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ファイト！行動するロータリー 

２０２１－２０２２年度ＲＩテーマ 

第２６４５回例会  令和３年８月６日 
お祝い・会員スピーチ 

奉仕しよう  
みんなの人生を 
豊かにするために 

＜会長の時間＞ 

明日八月七日は暦では、立秋です。先

週の雷雨は、かなりの稲光と雷そして雨

でした。その稲光と雷のおかげで稲穂が

飛び出してきました。田植えをしてから

約二か月～二か月半くらいで稲穂が出

てきます。立秋が過ぎると稲穂が出そろ

い、やがて黄金色に染まっていきます。 

黄金といえばロータリーでは、点鐘の鐘を思い浮かべます。日本

のロータリーでは鐘をたたくことを点鐘と言います。アメリカなど

ではゴングというそうですが、ここでは今は、お亡くなりになられ

ましたが生前パストガバナーの服部芳樹さんが点鐘について述べ

てみえましたので紹介させていただきます。 

『鐘は聞く人に新鮮で快い緊張感をもたらします。点鐘は、ロー

タリーの心を開く音です。鐘は会場の中心近く大切な場所に置き、

点鐘者は起立し開会の点鐘は会合を主宰する責任と誇りをもって

力強くたからかに、閉会の点鐘は参加者への感謝をこめて優しく点

鐘しましょう』。私も服部パストガバナーのように点鐘をするとき

思いを込めてしたいと思います。 

 

 

＜幹事報告＞  

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・8月のロータリーレートについて 

 1ドル110円（7月111円） 

・会員増強・新クラブ結成推進月間 

リソースのご案内 

＜例会変更＞ 

高  山  … 9月 2日（木）は、高山３ＲＣ合同ガバナー 

公式訪問例会のため  

ホテルアソシア高山リゾート に 変更 

9月23日（木）は、法定休日のため 休会 

高山中央  … 8月30日（月）は、感染拡大防止のため、 

納涼例会 取り消し 

       9月 6日（月）は、高山３ＲＣ合同ガバナー 

公式訪問例会のため 

2日（木）ホテルアソシア高山リゾート に変更 

9月20日（月）は、法定休日のため 休会 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ(会報)、台北市松年福祉會(玉蘭荘だより)、(社)高山市

文化協会（広報高山の文化No230、高山メセナメイト会報No75） 
 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞   

お祝い 

◎会員誕生日 

   垣内 秀文   
８．２７ 

 

 

 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 
     古橋 直彦   直 子さん   ８．１６ 
     井口 大輔   由美子さん   ８．１４ 
◎結婚記念日 

    ナシ 
 

◎出席表彰（当日欠席：平 義孝 ３４年、長瀬 達三 ２年） 

 内田  幸洋  ２０年     門前 庄次郎  １４年 
 

 

 

◎在籍周年記念表彰 
   向井  公規      

１０年 

 

 

 

◎３ヶ月表彰 

・内田  幸洋  ・斎藤 章  ・阪下  六代   ・長瀬 達三 
・挾土 貞吉     ・平 義孝  ・門前 庄次郎    
     

 

  

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２８名 － ２８名 ３４名 ８２．３５％ 

＜出席報告＞ 
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会員スピーチ  中島 一成 

本日、会員スピーチをさせていただきます中島一成です。私のこ

れまでの生い立ちや、どのような仕事をしてきたのかなどについて

お話させていただきます。よろしくお願いします。 

私は、昭和35年11月3日生れで現在60歳です。出身地は母親

の実家がある北海道根室市で、幼稚園までを過ごしました。その後

は父親の実家がある富山県魚津市で小学校から高校までを過ごし

ました。 

実家の家業は遠洋漁業の船主、分かりやすく言うと網元です。

盛期には 大5隻を所有し、日本海でカニ、イカ漁、北方領土付近

で鮭鱒、サンマ漁をしておりましたが、200カイリやオイルショッ

ク等により、数年おきに減船を繰り返し、現在は199 トン、17 人

乗り組みの船1 隻となりました。数年前までは春から夏は鮭鱒漁、

夏から秋はサンマ漁をしておりましたが、ロシアの決定により鮭鱒

漁が禁止となり、またサンマ漁も近年漁獲量が大幅に減り、厳しい

状況です。家業は父親が亡くなり、現在は弟が後を継いでいます。 

私は現在の体型からは想像できませんが、中学・高校時代はバレ

ーボール部に所属していました。当時は今より20キロほど痩せて

いました。中学校では県大会に優勝し、高校では県で準優勝し、春

高バレー代表決定戦で新潟県の優勝校と対戦し、ボロ負けしました

が、高校3年生の夏まで部活動を続けました。 

引退後、6か月間は受験勉強に取り組み、立教大学経済学部に入

学しました。部活動は体育会バレーボール部に入部しましたが、6

か月間の受験勉強で体重は15キロ増え、体重増によりひざの故障

を繰り返し、1年で退部しました。 

その後はスキーバスツアーの企画や販売を行い、催行時には添乗

員兼スキー指導員をしていました。この他に、銀座の銀巴里という

シャンソンのライブハウスでアルバイトをしていました。当時は美

輪明宏さん、金子由香里さんが大変な人気で、毎月それぞれの出演

日は、1日3回のステージがその都度入れ替えとなりほどの大盛況

で、我々にも大入りが配られました。 

大学卒業を控え、就職を考える時期に、父親と相談しました。家

業を継ぐのであれば、お世話になっている日本水産に入社し、その

後家に戻ることになりますが、父親からは、減船が続く漁業をいつ

まで続けられるか分からないので、無理して後を継ぐために日本水

産に入社しなくとも構わないと言われました。そこで、企業研究を

行い、東京の大手私鉄に入社したいと考えました。ＪＲ（当時は国

鉄でしたが）のように鉄道部門だけではなく、大手私鉄は本社に鉄

道部門、バス部門、沿線住宅地などの開発部門があり、また百貨店、

ホテル、スーパー、タクシー、旅行代理店、建設、不動産など多く

のグループ会社を持っており、様々な仕事ができそうに思え、興味

を持ちました。 

京王電鉄㈱の路線は、新宿から八王子を結ぶ京王線。京王の王は

八王子の王から来ています。さらに多摩ニュータウンを経由し神奈

川県橋本を結ぶ相模原線。高尾山へ行く高尾線。渋谷と吉祥寺を結

ぶ井の頭線があります。また京王電鉄にも50社ほどのグループ会

社があります。電鉄での経歴は管理部門がほとんどですが、1989

年から92年のバブル絶頂期に不動産会社へ出向しました。宅建免

許を取得し、京王の所有する別荘の販売を担当しました。1998 年

に37歳で課長となり、㈱京王プラザホテル札幌に家族で5年間出

向しました。これ以降20年以上ホテル関係の業務がほとんどとな

ります。その後、電鉄に復職し、2007年に46歳で経営企画部部長

になりました。課題は「住んでもらえる選んでもらえる沿線作り」

要するに京王沿線に住む人口を増やそうというものでした。 

2008 年㈱京王プラザホテルに出向となり、営業戦略室長を務め

ました。2010 年には同社の取締役八王子・多摩総支配人となりま

したが、八王子・多摩の両ホテルは赤字が続き存続の是非判断を命

じられました。さらに追い打ちをかけるように2011年3月に東日

本大震災が発生し、ホテルにお客様が全く来ない状況になりました。

更に存続の危機となり、非常事態だからと従業員を説得し、徹底し

た増収策、費用削減策、要員体制の見直しなどを行い、2012 年に

黒字化することが出来ました。非常事態だからこそ思い切った施策

を打つことが出来、ピンチをチャンスに変えることが出来ました。 

2013年52歳で㈱京王プラザホテル札幌の社長に就任しました。

同社も永年経営に苦しみ、わずかな利益を計上するために、営業施

設の改装を先送りし続けた結果、施設は競合と比べても大幅に劣化

していました。営業施設の全面改装を決意し、賃料が増えても、改

装を優先しました。ロビー、客室、宴会場の改装、鉄板焼きの新設

などを実施しました。特に単価の向上につながる客室のグレードア

ップや高単価で販売できる鉄板焼きなどにより利益増を図りまし

た。この結果、これまでのぎりぎりの利益計上から安定して2億円

程度を利益計上できるようになりました。 

2016年京王電鉄㈱に復職し、55歳で取締役ホテル戦略部長に就

任しました。 

3年間で京都・札幌・高山に3ホテルの建設、運営会社の設立が

与えられた課題でした。 

新たなカテゴリーとなるアッパーミドルホテルの開発、建設、運

営を担当し、2018年11月に京王プレリアホテル京都がオープンし

ました。烏丸通に面し、四条と五条のどちらからも徒歩5分という

好立地で、京都には少ない 300 室規模のホテルです。京都に全く

土地勘のない私でも、この場所にこのグレードのホテルなら大丈夫

だろうと甘く考えていましたが、実際には大苦戦をしています。こ
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れは、他社も同様の発想（京都なら大丈夫だろう）と考え、出店過

多となったためでした。 

2019年5月に2号店となる京王プレリアホテル札幌がオープン

しました。私が京王プラザホテル札幌の社長時代に建設に賛成した

案件です。駅裏側（北口）立地ながらも駅至近で向かい側に北海道

大学があるため高い建物は少ない角地です。駅裏側はホテルは無理

といわれる中、現地の需要を肌間隔で理解しており、しかも土地代

は南側の約半分と安いことから、十分採算は取れると判断しました。

開業後好調に推移しています。 

2020 年4 月に㈱高山グリーンホテルが京王グループの一員とな

り、それに伴い当社社長に就任しました。コロナ禍により4月中旬

から 5 月末まで全館休業となり、6 月に営業を再開し、17 日に新

館「桜凛閣」をオープンしました。10月、11月はGO TOトラベ

ルの影響もあり前年並みにまで回復しました。また、WEＢサイト

「一休」では岐阜県で も売れている宿に選ばれましたが、12 月

にGO TOトラベルが一時停止となり、1月18日から2月25日ま

で緊急事態宣言により再び全館休業となりました。2 月 26 日から

営業を再開しましたが、感染拡大により、高山市が5月16日から

6 月 20 日までまん延防止等重点措置区域に指定され、酒類の提供

が出来なくなりました。解除後は週末を中心に、徐々にお客様が戻

ってきている状況です。 

現在は本館の耐震改修工事中ですが、今年の年末からは、休業中

の和風本館、天領閣別邸も営業を再開できる見込みです。これによ

りフルスペックでの営業を行うことが出来、客室数 238 室、宴会

場21室、レストラン6店舗を擁する、飛騨地域というよりも、岐

阜県を代表するホテルになります。 

これからも高山グリーンホテルをご愛顧いただけますよう、よろ

しくお願いいたします。 

自宅は東京都多摩市にあります。妻と子供は3人で、息子2人は

就職済です。娘は大学卒業後、資格取得のため専門学校に通ってい

ます。 

趣味は居酒屋巡りで、「かっぱ」、「樽平」などで一人で飲んでい

ます。血糖値が高いため本当は日本酒ＮＧですが、少しだけなら良

いかなと思って飲んでいます。 

それと下手ですがゴルフです。スコアは100前後ですが、「エン

ジョイゴルフ、楽しくプレーしましょう。」がモットーです。 

現在の住所は高山市相生町で、国分寺通に面した、スーパーさと

うの上のマンションです。 

以上で私のスピーチは終了です。ご清聴いただきありがとうござ

います。これからもよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜ニコニコボックス＞ 
●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん 

コロナ禍の影響で新会員スピーチも延び延びになっていましたが、 

本日ようやく中島さんにお話を頂ける事になりました。スピーチ楽 

しみにしていますので、よろしくお願いします。 

●中島 一成さん 

本日会員スピーチをさせて頂きます。よろしくお願い致します。  

●田近 毅さん、田邊 淳さん 

本日の中島さんのスピーチ楽しみにしております。 

●挾土 貞吉さん 

先般スピーチの際、8月3日10 時（ハサド）運転免許返納します

と宣言しましたが、この免許証はゴールド適性検査もＯＫであり

80 年の人生金メダルとして身分証明書として使いなさいと言われ

持ち帰りました。万が一運転している所を見た時、無免許と誤解な

きようニコニコを出しておきます。この身体であり日々運転しない

事を誓い、次は令和8年3月10日「ハサドの日」を返納目標に惚

けないよう無事無事故無違反の模範となる安全運転心掛けます。  

●岡田 贊三さん 

本日久し振りに出席しました。 

●古橋 直彦さん 

西クラブの親クラブは昨日「ゆかた例会」でした。自粛も必要です

が、安心安全な対策をし、うちもやりましょうよ！！  

●塚本 直人さん 

連日の暑さの中東京オリンピックで日本選手が頑張る姿に頭が下

がると同時に勇気づけられます。感動をありがとうございます。今

日は「広島原爆の日」です。改めて平和な日本に感謝いたします。 

●伊藤 松寿さん､岡田 贊三さん､米澤 久二さん､田中 武さん､ 

門前 庄次郎さん､堺 和信さん､下屋 勝比古さん､田中 晶洋さん､ 

新井 典仁さん､松田 康弘さん､堀 幸一郎さん 

エンゼルスの大谷翔平選手の活躍が止まりません。6月に続き7月 

の月間ＭＶＰに輝きました。これは日本人としては初めてで、ア・ 

リーグでは9年振りの快挙です。オリンピックでは日本人選手も大 

活躍しています。後は新型コロナウイルスに打ち勝つのみ！！  
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