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第1251回例会　　次期役員指名会
平成28年３月４日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

会長挨拶代行 Ｌ家田

　皆さんこんにちは。会長の代理でわたくし家田がご

指名を頂きましたが、今日は会長が親鸞聖人のお話し

をされるので、それを楽しみに致しております。

　親鸞について私が興味を持ったのは、お釈迦様の考

え方、ないしは仏教の基本的な考え方をそのまま継承

したところにあります。それは極めて人間的な考え方

でもあります。原点に返った考え方を伝えていくのが

『 親鸞聖人のこと （第２回） 』

Speech Ｌ 尾 崎　博 明

３月８日お誕生日のＬ丹羽孝爾

スピーチするＬ尾崎会長

　３月に誕生日を迎えられたのはＬ丹羽（孝）です。

おめでとうございます。

おめでとう誕生日

仏教の教えです。その考え方を継承しているのが、日

本では親鸞ではないかと思います。

　お釈迦さまの時代インドは人類の文明の発祥地の１

つで、早くから社会化が進んでいました。当時のイン

ドは複雑で、色々な考え方があり、決して現在の社会

に劣るようなものではなく、現在の社会に匹敵する

色々な考え方が既にありました。そういう中でお釈迦

さまは人間の在り方というものを説かれました。それ

にいち早く親鸞は気付きました。原点に戻ってものを

考え、そしてそこから我々の祖先が考えてきた幸せと

いうものを引き継いでいきたいと考えられました。

　親鸞の著作、正信偈という小冊子の中でもその考え

が纏められています。お釈迦さまを敬い、人間らしく

在る。

　ご清聴ありがとうございました。
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尾崎会長あいさつ

　寒さも和らぎ、ようやく春らしくなって参りました。

これから自然界の動植物や、人間社会も活発になって

いく時期だと思います。そういう状況の中で、我々も

益々活動的でありたいと思います。皆さま本日もどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

創造する企業として、地域社会の発展に貢献する」に
基づき、人・地域・世界との交流の中で、新たな感動
に出会える舞台の創造を我が社はお約束します。
　JTB100年の歩みということで、先ずは1912年にジ
ャパン・ツーリスト・ビューローというものが誕生
し、その３年後1915年に東京案内所で外国人に対し
鉄道院委託乗車券を販売開始致しました。
　ジャパン・ツーリスト・ビューロー発足のきっかけ
となった「外客誘致論」とは、「富士山一帯を国立公
園にし、瀬戸内海一帯を一大遊園として、外国人を日
本に招き、日本を理解してもらうと共に観光により外
貨の獲得をして国益に貢献することができないもの
か」というもので、それに一早く取り組んだのが我が
社でございます。
　今年で創立104周年、皆様には数々お世話になりな
がら継続しております。皆さんよくご存じで映画にも
なった「杉原千畝さん・命のビザ」との関わりです
が、当時我が社の社員がユダヤ難民の輸送に貢献しま
した。ウラジオストック到着後のあっ旋を行い、敦賀
とウラジオストックの間を10ヶ月にわたり毎週一往
復船を運航し、約4000人のユダヤ人難民に尽力しま
した。
　これまでのJTBは、従来お客様を色々なところへご
案内するというのが役割でしたが、これからの弊社の
価値というのは、海外・国内から旅客を呼び込み、交
流を創造するということで、「地域に人を呼び込み、
活性化に貢献する」ことへと変化しています。
　中部の観光資源は、熱田神宮やトヨタ産業技術記念
館など、地域の魅力が北海道や京都と比べると少ない
ので、中部の魅力を磨きストーリーを結んで経験に変
えられないかという取り組みを行っています。
　例えば今の外国人のお客様はただ桜が見たいだけで
はなく、お花見の宴会をされたいとか、立ち飲みの居
酒屋へ行きたいとか、体験型を求めています。ですか
ら全国に23名の観光開発プロデューサーを配置し、
それに向けてのサポートをさせて頂いております。日
本へのセカンドヴィジット客を、名古屋、この中部へ
来て頂く為に、ゴールデンルート、まさしく昇龍道プ
ロジェクトが色々なところで進められており、我が社
もここにしっかりと噛んで、そこに対してどんな取り
組みが出来るかを模索し、具体的に動いております。
　JTBが目指す姿ということで、地域のプロデューサ
ーと地域のコーディネーター、要するに地域への投資
意識、永続的な関係を持ちながら、「来訪者・地域・
JTB」の３方良しの意識を高めて取り組んでいこうと
思っております。

スピーチするＬ野村俊介

第1252回例会　　通常例会
平成28年３月18日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

　本日は、最近のJTBの取組状況についてお話しさせ
て頂きます。
　グローバル化の進展により、国際観光市場は約２倍
に拡大しています。それに伴い、日本はモノよりサー
ビスで稼ぐ国へと変化していきました。
　日本の観光を取り巻く環境は、2020年の東京オリ
ンピック・パラリンピック開催までにインバウンド客
が継続的に増加し、様々な施策により、地方都市への
人流拡大を促進しています。訪日外客数が出国日本人
数を45年振りに上回り、日本は「観光立国」から
「観光大国」へと変化しました。全世界的に日本への
旅行者は増加傾向にありますが、国ごとに訪日観光の
期待内容が異なるので、国ごとの細かなマーケティン
グが必要とされます。
　訪日外客は来訪回数によって目的が変化する為、こ
れから求められる観光は、地域の“ありのまま”の魅
力を物語として磨き上げ、どう伝えるかが大切になっ
ていきます。我々JTB中部の経営理念「新たな価値を

『 最近のJTBの取組状況 』

Speech Ｌ 野 村　俊 介
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本日のローア

本日のローア

　世界にはいろいろな形式の庭があります。日本庭
園・フランス庭園・イングリッシュガーデンなどです。
　フランス風の庭は花や樹木を左右対称に幾何学的模
様を描くようにデザインされるのに対し、イングリッ
シュガーデンはこれらの植物を高低と色彩のデザイン
を配慮しつつ自然風に仕上げられています。それを更
に発展させたのがターシャの庭で、最近世界的に注目
されています。
　ターシャは2008年92歳で亡くなりましたが、50代
半ばから庭つくりを始め、その良さが認められるのに
20年以上の歳月がかかりました。それは広大な自然
の土地に花が自然に咲いていて、ターシャは自分がデ
ザインしたのではなく植物が自分で最適な場所を決め
そこに住み着いたと言うのです。
　例えば同じ植物を3か所以上の場所に植えると、一
番住みよい所のものが一番美しく育ちます。球根を植
える際はそれを数個ずつ転がしますと自然の配列が出
来、転がった場所に穴を掘って植えます。これらを繰
り返し20年で形が出来上がったのです。
　ターシャはボストンの教養ある裕福な家庭に生まれ
ましたが、孤独を好み、絵本作家　挿絵画家　人形作
家　ガーデナーとして知られています。
　私はこのターシャを師として椿園造りをしています。
さて何年かかるでしょうか。

Ｌ
田
中 

博
晶

第1253回例会　　次期役員選挙会
平成28年４月１日㈮
12：15 ～ 13：30 若宮の杜 迎賓館

『 ターシャ・テューダーのこと 』

Speech Ｌ 田 中　博 晶　「観光大国ニッポンに向けて」ということで、観光
庁の統計では、良い思い出が出来た場合他人にそれを
紹介するというデータがあります。それは口コミであ
ったりSNSであったり、旅行者の「満足度」と「紹
介意向」は近い関係にあります。しかし旅行者の「満
足度」が高くても「再来訪」に繋がるとは限らず、来
訪者にとって“特別な場所”になれるかがカギとなり
ます。
　私共は地域の魅力を引き出すサポートをしたり、
様々な観光地を見てきた知見をお話しすることは出来
ますが、やはり一番大事なことは地域にいる皆様と一
緒になって考えて行動していくことです。キーワード
は人間力。人と一緒になってこの取り組みをしていき
たいと思います。
　「地域のチカラを日本のチカラへ」ということでこ
れからも邁進して参ります。
　本日はありがとうございました。

お誕生日のＬ森　憲善

　４月に誕生日を迎えられたのはＬ森（憲）、Ｌ伊藤
（碩）、Ｌ兼松です。おめでとございます。

おめでとう誕生日

Ｌ
松
浦 

喜
多
男
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第1254回例会　　通常例会
平成28年４月15日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

本日のローア

挨拶をする Ｌ尾崎会長

　前回に引き続き、Ｌ田中に「ターシャ・テューダー」
についてビデオを見ながらお話しいただきました。

ビデオを紹介する Ｌ田中博晶

Ｌ藤森・Ｌ丹羽（孝）・Ｌ伊藤（天）の
三名によるローア

ドネーション・ファイン

◎第1252回例会（３月18日）

野村　俊介　今回はスピーチをさせていただきました。

つなたい内容で恐縮でした。

一柳　　績　昨日、近くの公園で鶯の声を聞きました。

鳴き方は修行中でしたが何か良い事があ

りますように。

◎定例理事会（３月18日 観光ホテル）

〈出席〉Ｌ尾崎・Ｌ林・Ｌ丹羽・Ｌ松浦・Ｌ高田・

　　　　Ｌ森・Ｌ家田・Ｌ一柳・Ｌ村松・Ｌ赤堀

１．会計報告

　２月末試算表　承認

２．その他

　・６月の第一例会に車イス　テニス大会の代表の方

にスピーカーをして頂く。

　・木祖村の緑化基金については前もって処理をする。

　・地区年次大会のガバナー晩餐会の出席者は４名

（Ｌ尾崎・Ｌ竹川・Ｌ赤堀・Ｌ村松）

◎定例理事会（４月15日 観光ホテル）

〈出席〉Ｌ尾崎・Ｌ田中・Ｌ丹羽・Ｌ一柳・Ｌ家田・

　　　　Ｌ松浦・Ｌ兼松・Ｌ赤堀・Ｌ村松

１．会計報告

　３月末試算表　承認

２．その他

　・６/３に見学例会として愛知産業会館に訪問する。

　・国際理事の件

　　地区大会での選挙にかんしては、クラブの意見・

総意として投票を行う。

理事会議事録

三浦　邦雄　長い間、大変失礼致しました。

合計　23,000円

◎第1253回例会（４月１日）

高田　暁男　４月ゴルフ優勝しました。

田中　博晶　スピーカーとして。

一柳　　績　桜を愛でて。

尾崎　博明　Ｌ田中のいいお話を聞かせていただきま

した。

合計　21,000円

◎第1254回例会（４月15日）

田中　博晶　毎日ガーデニング出来る喜び。

一柳　　績　「平成28年熊本地震」被災地の皆様に

お見舞い申し上げます。

兼松　俊雄　プロジェクター購入にあたっての援助と

して。

合計　18,000円
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2016年４月１日　選挙会

会　長

副会長

第一副会長

第二副会長

幹　事

会　計

ライオンテーマー

テイルツイスター

会員理事

二年理事

　〃

　〃

　〃

家　田　晃　次

尾　崎　博　明

貝　出　賢　司

尾　崎　博　明

松　浦　喜多男

高　田　暁　男

兼　松　俊　雄

田　中　博　晶

森　　　憲　善

林　　　晃　雄

一　柳　　　績

丹　羽　孝　爾

伊　藤　天　来

一年理事

　〃

　〃

　〃

副幹事

副会計

副ライオンテーマー

副テイルツイスター

会員副委員長

会員委員

会計監査

　〃

村　松　健　次

三　國　　　健

赤　堀　　　耕

杉　本　欣　彌

一　柳　　　績

森　　　憲　善

丹　羽　孝　爾

三　浦　邦　雄

高　田　暁　男

竹　川　享　志

兼　松　俊　雄

森　　　憲　善

2016.7～2017.6
次期役員候補者（案）

第62回 年次大会 ●2016年5月14日（土）　●ウェスティンナゴヤキャッスル

　ライオンズクラブ国際協会334-Ａ地区第62回年次
大会が開催されました。当日は午前中より代議員会が
開催され、午後１時30分より大会式典が催されまし
た。大会式典では、ライオンズクラブ国際協会国際会
長Ｌ山田實紘、河村たかし名古屋市長ら多数の来賓を
迎え、地区ガバナーＬ加藤史典より歓迎の挨拶がなさ
れました。
　中日新聞社代表取締役社長小出宣昭様より、昨今の
世界情勢にまつわる記念講演がありました。「米国の
トランプ現象やＩＳ（イスラム国）によるテロに代表
されるように、人々の「本音」が表面化する場面が顕
著となっており、このような時代に危惧感をもたざる
をえません。しかし、人間は「知性」をもって「本

音」をカバーしてきたし、これからもそうでなくては
なりません。」などと、昨今の世界情勢を踏まえた興
味深い講演を拝聴することができました。
　国際会長Ｌ山田實紘からは、100周年の節目を迎え
るライオンズクラブの現状や今後のあり方、国際理事
の選出のあり方などについて講演を頂きました。
　年次表彰の後、次期地区ガバナーには、３Ｒ１Ｚ一
宮サウスライオンズクラブ所属のＬ垣見正則が選出さ
れたことの報告がありました。
　大会式典後のガバナー晩餐会には、大村秀章愛知県
知事も駆けつけ、南アフリカ共和国出身のジャズシン
ガーのプリスカ・モロツィさんの美声と素晴らしいデ
ィナーを楽しみました。

国際会長 Ｌ山田 實紘 地区ガバナー Ｌ加藤 史典
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会　　　長

幹　　　事

PR 委員長

会報編集者

発　行　所

印　刷　所

名古屋市中区錦三丁目8-14 名電ビル4階名古屋中ライオンズクラブ

尾崎　博明 東区葵1-6-3 ㈱ ジ ョ イ ン 明 和  TEL.772-6513

村松　健次 東区矢田1-16-10 五　松　商　事　㈱ TEL.721-3222

赤堀　　耕 中区丸の内2-17-12-402 赤 堀 法 律 事 務 所 TEL.222-1168

森　　千夏 中区栄5-1-33 Ｍ Ｏ Ｒ Ｒ Ｉ Ｓ TEL.261-3300

株式会社 地上社 名古屋市中区栄5-26-40

TEL.962-3782

TEL.241-1196

第1257回　６月３日（金）
あいち産業科学技術総合センター見学
第1258回　６月17日（金）
最終例会　名古屋観光ホテル　　
第1259回　７月１日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル　　　　
第1260回　７月15日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
定例理事会 毎月第２例会日

例会予告

不動産賃貸・リース

㈱ジョイン明和
代表取締役

尾　崎　博　明

東区葵一丁目6-3
TEL.052-772-6513

旅行業
㈱JTB中部
法人営業名古屋支店

支店長

野　村　俊　介

中区丸の内一丁目17-19-7
TEL.052-582-9481

総合食品卸

杉本食肉産業㈱
専務取締役

杉　本　欣　彌

中区栄三丁目1-35
TEL.052-261-2411

貸ビル業

㈲高田商事
代表取締役

高　田　暁　男

南区三吉町4-65 高商ビル1F
TEL.052-612-0483

ゴルフ部会だより

◇2016年3月27日（日）晴　名古屋グリーンC.C

 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ

優勝　高田　暁男 52 46 98 18 80

２位　佐藤　文弘 53 48 101 18 83

３位　赤堀　　耕 58 56 114 30 84

４位　森　　憲善 50 47 97 100 87

５位　田中　博晶 52 54 106 16 90

６位　貝出　賢司 64 51 115 24 91

７位　松浦喜多男 53 53 106 15 91

８位　村松　健次 63 59 122 25 97

９位　丹羽　孝爾 56 ─ キケン

オープン  伊奈 勝利 

　ニヤピン 中5 赤堀　南3 伊奈

次回 H’cp 高田18→14　佐藤18→16　赤堀30→28

◇2016年4月6日（水）晴　三好C.C東コース

 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ

優勝　森　　憲善 50 49 99 10 89

２位　高田　暁男 55 49 104 14 90

３位　丹羽　孝爾 62 53 115 21 94

４位　佐藤　文弘 58 55 113 16 97

５位　田中　博晶 58 56 114 16 98

６位　貝出　賢司 70 63 133 24 109

　ニヤピン №4森

次回 H’cp 森10→8　高田14→12　丹羽21→19

優勝の Ｌ高田暁男（右）

スタート前のメンバー


