
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 良英 委員

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想

◆ｹﾞｽﾄ 小諸市観光協会
会長 大西 崇弘様

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 米山奨学生 兪 佳怡さん

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

本日の卓話は、小諸市観光協会、大西

会長による、小諸市の観光についてです。

観光協会会長より過去、現在、そして未来

の小諸市観光の捕え方について話を聞く

機会はめったにありません。楽しみに、興

味ぶかく伺いたいと思っております。特に

来年は慶長 17 年（1612 年）小諸城大手門

（楼門）が築かれて400年、北国街道が「追

分の分去れ」※1 より新潟（出雲崎）まで開

通して 400 年です。

先人達の努力、知恵で継続した 400 年

の捉え方、評価、そして、小諸城を子孫に

残すための観光協会としての起居、スタン

スをお聞きできればと思います。

よろしくお願いします。

続いて橋について話します。千曲川の

上流に投網に行く時、山菜、きのこ、地蜂を

採りに山奥に行く時、道に迷いそうな場合

は、まず、山の形状と高圧線の方向をみて、

また、特に川があれば必ず、橋を探し行き

先を決めます。何故かと云うと、橋には入

口と出口があり、橋の名前が書いてある

「橋名板(きょうめいばん)」が付いていま

す。

漢字でその橋の名前が書いてある方が

入口で、ひらがなで書いてある方が出口で

す。道路の起点側から橋を見る時に、向っ

て左側に漢字橋名を。右側に橋が架かる

河川名を付けます。道路の終点側から

橋を見るとき、向って左側にひらがなの橋

名を、右側に施工年月が付いています。と

云うことでひらがな側から漢字側に行く

ことで大体迷わないで済みます。いずれ

にしても、川と橋の話ですので水物と

思って聞き流して下さい？？

＜参考＞

橋名をひらがなで表記する場合の濁点

について「○○橋」は「○○はし」とする。普

通には濁点のついた「○○ばし」と呼ぶけ

れども橋名板は濁りなく「○○はし」とする

こととなっており、これは橋梁工事を発注す

る公共事業体の、標準仕様書により決まっ

ております。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. ロータリーの友事務所より
「ロータリーの友」英語版発行について
2012～2013 年度版 11 月中旬発行
１冊 ５２５円

2. 佐久ＲＣより
例会場及び事務所移転について

９月２０日（木）より電話・ＦＡＸ変更なし
佐久グランドホテル
〒385‐0051 佐久市中込 3‐19‐6

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽

◆事務局/〒384-0025 長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階

TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788

2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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※1 北国街道と中山道の分岐点にあるのが「追
分の分去れ」です。江戸から来た場合、右は北
国街道の更科や越後方面、左は京都、吉野など
関西へむかう分岐点となりました。その昔長旅
の途中で親しくなった旅人同士が、別の行く先を
前に別れを惜しみともに袂を分けて旅を続けた
といわれるのがその名の由来です。



3. 軽井沢ＲＣよりクラブ計画書

4. 例会変更

蓼科ＲＣ

9 月 26 日（水）合同例会の為 定刻受付なし
10 月 3 日（水）定款による休会 定刻受付あり

上田東ＲＣ

10 月 3 日（水）親睦例会の為 定刻受付あり
10 月 10 日（水）定款による休会 定刻受付あり
10 月 17 日（水）地区大会振替 定刻受付あり
10 月 31 日（水）定款による休会 定刻受付あり

丸子ＲＣ

9 月 20 日（木）定款による休会 定刻受付なし
9月 27 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり

5. 週報
佐久、南佐久、上田西ＲＣ

本日の配布物

週報 1152 号、ロータリーの友 9 月号、

合同夜間例会案内

◆ラッキー賞

NO.19 清水 泰男君

【委員会報告】

クラブ広報・情報委員会

橋詰 希望委員長

「ロータリーの友」の紹介

クラブ運営委員会

清水 良英委員長

「合同夜間例会」について

◆ニコ BOX 清水 良英 委員

黒澤明男君
次女の結婚祝をいただきあり

がとうございました。

小池平一郎君
大西さん歓迎申し上げます。卓

話よろしく！

神津恭通君

大西さん 観光協会に大変期

待しております。頑張って下さ

い。

清水泰男君
久し振りの「ラッキー賞」ありが

とうございました。

橋詰希望君
大西会長 小諸の観光のため

大変ご苦労様です。

前田博志君 大西さん ありがとう。

【本日のプログラム】

小諸市の観光について

大西 崇弘氏

小諸の観光、歴史の話も交えて

高原の城下町、スケッチ文化都市

小諸城、北国街道、

島崎藤村、高浜虚子、小山敬三、白鳥映雪、

懐古園、藤村記念館、小山敬三美術館など、減少傾向にあります

小諸観光協会 会長

しなの鉄道 監査役

有限会社大西製粉 会長



ブランド力調査

49 都道府県で、長野県は 8位

長野県 19 市有り小諸市は 5 位

松本、安曇野、諏訪、長野、小諸

内容は情緒的、情緒がある

現在、こういう評価があっても厳しい状況

先週、池袋のメトロポリタンで旅行会社エージェントの皆様をお迎えして長野県の観光

商談会が開かれ、会場に各市町村のブースを設けるが、なかなか我々小諸には寄ら

ない現状！

ほんとうに、危機感を覚える。

この順位を落としたら、なかなか挽回できない。

観光は文字どおり光を観る、と書く事はご存知のとおり。

やはり賑わいが有り、ヒカリ輝いていないと、徐々に消えてしまう！

とにかくお客様に小諸に来て頂く事がまず一番。

これからは、何処の市町村も人口が減少傾向にある訳で、お客様の奪いあい。

お客様がいらっしゃれば、いくらかになります。

商店、飲食店、農家も良くなるはず。

勿論、それなりの対応策は必要。

協会としては、｢おもてなしの心で！｣

それを、市全体に広げていく・・・

これは、インバウンドも含めてです。

この間、台湾のメディアが取材に訪れ、人力車と明治大正浪漫衣装で出迎え、ご高承

を頂く。

いま、小諸のバンフも、HP もインバウンド向けに作り、それも外国の方からの目線で

作り、お迎えする準備をしてる。

とにかく、観光客に来て頂く、お客様を迎える、いわゆる外貨を稼ぐ。

そのためには、やはり、思い切った費用を掛ける・・・

シード落ちしたら、順位上げるのは何倍も費用が掛かる。

その為に、積極的にフィルムコミッションとも連携をしＰＲ。

アニメ ｢あの夏で待ってる｣ は、ありがたい。 多くの若者が訪れている。

また、少し前の ｢風林火山｣もプラス。

せっかくある、寅さん会館・・・｢寅さん｣関係も大事。

｢博士の愛した数式｣のﾒｲﾝﾎﾟｽﾀｰ、寺尾聡と深津絵里の小諸八重紅枝垂れの元。

来年、小諸城・北国街道４００年祭を企画

仙石秀久・・センゴクまつり・・

大手門公園周辺から北国街道

そばグルメ・ウォーキング



しなの鉄道・・・北国街道ウォーキング

実験的に本陣主屋周辺を現在利用

９月２３日 中秋の本陣ライブ

１０月２０日～２８日 信州小諸 杜の城下町フェスタ

着地型の観光商品を開発

きめ細やかな案内コースを提案していく。

寺社めぐりコース、紅葉ビューポイントコース、歴史散策とそば打ち体験コース

着物で人力車コース、本陣主屋で手仕事体験コース

歴史・文化コース・・・藤村・小山敬三・幕末の三舟

現在の観光は

光を観るだけではなくて・・・・感幸・・・

日常を離れて、新鮮な緑、空気、水、安全な食べ物、歴史・文化、様々な体験・・

そして、地元の人との語らい、ふれあい・・・

幸せを感じていただく

そんな 小諸の観光を目指します。

【出席報告】 湯本 敏晴 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 09 月 11 日 24 18 事前（1） 75.00％
前々回 08 月 28 日 24 23 事後（0） 修正 95.83％


