
本 日 の お 客 様

・宮崎 彰夫 様（奈良ＲＣ）

会 長 報 告

・先ず、ビジターの宮崎様、どうぞごゆっくりお寛ぎ下さいませ。
・後でまた報告があるかも知れませんが、先週の土曜日に、社会奉
仕・職業奉仕共催によりますキリン神戸工場の見学会がございまし
た。お昼に獲れたての「一番搾り」を皆さんたくさん呑んでおられ
ました。また敷地内にビオトープというのがございまして、それと
併せてビデオで100％リサイクルシステムをとっている、というこ
とでかなり環境に配慮された工場であるということを勉強させて頂
きました。
・本日武藤会員のお見舞に行ってまいりました。大変お元気にされ
ておられまして、来週の初めには退院できるのではないかというこ
とでした。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：弓場副委員長
先日2月7日に開催させて頂きました職場見学のご報告をさせて頂き
たいと思います。本日中嶌委員長が出張でご欠席の為、代わりに私
がご報告致します。先ずは、キリンビール神戸工場へお伺いさせて
頂きました。非常に進んだ工場でございまして、当クラブも「環境」
というキーワードで活動に取り組んでおりますが、良い水を作る為
に先ず山を労わる所から始めておられるということでございます。
その環境への取り組みとして、素材と製法へのこだわりが体感でき
るような空間になっておりまして、非常に進んだ工場であったと感
銘を受けておりました。また、工場の見学を通じ、色んな企業が環
境への取り組みをされていることを、お客様＝ユーザーにどう伝え
るかが大事だと実感させて頂きました。その後、西宮神社にまわら
せて頂きまして、福本会長はじめ、奈良大宮ロータリークラブと会
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『ロータリアンとしての

誇りをもって』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第29回 2月10日
通算1728回

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

２＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 １４名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８０．００％

第27回 1月27日
通算1726回の修正

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 １４名
◎補填者 ３＋１１名
◎出席者 ７０名
◎出席率 ９５．８９％

例会プログラム

第30回2月17日

通算1729回

１．開会の点鐘

２．ソング「リンゴの唄」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

日本健康体操連盟

生涯学習健康づくり指導士

青山 実智子 様

「願いは叶う」

(元気づくり、笑顔づくり道)
６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



員の皆さまの生業が益々ご発展するように、恵比寿福の神である西宮神社にみんなで参拝いた
しました。お天気も非常に恵まれておりまして、有意義な一日を過ごせたのではないかと考え
ております。 後になりましたが、色々キリンビール関係で小川会員に、また奈良交通さんで
梅谷会員、保険では清岡会員に、勿論メンバーの方のご協力を得て、無事に終えることができ
ました。有難うございました。

姉妹・友好担当委員会：北神委員長
来る3月17日、太宰府ロータリークラブさんの例会に参加させて頂き、交換卓話をさせて頂く
ことに決まりました。そこで、当クラブの会員の皆様で、その日に出席される方がおられまし
たら、本日回覧を回します。太宰府ロータリークラブさんは、今月の24日に交換卓話に来られ
ます。よろしくお願い致します。

RID2650：谷川総務担当幹事
本日例会終了後、地区大会の打合せを、この会場にて行いたいと思います。前回ご出席頂きま
したメンバーの方は、ご出席宜しくお願い致します。

ワイン同好会：中奥幹事
第二回のワイン同好会を開催させて頂きます。3月3日、例会終了後19：00～、前と同じ会場に
なると思いますが、会場詳細は奈良ホテル内、ということで回覧させて頂きます。今年度は三
回開催する予定で、第二回目になります。是非多数の御参加をお願いします。会費は前回と同
じく1万円です。どうぞよろしくお願いします。

幹 事 報 告

・ロータリー国際囲碁大会のご案内が来ております。5月16日で、場所は東京になります。参
加される方がおられましたら、こちらにお申込み下さい。
・次年度版のロータリー手帳お買い上げのお願いが来ております。例年通り1冊600円+消費税
での販売となります。回覧を回しておりますので、ご購入希望の方はご記入ください。

卓 話

奈良県観光局 局長 福井 義尚 様
「多くの観光客で賑う２０２０年の奈良を目指して」

只今ご紹介いただきました、奈良県観光局の福井でございます。
今日は会合の本当に貴重なお時間を頂戴いたしまして、奈良の
観光に関する話をさせていただくことに心から感謝申し上げま
す。早速、こちらが奈良県の観光客のデータで、昭和62年から
平成25年までの奈良の入込客の統計です。過去4千万人を超えた
年が2回あり、一つは昭和63年のなら・シルクロード博覧会で、
もう一つが平成22年の平城遷都1300年祭ですが、それ以外の年
は年間3千5百万人前後です。2020年には平城遷都1300年から丁度10年経ちますので、平城遷都
1300年祭以上の集客を奈良にもたらしたいと思っております。次は観光客数の全国比較です。
この統計も京都がデータを出していないとか、基準も各府県によって異なるなど多少の問題も
あり、参考程度ではありますが、奈良県は25位に留まっております。また、奈良は宿泊客が非
常に少ない通過形観光が主流になっている状況で、一人あたりの観光消費額は非常に少なくなっ
ています。ただ、平成24年から25年にかけては非常に増加していますので、今後さらに観光消
費額を増やし観光産業を活性化していくことが大きな目標です。次に奈良に来られる外国人の
訪問客数ですが、平成24年から25年さらに26年の推定値ではそれぞれ前年比1.5倍程度の伸び
を示しています。これは全国の外国人訪問客数の伸びを上回る数字です。ただ、外国人の宿泊
者数は平成25年でも16万5千人と少ないです。これを伸ばしていくことを今後の柱とし、その
ための取り組みを現在進めています。都道府県別の外国人の訪問客数で見ますと奈良県は全国
13位で海外からは注目されている場所であると言えます。次に外国人、日本人を合わせた全国
の宿泊観客数は平成24年から25年にかけて6％の伸びを示しておりますが、奈良県はわずか0.8
％増に留まっております。この数字も平城遷都1300年祭の時には322万人でしたので、2020年
には322万人以上となるよう、ホテルの誘致やホテルのリピート率の向上などの取り組みを強
力に進めて行きたいと思います。次に奈良県の観光振興は現在10本の柱で進めています。特に
一番目に宿泊施設の育成・支援と示してある通り、まずはお泊りいただきたいと考えています。
実は来年度の予算が来週発表となりますので、今具体的な数字は申し上げられませんが、宿泊
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施設の育成・支援としてプレミアム商品券やプレミアム宿泊券を発行する予定としております。
今後2020年に向けてのプロモーションとして奈良県では特に社寺を中心として非常に多くのイ
ベントがあります。まず今年から来年にかけては春日大社の式年造替があります。また、今年
は高野山の開創1200年にもあたります。さらに2017年には第32回の国民文化祭を奈良に誘致し、
文化に関する取り組みを1年間行いたいと考えております。2018年には、まず興福寺中金堂の
落慶があり、合わせて法隆寺が世界遺産に登録されて25周年さらに東大寺等が世界遺産に登録
されて20周年という年にあたります。2019年は吉野大峰が世界遺産に登録されて15周年と2020
年まで連綿と奈良を中心とする社寺の大きな取り組みがございます。そして2020年は日本書紀
が編纂されて1300年、藤原不比等様がお亡くなりになられて1300年になりますし、薬師寺の東
塔の保存修理の完成も予定しております。さらにその先の2022年に聖徳太子没後1400年もござ
いますので、この先奈良は全国的にも注目されるような大きな取り組みがあります。この取り
組みに県と市が連携して様々なイベント等を行う事で、奈良に多くの観光客を呼びこんで行き
たいと考えています。そのためにも、首都圏プロジェクトとして昨年から予算をつけまして、
奈良にお越しいただく為には首都圏で情報発信をしていかなくてはいけないと言う課題を明ら
かにして、それぞれに対する対策に取り組んでおります。特に観光情報発信では首都圏の様々
な広報媒体を使って先ほど申し上げました奈良の大きな取り組みを発信していきたいと考えて
おります。一つの例では先の大相撲では優勝力士に奈良県知事賞を贈呈しました。これは奈良
が相撲発祥の地と言うことで、それにちなんだトロフィーなどをお送りしました。これは今回
だけではなく、今年は東京で行われる各場所では贈呈しますし、来年以降は大阪などの地方の
場所でも贈呈して行く予定です。また東京では様々な見本市も開かれておりますが、そういっ
た見本市でも奈良県の企業の方や市町村の特産品などを展示していただけるような予算も確保
しております。首都圏で販路の拡大につながるような取り組みや首都圏のデパートを使ってそ
こで奈良の特産品を販売いただくといった取り組みを重ねる事によって奈良に行って宿泊に繋
がる様な情報の発信を行っていきたいと考えています。県内におきましては観光案内所の充実
を図っております。近鉄奈良駅の観光案内所やＪＲ奈良駅の観光案内所、また南のほうではＪ
Ａならけんのまほろばキッチンの観光案内所を充実させていく予定です。また夢風ひろばにも
新規の観光案内所を開設すべく現在調整を行っています。これによりまして、外国人を含めた
多くの方が簡単に情報を得られるような体制を作っていきたいと考えています。観光の環境整
備としての大宮通りプロジェクトについてご説明いたします。いま特に大宮通りに力を入れて
おり、中南和がおろそかになっているとのご指摘も頂くのですが、やはりまずは北の方を充実
させ人を呼びこみ南のほうに誘導していくことを基本としており、そのためにもまずは奈良公
園、大宮通りを念頭に整備を行っております。まず、奈良公園ですが、“世界に誇る奈良公園”
との認識に立ち奈良公園内の様々な規制を取り除くべく取り組んでおります。文化財との調和
ももちろん大事ですので、それを踏まえたうえで効果的な整備を行っています。たとえば鹿苑
の整備や知事公舎などの古い建物を周囲にマッチした新しい物に変えて行きたいと思っており
ます。次に平城宮跡ですが平城遷都1300年祭を目指して復元が行われ、その年に国営公園の認
定を受けましたので、今後平城宮跡の復元を中心とした整備を図って行きたい、そして朱雀門
の南側の西地区は県が中心となって整備を行いますし、東部分は国が整備を行います。さらに
交通渋滞に繋がらないようなロータリーの整備を図ると共に展示施設の充実も行って行きたい
と思っています。特に南側の整備につきましては平成28年くらいに建物ができ、平成29年中に
は南側がオープンできるように進めているところです。次に宿泊施設の誘致ですが、県営プー
ル跡地は昨年末に森トラストさんが責任者となりホテル業界と交渉を行っていくこととなりま
した。ホテルの名前はまだ明らかにはされていませんが、前提として150室以上で各部屋40平
米以上、スイートルームが5つ以上の所謂国際ブランドとなっています。それを中心としまし
てこのエリアに2千人規模のコンベンション施設さらにいろいろな催し物が行えるようなシア
ター的な施設などを合わせて整備しまして奈良への誘客の拠点としていきたいと考えておりま
す。次は大宮通りの修景植栽についてですが、これは大宮通りをより綺麗な通りにしたいと言
う観点で植栽やなら瑠璃絵にあわせたイルミネーションなどで賑わいを作って行きたいと思い
ます。ぐるっとバスも平成26年度は195日運行も行いました。今後は時期的なメリハリも考え
て日数的には多少減少しますが、コースなどの充実を図っていき、また現在のバス停が分かり
にくいとの声もありますので、より分かりやすくしていくなど改善していきたいと思います。
次に猿沢池の南側にある共済の猿沢荘を外国人観光客の交流館として整備し宿泊施設もドミト
リーとして活用していきたいと考えております。今年度に観光案内と交流の部分を先行オープ
ンし平成28年に宿泊も含めた全施設をオープンしたいと思っています。さらにここを拠点とし
てバスを運行し南の方に誘導、またサイクル施設を用意して南のほうにサイクリングに行って
いただき長期の滞在に繋げるといったことも予定しています。また、外国人観光客誘致の一つ
としましてＷｉ－Ｆｉ環境の整備を行います。皆様ご存知のように 近はスマホやタブレット
を使って観光される方が多くいらっしゃいますので、それが繋がりやすいように奈良公園全体
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でＷｉ－Ｆｉが使えるように現在整備を行っておりまして、今
年度中にはＪＲ奈良駅から東側奈良公園ではフリーでアクセス
できるよう現在整備をすすめており、今後県内各地に広げてい
く予定です。次に外国人観光客の誘客のために向けた取り組み
を行っております。昨年奈良に多くお越しになっている4つの地
域に代理人機能を置きました。そこで各地元のエージェントに
様々な情報を流していただき、奈良にいるラウンドオペレータ
と繋いで誘客のための商品を作っています。そういった連携を
通じてより多くの人が奈良にお越しいただけるような商品の造
成や情報の発信を続けて行きたいと思っております。今後ます
ます多くの外国の方がお越しいただければ奈良の活性化に繋が
ると思っております。2020年までにはいろいろな形で外国の方も沢山お越しになりますし、も
ちろん国内、特に首都圏の方にも奈良にお越しになります。そういったターゲットをしっかり
見ながら様々な施策を打っていこうとしております。来年平成27年度の予算は二桁近い伸びに
なると思われます。それほど観光には力を入れて行きたいと思っておりますので、皆様方のご
協力を是非よろしくお願いしたいと思います。今日は貴重なお時間、本当にありがとうござい
ました。
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ニコニコ箱 本日計 42,000円 累計 1,913,000円

森下泰行 君 福井局長様、本日の卓話ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
石野捨雄 君 職場見学（キリンビール神戸）に多数参加して頂きありがとうございます。

当日欠席しまして申し訳ございませんでした。
楠原忠夫 君 先日の職場見学 社会奉仕委員会、職業奉仕委員会の皆さん、お世話になりあ

りがとうございました。
多田 実 君 小川様 土曜日はお世話になりました。
楠木重樹 君 先日の職場見学会、大変失礼しました。
金星 昇 君 寒い日が続きます。皆様暮々も御自愛下さい。
土谷宗一 君 少しうれしいことがありました。
有井邦夫 君 ニコニコ協力
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
植倉一正 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

2 月 ■奈良ロータリークラブ■
・２月２６日（木）・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付は：12：00-12：30まで奈良ホテルにて行います。

■奈良西ロータリークラブ■
・２月２６日（木）・・・還暦お祝い・新入会員歓迎会の為、休会。
※勝手ながらビジター受付は行いません。

次週の例会 平成２７年２月２４日（火）

太宰府ロータリークラブとの交換卓話

講師 誠愛リハビリテーション病院 名誉院長
太宰府ロータリークラブ直前会長 黒川 徹 様

演題 「100歳時代の健康」

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘


