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本日　11月９日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「アルコールの弊害について」

下司病院 院長 山本　道也 氏

次週　11月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知からＪリーグへ ～高知ユナイテッドＳＣの挑戦～」

武政　重和 氏

第2553回　例会報告／令和４年10月26日　天候　晴れ
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　池添　裕司 氏
　　　　　　　　森本太一郎 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先日のイギリスの交代劇
で、トラスさんの早期退
任も驚きましたが、42歳
のインド系のスナク首相
が誕生したということで、

実は野次馬的には２度びっくりでした。イギ
リスという国は、時々突拍子もないというん
ですか、僕の感覚からすれば、驚かされるこ
とをしてくれる国と思うんですけれど、スナ
クさんの経歴とか、その辺を見ますと、特に
経済の立て直しということに特化した抜擢だ
ろうと思います。大いに期待できるところで
す。
　それで、そのイギリスでの突拍子もないと
いう事例で驚きかつ、実に面白い話を前に聞
いたことがあるので、ご披露いたします。ロ
ータリー博士で有名な小堀憲助さんという、
もうお亡くなりになりましたけども、大変ロ
ータリーの知識、その他雑学も含めて素晴ら
しい見識の持ち主で、猿田さんからお借りし
たＣＤで、よく車の中で聞いておりましたけ
ども、その中で面白いエピソードを聞きまし
た。

　イギリスという国は、先駆けて民主主義、
資本主義が生まれ発達した国ですね。警察組
織に関しても制度化が早くされた国だと思い
ます。ちょっと調べたところによりますと、
1829年にロンドン警視庁、一般的にはスコッ
トランドヤードと呼ばれる、映画なんかにも
よく出ますよね。警察というと日本では官が
民を管理するという感じの代表の組織のよう
な気がするんですけれども昔からイギリスで
は地域地域で無報酬で自警団的な活動をする
のがいわば警察の代わりだったようです。自
警団的に、の役目だったようです。
　やがて時代が進むにつれ、犯罪が複雑にな
るし、凶悪になるしということで、無報酬の
組織では難しいということになり、有報酬の
警察組織というのができたということらしい
のですけれど、そのときにロンドン警視庁の
初めての総監になった方の職業が面白いので
す。それまでは全く警察に関係のない方だっ
たんですけども、治安担当の判事が、その方
を大抜擢したということなんですよ。その方
の元職業は何でしょうかっていうのが、クイ
ズにすればそういうことなんですけど。この
答えをご存知の方、いらっしゃいますか。あ
まりにも小堀さんの話が突拍子もなかったも
のですから、私も裏を取ろうと思って、いろ
いろ調べてみたんですけど、結局、真偽のほ
どは分かりませんが、その答えは何と元の職
業は、監獄に収監されている大泥棒であった
ということです。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　つまり、日本でも「蛇の道はヘビ」と言い
ますね。つまりは犯罪に最も詳しいのが大犯
罪者ということで大抜擢をしたというわけで
す。いわば司法取引したんでしょうかね。大
泥棒が初代警察のトップに据えられたという
ような、そういう突拍子もない融通性がどう
もイギリスにはあるんだなということです。
どなたも笑ってくれなかったので、この辺で
終わりたいと思います。
◇親睦委員会より
　コロナによって滞っておりました、有田さ
ん、小林さん、傍島さん、須賀さんの歓迎会
を11月16日、18時30分から当ホテルにて開催
します。
◇長期交換運営委員会より
•長期交換事業はコロナ禍で中断していまし
たが、現在、来年度の送り出しと受け入れ
に向けて、準備を進めています。受け入れ
は来年９月に土佐女子高校に来る予定です。
次期のホストクラブに東クラブは該当して
おらず、他クラブで用意されていますが、
令和６年の秋からは、第２期か第３期、当
クラブがホストクラブの担当ですので、ま
た皆さんにお願いすることとなります。
•ホストファミリーを１家族だけで限定する
と、コロナに感染するなどいろんな事態の
ときにしんどい事が起きるので、クラブ内

でセカンド・サードのサポートファミリー
を構えておくといいということです。
•送り出しは、例年どおり土佐女子の学生で
準備が進められています。
•渡航するには予防接種が大事だという話に
なり、相手国で予防接種が済んでいない学
生は受け入れてくれないということがある
ようです。近森病院に渡航外来があるよう
ですので、留学を考えている方がいれば、
近森病院に相談をしたらいいとのことです。
◇会　長　報　告
◎定款と細則に関して、２件のご意見をいた
だきました。
•第５条のパスト会長会に関して、パスト
会長の定款により、「現会長と副会長も
含む」と訂正をします。
•第14条の改正に関して、現在の細則どお
り「10日前に書面により通知」とします。

◇幹　事　報　告
•2023年５月、メルボルンで開催される国際
ロータリー年次大会の案内書をホワイトボ
　ードに貼っています。
•レターボックスに赤い羽根共同募金バッチ、
ガバナー公式訪問の際の集合写真、須賀会
員のシールの３点を入れています。
•本日例会終了後、役員会を行います。

開業、一気に人気になりました。キャンプは
テント張りや食事の準備等々、全て自分たち
で行いますが、グランピングは、グラマラス
とキャンプを合わせた造語で、テントの設営、
食事の準備、片付けもほとんどなく、ベッド
や空調等も快適に過ごせるようセットされて
おり、優雅で魅力的なキャンプということで
す。
　日本では2020年から今年にかけて、それま
での４倍の施設ができています。2023年には
新たに200施設が開業予定で、グランピング
市場規模は1,000億円に達すると見込まれて
います。
　私たち喜びフーヅは、お客様に喜びを提供
することをミッションとしています。当社は
2003年10月に経営破綻をしていたＤＵＯゴル
フを買収し、経営再生を行い、スカイ・ベイ
ゴルフクラブと名称を変更。2015年２月、同
じく経営破綻をしていた高南カントリーを買
収し、地域の産業と雇用を守り経営再生を行
ってきました。しかし、想定以上のゴルフ人
口の減少と高齢化に伴い売上が減少傾向にあ
り、ゴルフ場としての存続危機に陥ります。
　そんな中、メンバーさんや地元の方から、
憩いの場所で楽しみにしている。何としても
ゴルフ場を残してほしいとたくさんの声をい
ただき、また社員のためにも何としても存続
させるという思いから、ゴルフ以外の何かに
生かすことができないかアンテナを張ってい
ました。
　そんな中、私のアイデアでグランピングを
提案し、いけるという社長のチャレジ精神と
行動力で思いが形になり、2019年、高知初の
グランピング施設が誕生。四国内ではゴルフ
場内のグランピングは初めてです。スカイヒ
ルゴルフクラブの経営を再び上昇させる起爆
剤となり、今では全国からお客様が訪れるゴ
ルフ場となりました。私も社長もアウトドア
の経験もなく、右も左も分からず手探り状態
で、本当に大変でしたが、今ではやって良か
ったと思っています。
　テントは４～６名の定員で、ベッドや寒い
時季はコタツ、ファンヒーターなどが設置さ
れています。トレーラーハウスはレギュラー
４台・４名とラージタイプ２台・５名があり、
冷暖房完備です。オートサイトはキャンプが

できる場所で車の乗り入れもでき、電源サイ
トも設置しています。
　2021年10月、新たなドームテントをオープ
ン。現在、こちらの人気が急上昇しており、
予約がなかなか取れない状況です。10メート
ルドームは、高知では初、最大12名が泊まれ
ます。冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ、プライ
ベートプール付きで、今年の夏はたくさんの
方が訪れました。今年オープンしたのがダイ
ナソーで、こちらも10メートル、12名収容。
私の背丈よりも大きいのでかなり迫力があり
ます。子どもから大人まで大興奮間違いなし
の空間で、冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ完備、
さらに露天風呂で満点の星を楽しんでいただ
けます。あと７メートルドームが３つ。アク
アの部屋は今月オープンしましたが、それぞ
れが個性豊かな部屋となっています。最大８
名まで収容可能です。
　最近では、企業研修、社員旅行、クラブ活
動、合宿、懇親会などにも使われていて、企
業研修や社員旅行はゴルフと組み合わせての
プログラムが多くあります。スカイ・ベイゴ
ルフクラブはアップダウンが激しいので、陸
上部の合宿で18ホールを走るだけでもかなり
の筋トレになります。ミスジャパンの高知大
会の合宿も行われました。
　また、高知サポートセンターさんとコラボ
して婚活も行っています。ヨガなどもゴルフ
場の上で行うのは気持ちがいいということで
す。当社の社員に藁焼きタタキの名人がいて、
その場で焼いて、とてもおいしいタタキを食
べることができます。あと、コロナの関係で
海外に行けなかったことから、四国や中国、
関東、関西の学校から卒業旅行に利用してい
ただきました。キャンプの醍醐味はやはり焚
き火です。火を見ながら会話をすると本音が
出るそうです。ご家族の利用も多く、記念日
や誕生日など、大切な日にこの場所を選んで
いただけることは嬉しいと思います。時々は
外国の方もいらっしゃいます。いろいろな使
い方がありますので、ぜひロータリークラブ
さんでもご利用いただければと思います。
　これからも、ミッションである「お客様に
喜びを提供し続ける企業」でありたいと思っ
ています。

•池添裕司（高知南ＲＣ）　本日は高知東ＲＣ
さんの例会に３度目の出席をさせていただき
ました。６年前、石川会員にお誘いを頂戴し
ながら、同時期に南へ入ってしまいました。
すみません。また時々、メイキャップに伺い
ます。よろしくお願いいたします。
•森本太一郎（高知南ＲＣ）　高知南ＲＣの森
本と申します。本日は、２回目の高知東ＲＣ
様の例会に参加させていただきました。楽し
い時間をありがとうございました。
•浦田健治　溝渕さん、グランピングって楽
しそうですね。お話ありがとうございました。
また、例会前に高知県医家美術展に行ってき
ました。猿田さん、写真お孫さん、カワイイ。
•鬼田知明　溝渕さん、本日はグランピング
の魅力を感じるお話ありがとうございました。
•西山忠利　入会記念日お祝いありがとうご
ざいました。54年になりました。久しぶりの
例会出席です。

•猿田隆夫　先日の54周年創立記念夜間例会
で、西森大親睦委員長からご指名を受け、当
クラブの同好会のことをスピーチさせていた
だきました。ありがとうございました。また、
私が代表の英会話同好会は、出欠を取ってい
ませんので参加ご希望の方はいつでもご参加
ください。
•𠮷永光男　今晩、クラブ奉仕委員会を田舎
家で炉辺会議で行います。
•野町和也　誕生日お礼。
•石川　健　例会終了後、11月６日剣山トレ
ッキングのミーティングを行いますので、参
加者は出席してください。
•竹村克彦　そういえば、以前は行事の後に、
会員のどなたかが写真をレターボックスに入
れてくれました。それに応じてニコニコ箱へ
入れていました。いまどきは、データの交換
でしょうか？　今日は集合写真をいただきま
したので、ニコニコへ。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻・早退　１件

㈱ 高知ユナイテッドスポーツクラブ
代表取締役

　テレビや雑誌で話題のグランピングは、今
やレジャーシーンに欠かすことができないほ
どの人気です。グランピングのルーツはモン
ゴルの遊牧民が暮らす移動式住宅・パオにあ
ると言われており、19世紀半ばにヨーロッパ
のセレブたちが休日を楽しむため、ルイヴィ
トンのトランクに荷物を積み込み、郊外に出
かけるようになったのが発祥だそうです。当

時はキャンプと言っても、テントには豪華な
家具や調度品が置かれ、シェフを呼び豪華な
食事を用意させるなど、富裕層の人たちにし
かできない体験でした。
　日本には2010年、グランピングの情報が徐
々に届きはじめグランピングブームが到来し
ます。2015年の秋、大手リゾートホテルチェ
ーンが、グランピングの名前を付けた施設を
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じく経営破綻をしていた高南カントリーを買
収し、地域の産業と雇用を守り経営再生を行
ってきました。しかし、想定以上のゴルフ人
口の減少と高齢化に伴い売上が減少傾向にあ
り、ゴルフ場としての存続危機に陥ります。
　そんな中、メンバーさんや地元の方から、
憩いの場所で楽しみにしている。何としても
ゴルフ場を残してほしいとたくさんの声をい
ただき、また社員のためにも何としても存続
させるという思いから、ゴルフ以外の何かに
生かすことができないかアンテナを張ってい
ました。
　そんな中、私のアイデアでグランピングを
提案し、いけるという社長のチャレジ精神と
行動力で思いが形になり、2019年、高知初の
グランピング施設が誕生。四国内ではゴルフ
場内のグランピングは初めてです。スカイヒ
ルゴルフクラブの経営を再び上昇させる起爆
剤となり、今では全国からお客様が訪れるゴ
ルフ場となりました。私も社長もアウトドア
の経験もなく、右も左も分からず手探り状態
で、本当に大変でしたが、今ではやって良か
ったと思っています。
　テントは４～６名の定員で、ベッドや寒い
時季はコタツ、ファンヒーターなどが設置さ
れています。トレーラーハウスはレギュラー
４台・４名とラージタイプ２台・５名があり、
冷暖房完備です。オートサイトはキャンプが

できる場所で車の乗り入れもでき、電源サイ
トも設置しています。
　2021年10月、新たなドームテントをオープ
ン。現在、こちらの人気が急上昇しており、
予約がなかなか取れない状況です。10メート
ルドームは、高知では初、最大12名が泊まれ
ます。冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ、プライ
ベートプール付きで、今年の夏はたくさんの
方が訪れました。今年オープンしたのがダイ
ナソーで、こちらも10メートル、12名収容。
私の背丈よりも大きいのでかなり迫力があり
ます。子どもから大人まで大興奮間違いなし
の空間で、冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ完備、
さらに露天風呂で満点の星を楽しんでいただ
けます。あと７メートルドームが３つ。アク
アの部屋は今月オープンしましたが、それぞ
れが個性豊かな部屋となっています。最大８
名まで収容可能です。
　最近では、企業研修、社員旅行、クラブ活
動、合宿、懇親会などにも使われていて、企
業研修や社員旅行はゴルフと組み合わせての
プログラムが多くあります。スカイ・ベイゴ
ルフクラブはアップダウンが激しいので、陸
上部の合宿で18ホールを走るだけでもかなり
の筋トレになります。ミスジャパンの高知大
会の合宿も行われました。
　また、高知サポートセンターさんとコラボ
して婚活も行っています。ヨガなどもゴルフ
場の上で行うのは気持ちがいいということで
す。当社の社員に藁焼きタタキの名人がいて、
その場で焼いて、とてもおいしいタタキを食
べることができます。あと、コロナの関係で
海外に行けなかったことから、四国や中国、
関東、関西の学校から卒業旅行に利用してい
ただきました。キャンプの醍醐味はやはり焚
き火です。火を見ながら会話をすると本音が
出るそうです。ご家族の利用も多く、記念日
や誕生日など、大切な日にこの場所を選んで
いただけることは嬉しいと思います。時々は
外国の方もいらっしゃいます。いろいろな使
い方がありますので、ぜひロータリークラブ
さんでもご利用いただければと思います。
　これからも、ミッションである「お客様に
喜びを提供し続ける企業」でありたいと思っ
ています。

「グランピングの魅力」

◇ゲストスピーチ ㈱喜びフーヅ 統括マネージャー  溝渕　美和 氏

•池添裕司（高知南ＲＣ）　本日は高知東ＲＣ
さんの例会に３度目の出席をさせていただき
ました。６年前、石川会員にお誘いを頂戴し
ながら、同時期に南へ入ってしまいました。
すみません。また時々、メイキャップに伺い
ます。よろしくお願いいたします。
•森本太一郎（高知南ＲＣ）　高知南ＲＣの森
本と申します。本日は、２回目の高知東ＲＣ
様の例会に参加させていただきました。楽し
い時間をありがとうございました。
•浦田健治　溝渕さん、グランピングって楽
しそうですね。お話ありがとうございました。
また、例会前に高知県医家美術展に行ってき
ました。猿田さん、写真お孫さん、カワイイ。
•鬼田知明　溝渕さん、本日はグランピング
の魅力を感じるお話ありがとうございました。
•西山忠利　入会記念日お祝いありがとうご
ざいました。54年になりました。久しぶりの
例会出席です。

•猿田隆夫　先日の54周年創立記念夜間例会
で、西森大親睦委員長からご指名を受け、当
クラブの同好会のことをスピーチさせていた
だきました。ありがとうございました。また、
私が代表の英会話同好会は、出欠を取ってい
ませんので参加ご希望の方はいつでもご参加
ください。
•𠮷永光男　今晩、クラブ奉仕委員会を田舎
家で炉辺会議で行います。
•野町和也　誕生日お礼。
•石川　健　例会終了後、11月６日剣山トレ
ッキングのミーティングを行いますので、参
加者は出席してください。
•竹村克彦　そういえば、以前は行事の後に、
会員のどなたかが写真をレターボックスに入
れてくれました。それに応じてニコニコ箱へ
入れていました。いまどきは、データの交換
でしょうか？　今日は集合写真をいただきま
したので、ニコニコへ。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻・早退　１件

　テレビや雑誌で話題のグランピングは、今
やレジャーシーンに欠かすことができないほ
どの人気です。グランピングのルーツはモン
ゴルの遊牧民が暮らす移動式住宅・パオにあ
ると言われており、19世紀半ばにヨーロッパ
のセレブたちが休日を楽しむため、ルイヴィ
トンのトランクに荷物を積み込み、郊外に出
かけるようになったのが発祥だそうです。当

時はキャンプと言っても、テントには豪華な
家具や調度品が置かれ、シェフを呼び豪華な
食事を用意させるなど、富裕層の人たちにし
かできない体験でした。
　日本には2010年、グランピングの情報が徐
々に届きはじめグランピングブームが到来し
ます。2015年の秋、大手リゾートホテルチェ
ーンが、グランピングの名前を付けた施設を
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  「奉仕の理想」
◇来訪ロータリアン
　高知南ＲＣ　　池添　裕司 氏
　　　　　　　　森本太一郎 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
先日のイギリスの交代劇
で、トラスさんの早期退
任も驚きましたが、42歳
のインド系のスナク首相
が誕生したということで、

実は野次馬的には２度びっくりでした。イギ
リスという国は、時々突拍子もないというん
ですか、僕の感覚からすれば、驚かされるこ
とをしてくれる国と思うんですけれど、スナ
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す。
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ータリーの知識、その他雑学も含めて素晴ら
しい見識の持ち主で、猿田さんからお借りし
たＣＤで、よく車の中で聞いておりましたけ
ども、その中で面白いエピソードを聞きまし
た。
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　やがて時代が進むにつれ、犯罪が複雑にな
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を大抜擢したということなんですよ。その方
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どは分かりませんが、その答えは何と元の職
業は、監獄に収監されている大泥棒であった
ということです。
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　つまり、日本でも「蛇の道はヘビ」と言い
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かできない体験でした。
　日本には2010年、グランピングの情報が徐
々に届きはじめグランピングブームが到来し
ます。2015年の秋、大手リゾートホテルチェ
ーンが、グランピングの名前を付けた施設を
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　皆さん、こんにちは。
先日のイギリスの交代劇
で、トラスさんの早期退
任も驚きましたが、42歳
のインド系のスナク首相
が誕生したということで、

実は野次馬的には２度びっくりでした。イギ
リスという国は、時々突拍子もないというん
ですか、僕の感覚からすれば、驚かされるこ
とをしてくれる国と思うんですけれど、スナ
クさんの経歴とか、その辺を見ますと、特に
経済の立て直しということに特化した抜擢だ
ろうと思います。大いに期待できるところで
す。
　それで、そのイギリスでの突拍子もないと
いう事例で驚きかつ、実に面白い話を前に聞
いたことがあるので、ご披露いたします。ロ
ータリー博士で有名な小堀憲助さんという、
もうお亡くなりになりましたけども、大変ロ
ータリーの知識、その他雑学も含めて素晴ら
しい見識の持ち主で、猿田さんからお借りし
たＣＤで、よく車の中で聞いておりましたけ
ども、その中で面白いエピソードを聞きまし
た。

　イギリスという国は、先駆けて民主主義、
資本主義が生まれ発達した国ですね。警察組
織に関しても制度化が早くされた国だと思い
ます。ちょっと調べたところによりますと、
1829年にロンドン警視庁、一般的にはスコッ
トランドヤードと呼ばれる、映画なんかにも
よく出ますよね。警察というと日本では官が
民を管理するという感じの代表の組織のよう
な気がするんですけれども昔からイギリスで
は地域地域で無報酬で自警団的な活動をする
のがいわば警察の代わりだったようです。自
警団的に、の役目だったようです。
　やがて時代が進むにつれ、犯罪が複雑にな
るし、凶悪になるしということで、無報酬の
組織では難しいということになり、有報酬の
警察組織というのができたということらしい
のですけれど、そのときにロンドン警視庁の
初めての総監になった方の職業が面白いので
す。それまでは全く警察に関係のない方だっ
たんですけども、治安担当の判事が、その方
を大抜擢したということなんですよ。その方
の元職業は何でしょうかっていうのが、クイ
ズにすればそういうことなんですけど。この
答えをご存知の方、いらっしゃいますか。あ
まりにも小堀さんの話が突拍子もなかったも
のですから、私も裏を取ろうと思って、いろ
いろ調べてみたんですけど、結局、真偽のほ
どは分かりませんが、その答えは何と元の職
業は、監獄に収監されている大泥棒であった
ということです。

　つまり、日本でも「蛇の道はヘビ」と言い
ますね。つまりは犯罪に最も詳しいのが大犯
罪者ということで大抜擢をしたというわけで
す。いわば司法取引したんでしょうかね。大
泥棒が初代警察のトップに据えられたという
ような、そういう突拍子もない融通性がどう
もイギリスにはあるんだなということです。
どなたも笑ってくれなかったので、この辺で
終わりたいと思います。
◇親睦委員会より
　コロナによって滞っておりました、有田さ
ん、小林さん、傍島さん、須賀さんの歓迎会
を11月16日、18時30分から当ホテルにて開催
します。
◇長期交換運営委員会より
•長期交換事業はコロナ禍で中断していまし
たが、現在、来年度の送り出しと受け入れ
に向けて、準備を進めています。受け入れ
は来年９月に土佐女子高校に来る予定です。
次期のホストクラブに東クラブは該当して
おらず、他クラブで用意されていますが、
令和６年の秋からは、第２期か第３期、当
クラブがホストクラブの担当ですので、ま
た皆さんにお願いすることとなります。
•ホストファミリーを１家族だけで限定する
と、コロナに感染するなどいろんな事態の
ときにしんどい事が起きるので、クラブ内

でセカンド・サードのサポートファミリー
を構えておくといいということです。
•送り出しは、例年どおり土佐女子の学生で
準備が進められています。
•渡航するには予防接種が大事だという話に
なり、相手国で予防接種が済んでいない学
生は受け入れてくれないということがある
ようです。近森病院に渡航外来があるよう
ですので、留学を考えている方がいれば、
近森病院に相談をしたらいいとのことです。

◇会　長　報　告
◎定款と細則に関して、２件のご意見をいた
だきました。
•第５条のパスト会長会に関して、パスト
会長の定款により、「現会長と副会長も
含む」と訂正をします。
•第14条の改正に関して、現在の細則どお
り「10日前に書面により通知」とします。

◇幹　事　報　告
•2023年５月、メルボルンで開催される国際
ロータリー年次大会の案内書をホワイトボ
　ードに貼っています。
•レターボックスに赤い羽根共同募金バッチ、
ガバナー公式訪問の際の集合写真、須賀会
員のシールの３点を入れています。
•本日例会終了後、役員会を行います。

開業、一気に人気になりました。キャンプは
テント張りや食事の準備等々、全て自分たち
で行いますが、グランピングは、グラマラス
とキャンプを合わせた造語で、テントの設営、
食事の準備、片付けもほとんどなく、ベッド
や空調等も快適に過ごせるようセットされて
おり、優雅で魅力的なキャンプということで
す。
　日本では2020年から今年にかけて、それま
での４倍の施設ができています。2023年には
新たに200施設が開業予定で、グランピング
市場規模は1,000億円に達すると見込まれて
います。
　私たち喜びフーヅは、お客様に喜びを提供
することをミッションとしています。当社は
2003年10月に経営破綻をしていたＤＵＯゴル
フを買収し、経営再生を行い、スカイ・ベイ
ゴルフクラブと名称を変更。2015年２月、同
じく経営破綻をしていた高南カントリーを買
収し、地域の産業と雇用を守り経営再生を行
ってきました。しかし、想定以上のゴルフ人
口の減少と高齢化に伴い売上が減少傾向にあ
り、ゴルフ場としての存続危機に陥ります。
　そんな中、メンバーさんや地元の方から、
憩いの場所で楽しみにしている。何としても
ゴルフ場を残してほしいとたくさんの声をい
ただき、また社員のためにも何としても存続
させるという思いから、ゴルフ以外の何かに
生かすことができないかアンテナを張ってい
ました。
　そんな中、私のアイデアでグランピングを
提案し、いけるという社長のチャレジ精神と
行動力で思いが形になり、2019年、高知初の
グランピング施設が誕生。四国内ではゴルフ
場内のグランピングは初めてです。スカイヒ
ルゴルフクラブの経営を再び上昇させる起爆
剤となり、今では全国からお客様が訪れるゴ
ルフ場となりました。私も社長もアウトドア
の経験もなく、右も左も分からず手探り状態
で、本当に大変でしたが、今ではやって良か
ったと思っています。
　テントは４～６名の定員で、ベッドや寒い
時季はコタツ、ファンヒーターなどが設置さ
れています。トレーラーハウスはレギュラー
４台・４名とラージタイプ２台・５名があり、
冷暖房完備です。オートサイトはキャンプが

できる場所で車の乗り入れもでき、電源サイ
トも設置しています。
　2021年10月、新たなドームテントをオープ
ン。現在、こちらの人気が急上昇しており、
予約がなかなか取れない状況です。10メート
ルドームは、高知では初、最大12名が泊まれ
ます。冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ、プライ
ベートプール付きで、今年の夏はたくさんの
方が訪れました。今年オープンしたのがダイ
ナソーで、こちらも10メートル、12名収容。
私の背丈よりも大きいのでかなり迫力があり
ます。子どもから大人まで大興奮間違いなし
の空間で、冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ完備、
さらに露天風呂で満点の星を楽しんでいただ
けます。あと７メートルドームが３つ。アク
アの部屋は今月オープンしましたが、それぞ
れが個性豊かな部屋となっています。最大８
名まで収容可能です。
　最近では、企業研修、社員旅行、クラブ活
動、合宿、懇親会などにも使われていて、企
業研修や社員旅行はゴルフと組み合わせての
プログラムが多くあります。スカイ・ベイゴ
ルフクラブはアップダウンが激しいので、陸
上部の合宿で18ホールを走るだけでもかなり
の筋トレになります。ミスジャパンの高知大
会の合宿も行われました。
　また、高知サポートセンターさんとコラボ
して婚活も行っています。ヨガなどもゴルフ
場の上で行うのは気持ちがいいということで
す。当社の社員に藁焼きタタキの名人がいて、
その場で焼いて、とてもおいしいタタキを食
べることができます。あと、コロナの関係で
海外に行けなかったことから、四国や中国、
関東、関西の学校から卒業旅行に利用してい
ただきました。キャンプの醍醐味はやはり焚
き火です。火を見ながら会話をすると本音が
出るそうです。ご家族の利用も多く、記念日
や誕生日など、大切な日にこの場所を選んで
いただけることは嬉しいと思います。時々は
外国の方もいらっしゃいます。いろいろな使
い方がありますので、ぜひロータリークラブ
さんでもご利用いただければと思います。
　これからも、ミッションである「お客様に
喜びを提供し続ける企業」でありたいと思っ
ています。
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口の減少と高齢化に伴い売上が減少傾向にあ
り、ゴルフ場としての存続危機に陥ります。
　そんな中、メンバーさんや地元の方から、
憩いの場所で楽しみにしている。何としても
ゴルフ場を残してほしいとたくさんの声をい
ただき、また社員のためにも何としても存続
させるという思いから、ゴルフ以外の何かに
生かすことができないかアンテナを張ってい
ました。
　そんな中、私のアイデアでグランピングを
提案し、いけるという社長のチャレジ精神と
行動力で思いが形になり、2019年、高知初の
グランピング施設が誕生。四国内ではゴルフ
場内のグランピングは初めてです。スカイヒ
ルゴルフクラブの経営を再び上昇させる起爆
剤となり、今では全国からお客様が訪れるゴ
ルフ場となりました。私も社長もアウトドア
の経験もなく、右も左も分からず手探り状態
で、本当に大変でしたが、今ではやって良か
ったと思っています。
　テントは４～６名の定員で、ベッドや寒い
時季はコタツ、ファンヒーターなどが設置さ
れています。トレーラーハウスはレギュラー
４台・４名とラージタイプ２台・５名があり、
冷暖房完備です。オートサイトはキャンプが

できる場所で車の乗り入れもでき、電源サイ
トも設置しています。
　2021年10月、新たなドームテントをオープ
ン。現在、こちらの人気が急上昇しており、
予約がなかなか取れない状況です。10メート
ルドームは、高知では初、最大12名が泊まれ
ます。冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ、プライ
ベートプール付きで、今年の夏はたくさんの
方が訪れました。今年オープンしたのがダイ
ナソーで、こちらも10メートル、12名収容。
私の背丈よりも大きいのでかなり迫力があり
ます。子どもから大人まで大興奮間違いなし
の空間で、冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ完備、
さらに露天風呂で満点の星を楽しんでいただ
けます。あと７メートルドームが３つ。アク
アの部屋は今月オープンしましたが、それぞ
れが個性豊かな部屋となっています。最大８
名まで収容可能です。
　最近では、企業研修、社員旅行、クラブ活
動、合宿、懇親会などにも使われていて、企
業研修や社員旅行はゴルフと組み合わせての
プログラムが多くあります。スカイ・ベイゴ
ルフクラブはアップダウンが激しいので、陸
上部の合宿で18ホールを走るだけでもかなり
の筋トレになります。ミスジャパンの高知大
会の合宿も行われました。
　また、高知サポートセンターさんとコラボ
して婚活も行っています。ヨガなどもゴルフ
場の上で行うのは気持ちがいいということで
す。当社の社員に藁焼きタタキの名人がいて、
その場で焼いて、とてもおいしいタタキを食
べることができます。あと、コロナの関係で
海外に行けなかったことから、四国や中国、
関東、関西の学校から卒業旅行に利用してい
ただきました。キャンプの醍醐味はやはり焚
き火です。火を見ながら会話をすると本音が
出るそうです。ご家族の利用も多く、記念日
や誕生日など、大切な日にこの場所を選んで
いただけることは嬉しいと思います。時々は
外国の方もいらっしゃいます。いろいろな使
い方がありますので、ぜひロータリークラブ
さんでもご利用いただければと思います。
　これからも、ミッションである「お客様に
喜びを提供し続ける企業」でありたいと思っ
ています。
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•池添裕司（高知南ＲＣ）　本日は高知東ＲＣ
さんの例会に３度目の出席をさせていただき
ました。６年前、石川会員にお誘いを頂戴し
ながら、同時期に南へ入ってしまいました。
すみません。また時々、メイキャップに伺い
ます。よろしくお願いいたします。
•森本太一郎（高知南ＲＣ）　高知南ＲＣの森
本と申します。本日は、２回目の高知東ＲＣ
様の例会に参加させていただきました。楽し
い時間をありがとうございました。
•浦田健治　溝渕さん、グランピングって楽
しそうですね。お話ありがとうございました。
また、例会前に高知県医家美術展に行ってき
ました。猿田さん、写真お孫さん、カワイイ。
•鬼田知明　溝渕さん、本日はグランピング
の魅力を感じるお話ありがとうございました。
•西山忠利　入会記念日お祝いありがとうご
ざいました。54年になりました。久しぶりの
例会出席です。

•猿田隆夫　先日の54周年創立記念夜間例会
で、西森大親睦委員長からご指名を受け、当
クラブの同好会のことをスピーチさせていた
だきました。ありがとうございました。また、
私が代表の英会話同好会は、出欠を取ってい
ませんので参加ご希望の方はいつでもご参加
ください。
•𠮷永光男　今晩、クラブ奉仕委員会を田舎
家で炉辺会議で行います。
•野町和也　誕生日お礼。
•石川　健　例会終了後、11月６日剣山トレ
ッキングのミーティングを行いますので、参
加者は出席してください。
•竹村克彦　そういえば、以前は行事の後に、
会員のどなたかが写真をレターボックスに入
れてくれました。それに応じてニコニコ箱へ
入れていました。いまどきは、データの交換
でしょうか？　今日は集合写真をいただきま
したので、ニコニコへ。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻・早退　１件

　テレビや雑誌で話題のグランピングは、今
やレジャーシーンに欠かすことができないほ
どの人気です。グランピングのルーツはモン
ゴルの遊牧民が暮らす移動式住宅・パオにあ
ると言われており、19世紀半ばにヨーロッパ
のセレブたちが休日を楽しむため、ルイヴィ
トンのトランクに荷物を積み込み、郊外に出
かけるようになったのが発祥だそうです。当

時はキャンプと言っても、テントには豪華な
家具や調度品が置かれ、シェフを呼び豪華な
食事を用意させるなど、富裕層の人たちにし
かできない体験でした。
　日本には2010年、グランピングの情報が徐
々に届きはじめグランピングブームが到来し
ます。2015年の秋、大手リゾートホテルチェ
ーンが、グランピングの名前を付けた施設を

　８月の盆休みに北海道を訪れた。千歳空港でレンタカーを
借りて、まず最初に苫小牧市を訪れた。途中、道の駅
『ウトナイ湖』で昼食をとり、湖の白鳥を眺めた。そ
して、苫小牧市に入るが広くて大きな街である。王子
製紙・トヨタ自動車らが工場を出している。それから
支笏湖に向かって深い森の中を走った。翆命閣は湖に
面したところにあり、部屋数がわずか８室しかない小さ
なホテル。各部屋に温泉があり、ゆっくりと窓から広々と
した湖を眺めた。支笏湖は水深363ｍあり、水もきれ
いで日本最北の不凍湖と云われる。四季それぞれの眺
めも素晴らしくこれから秋に入り、紅葉が見られる。
ホテル近くに流れる千歳川も透き通ったきれいな川で
ある。川にかかる赤い山線鉄橋は明治初期イギリス人
技師が設計したもので、あと、王子製紙に払い下げら
れて使われていたが今のように復元された。夜の食事
はイタリア料理のフルコース。支笏湖はじめ北海道各
地の食材が使われ、イタリアンワインを飲みながら味
わった。
　２日目は天気が悪くなり、雨がひどくなった。室蘭
に行く予定だったが、中止して千歳を廻った。道の駅
『サーモンパーク千歳』でショッピングし、近くの千
歳川に沿うサーモン水族館に入った。子供たちが多
く、賑やかなところだった。そして地階に降りると千
歳川の底を流れる川をガラス越しに見られる。それか
ら定山渓温泉に向かうが、雨のため途中崖崩れがあ
り、到着が遅くなった。翆山亭も部屋数が14室しかなく、森に
囲まれた静かな旅館である。各部屋に大きな湯船が置かれ、
ゆっくり気持ち良い温泉だった。料理は地元北海道産のカニ・
煮鮑など北海道産ばかりで、メインは道産牛ステーキである。
ワインも余市産だった。
　３日目は雨が止み、上天気になった。札幌市に向かう途中、
小高い山上に建つ羊ヶ丘展望台に上がるとクラーク博士の銅像
が立っている。周りは牧場で羊が多く見られ、はるか彼方に札
幌市の全市街を眺められる。そして札幌市に入り、明治初期屯
田兵長官を務めた永山武四郎の私邸と隣の旧三菱鉱業寮にも立
ち寄った。それから札幌駅近くのグレススリーホテルに入っ
た。夜の食事は同じビル内にあるお魚料理店で北寄
貝・ホタテ貝・カニなど北海道の魚介ばかり。
　４日目はサーモン・ホワイトアスパラ、そして北海
道ワインなど北海道の土産物を買って、ＪＲで千歳空
港に入り、空路東京経由で帰高した。
　４日間の旅だったが、北海道は28度ぐらい。高知に
帰ると30度を超す暑さでたちまち汗が噴き出た。

久しぶりの北海道旅行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公

陸に上がった白鳥陸に上がった白鳥

支笏湖 翆命閣支笏湖 翆命閣

支笏湖 山線鉄橋支笏湖 山線鉄橋

羊ヶ丘展望台のクラーク博士羊ヶ丘展望台のクラーク博士

永山武四郎の私邸永山武四郎の私邸
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
470,430円
28,750円
499,180円

4,625円
477円
5,102円

475,055円
29,227円
504,282円

チビニコ 合　計

10月26日
今期の累計

● 出席率報告 ●

10月26日
10月12日

総数
－4 55
－5 55

出席
36
43

欠席
9
0

メイク
アップ HC出席率

65.45％
78.18％

出席率
82.35％
100％

6
7

■高知東ＲＣ当面の日程
11月16日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
11月23日㈬　休会（国民の祝日）
11月30日㈬　役員会
12月７日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月21日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会
12月28日㈬　休会（年末年始の休み）

第５回日本酒同好会
2022年10月21日㈮　於：得月樓
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