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第２００３回例会 

     ２０１９年２月１８日（月）第２4回       

●点  鐘 会長 山北 秀和君 

●斉 唱 「我等の生業」「焚火」 

●例会行事 会員卓話 加藤 吉克君 

      「ホテルマンが見た皇室」 

 ●司  会 安江 寛二ＳＡＡ副委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君 

 
 

最近、「観光公害」という言葉を見聞きすることが増えま

した。本日は、「観光公害」についてお話させていただきま

す。 

皆さんご存知だと思いますが、「世界が訪れたくなる日

本」への飛躍をはかるため「観光立国推進基本計画」平成

３２年までに１〕国内旅行消費額を２1 兆円にする。2〕訪日外

国人旅行者を４千万人にする。3〕訪日外国人旅行消費額

を８兆円にする等閣議決定されました。 

観光客が増えるのは喜ばしいことですが、一方で、さまざ

まな環境の変化に戸惑う住民や利用者たちが増えている

ようです。 

日本のワーストスポットの事例を紹介しますと 

 東京都を訪れる外国人観光客の間で人気のナイトスポッ

トといえば、新宿ゴールデン街です。50 代の常連客のひと

りは、「今は爆音で洋楽がかかり、外で外国人が踊ってい

る店がある。ここは六本木かよ！ 行きつけだったバー

も、英語ができるアルバイトに任せてママは店に出なくな

った。俺の居場所を返せ！」こう嘆くそうです。 

ゴールデン街・新宿三光商店街振興組合の担当者は、「缶

チューハイを路上で飲み歩いてポイ捨てしたり、大声で歌

って歩く外国人観光客が多くなった。飲み屋さんの集まり

なので、騒ぐなとは言いにくい。」と困惑している様子。 

 一方、夜の街とは対照的な南の楽園でも原風景が失わ

れつつある。20 年前から竹富島を何度も訪れているリピ

ーターは、「以前は本当に何もない島で、それが楽しかっ

たのに、星野リゾートができて以来、どこにでもあるリゾ

ートに成り下がった。裕福そうな宿泊者が増え、まったく違

う島になった気がする」と嘆いています。また、「観光客が

増え島内のゴミ処理能力を超えている」との指摘も。島民

も不便を強いられているようです。 

最後は明治神宮。厳かな雰囲気をぶっ壊す外国人観光客

がいるようです。 「何を勘違いしたのか集団で何かのア

ニメの巫女や忍者のコスプレをした欧米人がいました。あ

と、敷地内で堂々とイチャついてキスしてるカップルもい

た」 まさに自分たちの庭を荒らされてる感覚になるよう

です。 

 ◆かつての雰囲気が失われたワーストスポット 

 ▼新宿ゴールデン街（東京都）……アングラ芸術やサブ

カルの聖地だった同地だが、近年は外国人観光客が急増。

昭和の退廃的雰囲気は薄れた。「自分の居場所がなくなっ

た」と嘆く常連客多い。 

 ▼新宿二丁目（東京都）……アジア随一の LGBT コミュニ

ティも国際的な観光地に。しかし、真剣に出会いを求める

ゲイは「外国のゲイとは文化が違うしノンケも多い」と否

定的です。 

 ▼明治神宮（東京都）……コスプレ姿でやって来るもの

や、フェス帰りの酔客など、参拝にふさわしくない外国人

観光客も。「鳥居前でいちゃつく外国人カップルもいる」と

言う住民も多い。 

 

 



 

2／3 

 ▼飛田新地（大阪府）……“性の爆買い”も噂される中国

人観光客だが、飛田新地を訪れる者の多くは冷やかし。

「玄関口に座る女のコにカメラを向け、トラブルになること

も多い」 

  ▼USJ（大阪府）……アジア系観光客が増え、各アトラク

ションの待ち時間が大幅に増えた。列に 1人だけならんで、

順番が近づくと仲間を呼んで割り込ませる外国人も多い

様子。 

 ▼竹富島（沖縄県）……「『何もないこと』を楽しむ、のん

びりした島だったのに、星野リゾートができ、都市と変わら

ぬ便利な島になり ゴミ処理問題なども浮上している 

 ▼博多の屋台（福岡県）……長居しないのが屋台のルー

ルだが「観光客はラーメン 1杯とビール 1本で 1時間居座

る」とか。観光客増加で 2～3割値上げされ、地元民も足が

遠のくことに。 

▼八坂神社（京都府）……元日に行われる「をけら祭」が

海外口コミサイトで話題に。振る舞い酒に観光客が殺到し

て緊迫した事態になり、昨年は振る舞い酒を中止にしたそ

うです。 

  ▼金山神社（神奈川県）……男性器をかたどった神輿で

有名な「かなまら祭り」が奇祭として欧米人の間で有名に

なった。世界中に拡散したことで批判が出て近年、一部の

露骨な神輿は消滅したそうです。 

 新しい客や外国人客が増えること自体はもちろん歓迎

すべきことです。時代の流れもありますが、 

その場所の魅力がなくならないように、うまく共生できる

様に考えなくてはいけないと思います。 

皆さんは、どう思いますか？           

以上、会長挨拶でした。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （照井 通夫副委員長） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 89.13％ 

出 出席義務者 28 欠 

席 

者 

出席義務者 5 

席 出席免除者 13 出席免除者 5 

者 出席者計 41 欠席者計 10 

前々回例会（1月28日） 

会員数 51 出席率 100％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 13 出席免除者 5 

者 出席者計 46 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

加藤吉克君卓話楽しみにしています。会員の皆様、友人 

知人をロータリーにお誘いください。 

                 山北 秀和 君 

本日も様出席ありがとうございます。加藤さん、卓話よ 

ろしくお願いします。 

                 安川 正勝 君 

今日も元気で。 

                 山田 幹雄 君 

加藤吉克君卓話頑張って下さい。 

                 石川 良治 君 

加藤さん、卓話楽しみです。 

                 稲吉 將秀 君 

タイゴルフメンバーに恵まれて優勝させていただきま 

した。ありがとうございました。 

                 早川 正倫 君 

 

今日も元気で！   

伊勢村道雄 君 伊藤 康司 君 伊東 由之 君

稲熊 正徳 君 井上 政秋 君 内海 辰巳 君

梅本 昌裕 君 加藤 吉克 君 川口 直也 君

北園 守生 君 串田 正克 君 國田武二郎 君

栗田 和典 君 三治 明 君 柴田 和宏 君

高山 光雄 君 田中 秀典 君 田邊 雅彦 君

照井 通夫 君 友原 寛之 君 中島 俊朗 君

中林 正人 君 堀塲 竜司 君 真城 壮司 君  

安江 寛二 君 山内 佳紀 君 プリヤンタ 君 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３３名  ４６，０００円  

本年度の協力累計        １，１９６，０００円  

 

 
 

 
加藤 吉克君 

「ホテルマンが見た皇室」 

 



 

3／3 

 

 

 
 

第7回、第8回のゴルフ部コンペの結果 

 

 

第7回 

2月15日 ブラパゴルフ＆リゾート（パタヤ） 

優勝  柴田和宏 グロス82 ハンデ11 ネット71 

準優勝 竹尾悟  グロス84 ハンデ10 ネット74 

 

第8回 

2月16日 パタナゴルフ＆リゾート（パタヤ） 

優勝  早川正倫 グロス92 ハンデ16 ネット76 

準優勝 柴田和宏 グロス87 ハンデ 8  ネット79 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


