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当 番 島田君、杉田君

・点 鐘 山川会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 田辺職業奉仕委員長
・卓 話 福永 昭様
【会長報告】
桜が咲き、春爛漫という言葉がぴったりの時。
あと３日で５０周年記念式典です。これまで準備
して頂き本当に有難うございます。石井道夫会員
が喜寿。おめでとうございます(拍手)。
【幹事報告】
第１１回理事会役員会。
前回議事録確認。
５月プ
ログラム承認。
親睦旅行は参加５０名、
バスは４９人
乗り。
親睦委員はタクシーで先導との企画もあり。
添乗員同行。ミシュラン１つ星レストランを予約。
ナイトクルーズあり。
まもなく年度の引き継ぎ。
ＲＣ
は単年度事業、
各委員長が自由な発想で事業を
遂行するのが原則ですが、
継続性が求められる
委員会にあっては、理事会にご報告頂いた上で、
引き継ぎ等、
セレモニーを行って頂くようにしよう
という事が確認されました。
また、
ＲＣはあくまで
楽しむところであるので、委員長が１人でいろいろ
抱えて骨を折るような事なく、何でもオープンに
し合える環境づくりをしていこうという事も確認。
本日、書籍をお持ち帰り下さい。
◎例会変更のお知らせ
◇狭山中央ＲＣ
（火）例会取止（定款６-１-Ｃ）
・５／５
◇入間南ＲＣ
（火）入間ＲＣとの合同例会
・４／２１
「丸広」さくら草ホール 点鐘１
８
：
３０
（火）夜間例会（竹の子例会）
「寿々木」
点鐘１８：３０
・４／２８
・５／５
（火） 例会取止（定款６-１-Ｃ）

・５／１２
（火）工場見学に振替
（火）夜間例会「魚いち」点鐘１
８
：
３０
・５／２６
【委員会報告】
◎５０周年記念式典委員会
大附君
式典は全員参加となっていますが、万一どうし
てもダメだという方はお申し出をお願いします。
（崇）
君
◎次年度幹事
土屋
４／８次年度役員委員長顔合わせ会１８時半～
清河園、
対象２６名。欠席の連絡をお願いします。
【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
３／２４（日高）前島君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・福永先生、卓話楽しみにしております。 沢辺君
君
山川君、間邉君、小川君、髙橋君、矢島（高）
・長い間お世話になり馬齢を重ねてここまで来られ
ました。本日は有難うございました
（喜寿）
。石井君
・早退
小﨑君、杉田君
本日計１８，
０００円、累計額９５８，
６３６円。
◎１５日例会当番は塩野、沢辺会員です。
【卓

話】

講師紹介
松下雑誌委員
担当科目は主に観光情報政策論、旅行資源論。研究
テーマは観光地のライフサイクル、旅行管理者教育、等。
飯能市エコツーリズム推進協議会委員。

私が想う飯能観光の姿
～さらに上質な観光地をめざして～
駿河台大学現代文化学部教授

福永 昭様

２０１２年４月から翌年３月までタイのバンコクで暮らし
その間、
日本からは毎月のようにいろいろな方が訪れ楽し
い時間を過ごさせて頂いた。
４０度を超える気温にも慣れ
３０度を下回ると
「寒いな」
と感じるようになった。
暑いと感
じるのは犬も同じで、腹をコンクリートにつけて体温を逃
そうとしている犬の姿はバンコクの名物の一つだと思う。
現在のバンコクは東京にも匹敵する近代的大都市に
なりつつあり、
豪華なショッピングセンターやレストランが
次々と生まれている。
しかしながら日本からのお客様はそ
のようなビル群を期待しているわけではなく「
、アジアチッ
ク」
な、
ごちゃごちゃして活気があってちょっといかがわし
いようなところを期待していらっしゃるようである。
そうい
ったお客様を私が案内するのが
「サンペン・マーケット」
。
長さ１キロ位の狭い路地にさまざまなお店があり、
衣料品、
ＤＶＤ、
何でも売っている。
ただでさえ
家具、
食料品、
宝飾品、
暑いバンコクで人が沢山集まっているので、
地域が白熱し
ているような印象さえ受ける。
足下の汚水に注意しながら
１時間程かけて通り過ぎるとぐったりしてしまい、
出口近く
の中華料理屋でフカヒレ料理を食べて冷たいビールを飲
む。
それが定番のコースでした。
おすすめの土産はタイ文
字で書かれた時計。
１個１００バーツ、
３００円位。
趣のある
上品な土産物だと思います。
マーケットの近く、
カオサン
の露店では
「ニセの大学卒業証明書」
を売っていました。
果たしてこのような観光地を飯能に作っていいのかど
うか、飯能に似合う観光地なのか、というところから話を
始めたい。個人的な考えのため、ご異論がある方も沢山
いらっしゃると思うがお許し頂きたい。
飯能にはサンペン
・
マーケットのようなところではなく、
ゆったりと、
落ち着いた
静かな観光地開発が求められるのではないか。そして、
すでに今の飯能はかなりな程度、
そのレベルに達してい
る。他の観光地に比べ、誇るべき、素晴らしい観光地に
もうすでになっている、
と私は考えております。
私は１０年程前に飯能に引っ越して参りました。前に住
んでいたのは江戸川区西葛西の高層マンションの２１階。
窓を開けると首都高速が目の前を走り、隣は巨大な物流
倉庫。
夜も暴走族が元気に走っていた。
飯能に参りますと
空が大きく開いておりました。高層建築、巨大な建物等、
威圧感を与えるような建物がございません。飯能には大
きな空間があります。けばけばしい色や安っぽい原色、
そ
ういったものがございません。落ち着いた色合いがある
と思います。そして、
トラックの騒音、街中に流れる歌謡
曲、
深夜のバイクの音、
歩く人の大きな声がございません。
飯能には静けさがございます「
。もっと早く飯能に来てい
れば、
もっと違った人生が歩めたのではないか」と家内と
よく話しております。飯能には静けさも大きな空間も緑も
沢山あります。それだけで東京から飯能に来た人を十分
に満足させる事が出来ます。飯能は本当に素晴らしいと
ころだと思っております。
今までは、ただ温泉が出るだけの、鄙びた観光地だっ
た湯布院が、
その鄙びた風情、落ち着いた雰囲気を売り
物にして日本一と並び称される温泉保養地となっており
ます〔
。スライド鑑賞〕まちの至る所から見える、シンボル
のような由布岳。
ＪＲ湯布院駅と由布岳を結ぶ「湯の坪
街道」が湯布院の銀座通り。軽自動車がやっと２台すれ
違える程度の狭い道です。そこに年間人口の十倍もの人
が訪れる。一見すると落ち着いた街並みですが、大都市
の資本が多く入っており、地元の資本が外に出てしまっ
ています。沢山のお客様が入っている
「千円楽座」
。
果たし
て湯布院らしい土産物売り場なのか。若い女性に引っ張
られ男性がやって来る。
大都市の資本が洒落たレストラ
ン、
美術館等をあちこちに作っており、これも湯布院らし
い雰囲気になっているのかどうか。
「湯布院バーガー」
もお
客様が並ぶ場所です。このような物を求めて来る人は、

湯布院が
「来て欲しい」
と思って
いる人達なのでしょうか。湯布
院は元々静かな村で、
その静け
さを売りとしていた。今の湯布
院は若い女性、
男性が沢山やっ
て来て、車は大変な渋滞。若い
人向けの観光地になってしまっ
た。これは当初、湯布院を開発
した人達の考えとは違います。
もし名栗に巨大なバスが乗り
入れるとしたらどういう事にな
るでしょうか。バスからたくさんの若い人達が降り「
、キティ
ちゃん」
の大きなお店が出来て賑わっているとなると、果
たしてそれは飯能が目指す観光のかたちでしょうか。
観光地はその観光地が思うようになかなか発展しない
ものです。意図しない方向に開発がどんどん進んでいっ
てしまうことがある。原因の１つは、観光のかたちが変わ
る点。
それまでは１泊宴会の団体旅行だったものが、個人
の滞在型旅行に移ってきた。同じ場所を訪れるにしても
お客様は違う魅力を見い出そうとする。同じものに満足
してはいないのです。人は常に
「飽きて」
いる。その飽きる
人を引き戻すために、また新しい魅力を次々に創り上げ
ていかなければならない。
沢山の資本が集まり
「
、ある地点」
を超えてしまうと、
そこ
から先はお客様が毛嫌いするようになる。
その
「ある地点」
ははっきりと計算で出るものではないので気づかないう
ちに超えてしまう事がある。
そういった事が結局はその観
光地を傷つけてしまう。一万人が訪れると一万人分の傷を
残す。住民の十倍、百倍の観光客が来るような観光地に
は、凄まじい傷を残すことになるかと思います。
湯布院は今、大きな岐路に立っています。このままの状
況が進めば劣化が始まり、お客様も減ってしまうのでは
ないか。湯布院側も交通規制等努力されているが上手く
いっているのかどうか。狭い地域にはその地域に見合っ
た数のお客様しか受け入れる事が出来ない。それ以上の
お客様が集まってしまうと、お客様がその土地を傷つけ
てしまうのではないか。
「昔ながらの村人の暮らしを楽し
みたい」
というお客様が来なくなってしまっている。望まし
くない観光客が集まってしまっているというのは湯布院
にとって好ましい事ではないのではないか。この状況を
変えていかないと、観光地としてはライフサイクルが短く
なってしまうのではないかと私は思います。
飯能の
「来て欲しいお客様」
とは。個人的な考え方です
が、
「ゆっくりと村里の生活を楽しむ」
それを求めるお客様。
そうでないお客様にはなるべく働きかけない、
というかた
ちが必要なのではないでしょうか。
ある程度の余裕を残
という考え方があり
す
「
、キャリング
・キャパシティ（受容限度）
」
ます。飯能にも、
余裕を残しながらある程度のレベルで観
光客を抑えるという発想法は存在し得ないのでしょうか。
「一人でも多く」
ではなく「来て欲しいお客様」
、
に来てもらい
たい。そのように方針転換をしても良いのではないかと
私は考えております。今の飯能の素晴らしさを、今後も観
光客に傷つけられる事がないように、ますます飯能の素
晴らしさが洗練されて、今以上に素晴らしい、上質な観
光地になって頂きたい。
それが私の願いであります。
今後共ＲＣ様には飯能という地域社会を支えて頂けま
すようにお願い申し上げます。
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［担当委員会］

例会取消（法定休日）
卓話「ポール・ハリスの【四つのテスト】 田 辺 君
生い立ちからロータリー創立まで」土屋
（崇）
君
飯能ＲＣ 増島宏徳会員 ［出
席］
【結婚・誕生日祝】
吉田
（健）
君
卓話「飯能の地域とその活用」 矢島
（巌）
君
駿河台大学准教授 平井純子様［プログラム］
（武）
君
卓話「作る人と食べる人の顔が見える農業」吉田
～こだわりの無肥料自然栽培の固定種野菜 吉 島 君
小島丈幸・直子ご夫妻 ［プログラム］
※次週の例会案内は省略。

