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第２９２９回 例 会 記 録

日時：2019年 7月25日(木)12:30～
会場：ホテルサンシャイン ２Ｆ
司会：木 村 一則 ＳＡＡ
★開 会 点 鐘 ：上田 稔 副会長
★国
歌：－
★Ｒソング：それでこそロータリー
★四つのテスト：－

◇本日のゲスト

道の駅 遠軽森のオホーツク 駅長

会長報告

上田

2019年 8月 1(木) 18:30～

ガバナー公式訪問例会

会長・幹事懇談会/クラブ協議会/記念撮影

2019年 8月 8(木) 07:00～

早

2019-2020年度 国際ロータリーテーマ

朝

例

会

コスモス園除草

佐藤 茂 様①

稔 副会長②

本日は、ゲストスピーカーとして佐藤様にお出
でいただいております。大変ご多用中、有り難う
ございます。よろしくお願いします。
来週はガバナー公式訪問例会です。出席義務者
の方々はご準備をお願いします。

幹事報告

本間 克明 幹事③
１．遠軽がんぼう夏まつり実行委員会から協賛に
対し礼状。
２．北光学園から新理事長に湯浅民子氏が就任案
内状。
３．7月21日、｢米山記念奨学会セミナー｣と「ロ
ータリー財団セミナー」が釧路で開催され、渡
辺会長、須藤国際奉仕委員長と私が参加。
４．8月1日のガバナー公式訪問では、吉田潤司
ガバナー(釧路RC)、川崎敏夫ガバナー補佐(興
部RC)、地区副幹事2名、計4名が来訪します。
５．本日、例会終了後、理事会を開催します。

委員会報告

◇渡辺

政俊 社会奉仕委員長④
1．早朝例会：8月8日㈭、午前7時より。例会(雨
天開催)とコスモス園の除草。
2．花火大会における家庭学校生徒のご招待。
8月24日㈯、午後7時より湧別川せせらぎ公園。
◇藤田 礼三 職業奉仕副委員長⑤
職場訪問例会：、8月29日㈭12時30分より、遠軽
本日のプログラム
信用金庫本店。食事：12時30分；点鐘：12時50
分。近隣駐車場を利用願います。
◇高井 一博 地区奨学金・学友小委員⑥
ロータリー財団委員会出席報告：現在奨学金を
給付されている北光学園の来春進学予定者(男性)
にも奨学金が給付される予定となりました。正式
決定となりましたら、報告いたします。
次に、１昨年グローバル補助金を受けた旭川東
高校出身で東京大学大学院課程進学、イギリスの
イースト・アングリア大学に留学した西浦早織さ
んが本年5月17日授業終了し9月初旬に修士論文
提出後、帰国する予定です。10月、釧路で開催

の地区大会にて、報告する予定です。重点分野は
「経済と地域社会の発展」ということです。

SAA

木村 一則 君⑩
上田稔副会長②より東海林勉会員⑪へ3回目と
④
なるマルチプル･ポール･ハリス･フェロー
(MPHF)バッジを授与いたします。
【名前後の○数字は写真の番号】
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本日のプログラム ゲスト卓話

道の駅 遠軽森のオホーツクについて

金谷 正一 プログラム副委員長⑦
本日のゲストスピーカーをご紹介いたします。
佐藤茂様は昭和34年9月11日生まれ、MLB LA
エンゼルスの大谷翔平選手と同郷の岩手県奥州市
出身です。最終学歴は、立正大学経営学部経営学
科。前職は、全国で農業関連の全国展開をされて
いる株式会社ファーム 専務取締役でした。
平成29 年11 月、えんがる観光協会に就職さ
れ、平成31年4月、道の駅 遠軽森のオホーツク
駅長として活躍されております。
道の駅

遠軽森のオホーツク 駅長
佐藤 茂 様①
道の駅は12月オープン予定で工事も建築も順
調に進んでいます。年間の目標入場者数は80万
人を見込んでいます。【右は完成予想図】
今回は既存のロックバレースキー場を併設する
道の駅になるので、これは道内初、日本でも富山
に次いで2番目。スキー場のリフト、降雪機、ナ
イター設備、すべて更新する計画です。
このスキー場の期間はご存知のように12月か
ら3月まで、一年の中で活用されるのは3分の1し
かない。スキー場のスタッフについては通年雇用
が出来る職場環境を整備していこうと考えていま
す。ゲレンデを活用した様々なアクティビティの
導入を来年夏以降順次予定している。小さなお子
様も遊べるよう様々な遊具を導入したい。
遠軽のは道内125番目の道の駅として認められ
ました。北海道では観光目的地として道の駅を利
用される方が非常に多いので、ここも目的地とし
て、基本はファミリー層を主体に集客を図ってい
きたいと考えている。買い物、飲食であり、それ
ぞれが目的になり得るような魅力造りを心がけて
います。
例えば、物産。道内の道の駅で非常に集客力が
高いのは農産物が豊富に販売されているところが
非常に人気があります。ただ残念ながら、遠軽は
畑作農家の方々が余りいないので、生産者やJA
さんなどに相談して管内のそれぞれの農産物の提
供が可能かどうか、いま、お願いしています。
ゲレンデにスイセンを植栽して花での集客を考
えている。開花時期は上湧別のチューリップ、滝

出席報告

例会日

上の芝桜などと同じなので、花回遊客5万人～7
万人見込めます。
一般集客もそうですが、団体集客が非常に大切
になってきます。今回、道央圏の旅行会社にアプ
ローチしましたが、複数の会社からの回答では、
立地的な観点からも、遠軽で食事が取れると非常
に都合が良いということで注目を浴びてきていま
す。ここではジンギスカンを団体用食事として考
えています。
80万人と申し上げましたが、実際に丸瀬布の
道の駅が瀬戸瀬ICオープンの影響で前年比6割の
利用者が減っています。当面は終点のICとして機
能しますが、何年か先には延伸するので、「立ち
寄り」ではなくて｢目的地としての道の駅｣、何年
先になっても大きく集客を落とさない施設造りを
していきたいと考えています。
交流人口を増やすこともそうですが、一番大切
なのは、町内の方々が手軽に足を運ぶ利用しやす
い施設造りです。これが造れないとだめです。
また、いろいろと町の中に人を回遊させお金を
落とす仕組み造りも考えています。これから皆様
方のご理解とご協力を仰ぎながら進めていかなけ
ればならない部分が多々あります。
ここで皆様方に考えて頂きたいのは、年間80
万人来る市場が出来るわけですから、何を売るの
か、どのようなサービスをしていくのか、そこに
新たなビジネスチャンスがあると考えると、皆様
方のアイデアやご意見、これからいろいろ相談を
していければと考えておりますのでどうかよろし
くお願いします。

ニコニコＢＯＸ 日野 邦彦 親睦活動委員⑧

東海林勉君 ３度目のマルチプルPHFバッジ
3,000円
2019-20年度合計 82,000円

☆閉会点鐘：上田 稔 副会長☆今月会報担当：本吉春雄委員
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アップ

竹内徳治
7月18日 42
出席委員長⑨ 7月25日 42
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【例会場/日】北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目 ホテルサンシャイン Tel 015842-1151 毎週木曜日12:30～13:30 ＊第3木曜日は夜間例会 18:00～(19:00)

