個人金融資産の内訳 

 日本…現金・預金 51.6％、株式出資金 10.9％、 

投資信託 3.7％、保険 26.4％ 

  米国…預金 13.3％、株式出資金 31.3％、 

投資信託 13.8％、保険 30.8％ 

・ 日本の歴史的低金利 

・ 日本の消費税率は低水準 

２．効率よい資産運用とは？（国際分散投資の有効性・

投資信託活用のススメ） 

・ 海外にも資産投資のチャンスがたくさんありま

す。 

・ 投資信託ならば、効果的に投資ができます。 

３．国際分散投資型ファンドの紹介 

・ 世界の債券・株式・不動産に投資 

（文責：三谷会員） 

    

ニコニコＢＯＸ(本日 3 名) 

村松会員…。 

福嶋会員…。 

河合会員…。 

 

② 第１３６8 回例会 
平成１9 年 3 月 28 日(水)井波文化センターエイト

ホール 
１．点鐘…斉藤彰会長 
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２．ソング「我等の生業」 

３．卓話「PETS 報告」三角信行会長エレクト 

４．壮行会…米山奨学生：劉志剛君 

 河合幹事「劉さんはこの井波庄川 RC の中でも、明る

く素直に振舞われ、私達を穏やかな気持ちにしてくださ

いました。当分は日本で仕事をしながら、更に実社会の

勉強を続けられます。数えるほどの回数ではありました

が、私たちは劉さんのことを忘れません。劉さんのお蔭

で、“中国”の印象も一層良くなりました。各テーブル

から 1名以上の方に、劉さんに励ましやらお礼やら、皆

さんの感想を交えたお言葉を頂きたいので、食事をしな

がら代表者を決めてください。また、テーブルに関係な

く、フリー枠もありますのでどうぞ手を挙げて言ってく

ださい。」 

５．会長の時間…斉藤副会長「4月 11 日は創立記念の観

桜会です。楽しい会になるよう、皆さんのご参加を

お願いします。」 

６．幹事報告…河合幹事「恒例のガーデニングフェアが

福野の植物園で開催中です。私の当番は 4月の 7日

と 8日の最終日です。旧東砺波から議員がいなくな

らないよう期日前に投票を済ませて、植物園へご来

場いただきたいと思っています。どうかよろしくお

願いします。」 

７．ニコニコＢＯＸ…後述 

卓話「PETS 報告」・・・三角会長エレクト 

内容：3 月 18 日（日）休暇村「能登千里浜」で、2007

－2008 年度 PETS（会長エレクト研修セミナー）が開催

されました。以下、その内容を箇条書きにします。 

・ 2610 地区ガバナーエレクト…久保順一氏（羽咋

RC） 

・ 次期 RI 会長…ウィルフレッド J．ウィルキンソン

氏（カナダ・オンタリオ州、公認会計士） 

・ 次期 RI テーマ…「ROTARY SHARES」：ロータリー

は分かちあいの心 

・ 2007－2008 年度 地区運営方針 

① RI テーマに基づく基本方針 

会員増強：ロータリー活動が、どんなに立派で尊

いものであっても新しい会員がいなければロー

タリーは数十年で消滅してしまう 

継続性：水保全、保健と飢餓救済、識字率向上が

次年度の焦点 

② 地区運営の個別的事項 

Ⅰ 広報…RI 会長賞・クラブ表彰 

Ⅱ 会員増強…“俺がやらねば誰がやる、今やらね

ばいつできる” 

Ⅲ 退会防止…新会員の歓迎を早めに。 

Ⅳ 出席と親睦…“昼ご飯を食べに行こうか”家族

ぐるみ、夫人の会など活用。 

Ⅴ 情報・雑誌…各例会で、ロータリーの友から、

4大奉仕委員長は奉仕の記事を見つけて報告を。 

Ⅵ 社会奉仕…記念植樹から“ロータリーの森”へ。

市民講座や市民フォーラムなどの企画を、特に健康

について。 

Ⅶ 職業奉仕…ロータリーの人脈を生かそう。卓話

者リストを地区内外へ知らせよう。「14 歳の挑戦」

などの推進。 

Ⅷ ロータリー財団…一人 100 ドル。ロータリーカ

ードの入会勧誘。 

Ⅸ 米山記念奨学会…支援をしてください。 

Ⅹ 地区大会…10 月 20 日～21 日羽咋市にて。 

（以下略…三角会長エレクトのPETSテキストより引用) 

    

ニコニコＢＯＸ(本日 5 名) 

５名の会員から、ニコニコ BOX を頂きました。（資料不

足で、申し訳ありませんが、氏名・内容を記載できませ

ん。ご了承ください。） 

 

【編集後記】 

3 月の例会は 3 回しかなかったのですが、１回しか出

席できませんでした。岡山県で開催の娘の全国スポ小剣

道交流大会に参加のためです。このため、会報は会員の

皆様のご協力を得まして出来上がりました。小さなクラ

ブは小さなクラブなりにやっていかねばいけないので

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

(山本武夫) 

 


