
 
 

 

 

 

 

黒川温泉の温泉組合設立と歴史についてお話いただきました。（卓話より） 

け下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。先に

も申しました様に、忙しく引き受けるのも困難な状況

でおありかと存じます。しかしその様な状況ゆえに、

育まれてゆくのがロータリー精神なのではないでしょ

うか。互いに支え合い進んでゆけば、いずれ状況は変

わり成果をもたらしてくれるでしょう。私はそう信じ

てやみません。 

 

 

出席報告（藤見泰之君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

５９名 ４０名 75.47％ ８８．８９％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 3名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

会長報告（野口泰則君） 

皆様、こんにちは。先日 4 月 19 日に、熊本東南ロー

タリークラブ創立 30 周年記念式典が行なわれました。

お忙しい中ご参加頂いた会員の皆様、誠にありがとう

ございました。さて 2 年後は、我が熊本南ロータリー

クラブからガバナーが選出される事となります。現在、

野田 G 年度地区幹事の堀川会員を中心に準備に取りか

かっているところでございます。また 4 月 14日には次

年度会長会が行なわれましたが、その際に必ず教えら

れる事は、ロータリーでは「NO」と言ってはいけない

と云う事です。周囲から依頼を受けたら、どの様な状

況であっても受ける事がロータリアンなのではないで

しょうか。孔子の教えである「論語」にも、「仁を問

う。曰く、仁者は困難を先にして獲るを後にす、仁と

請うべし」と云う一文がありますので、ご紹介致しま

す。すでに皆様ご存知のとおり、先に困難がなければ、

成果は得られない、という意です。現在、熊本南ロー

タリークラブもおいても、次年度の準備が着々と進ん

でおります。会員の皆様方におかれましても、次期役

員をお引き受け下さった方も多いのではないかと拝察

致します。また現在熟考中の皆様にも、何卒お引き受 

1.今日の歌 

2.来訪者紹介 

3.会長･幹事・各委員会報告 

4.外部卓話 原田義之様 

（タイ チェンライ RC 会長）  

        

 

              

  

        

  
 

５/１２ 本音で語り合う企業経営の勉強会 

     ＠ホテル日航熊本・Hironosuke 

５/１３ 14-15 年度熊本第４G 会長・幹事会 

     ＠ホテル日航熊本「エルフエゴ」 

５/１７ 次期広報・IT 研修会 

     ＠グランメッセ 

５/２４ 宇城 RC 創立 10 周年記念式典 

 ＠松橋ホワイトパレス 

 

 

 

第 33 回例会記録（通算第 2601 回）  

平成 26（2014）年４月２１日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

松崎郁洋様（ふもと旅館 代表取締役） 
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幹事報告（今村浩昭君） 

1.台北大同扶輪社より創立30周年記念式典参加のお礼

が届いております。 

2.4/28（月）例会は定款に基づき休会、5/5（月）は祝

日のため休会です。ご注意ください。 

 

2014-15年度 臨時理事会報告（田川憲生君） 

・2014-15年度 例会休会日について 

①平成26年9月22日 

②平成26年12月22日 

③平成26年12月29日 

④平成27年1月5日 

以上とすることが承認されました。 

 

例会変更のお知らせ 

○東ＲＣ～職場訪問のため場所変更 

[日  程] ５月１３日（火）１２：３０～ 

[場  所] 児童ホーム「菊水園」 

 

次年度幹事報告（喜讀宣友君） 

4/14次年度 クラブの方向性についての意見交換会にご参

加いただき、ご意見を頂戴しました。ありがとうございました。

また、本日例会終了後に次年度臨時理事会を開催いたしま

す。関係各位はお集まりくださいますよう、お願い申し上げま

す。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（坂本研一君） 

  本年度年祝につきましてお知らせいたします。 

6月2日（月） 11：00～代継宮にて神事 

 18：30～新茶家にて年祝いの会 

  以上で予定しております。詳細は決定次第ご案内申し上

げます。 

 

●新世代奉仕委員会（原 裕一君） 

  4/29（祝）熊本県水球競技大会のご案内です。 ご参加の

方は当日8：00集合でお願いいたします。詳細につきまし

てはタイムテーブル等送付いたしますので、ご確認をお願

い申し上げます。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

  本日の卓話者、ふもと旅館 代表取締役 松崎様のご来訪

を心より歓迎いたします。卓話が楽しみで、期待していま

す。 

 

 

 

○渡邉秀章君 

  黒川温泉 ふもと旅館 社長 松崎様のお越しを心より歓

迎いたします。昨年一度卓話をお願いしておきながら、こ

ちらの都合で延期とさせていただきましたが、再度のお願

いに快く引き受けてくださいまして本当にありがとうござい

ます。卓話よろしくお願いします。 

○寿崎 肇君    

  昨日4月20日 第2770地区の RYLA が熊本で行われまし

た。最後の懇親会に田中 RI直前会長夫人も出席、挨拶さ

れました。お互いが地区の素晴らしさを褒め合うのは楽し

いものでした。第2720地区も RYLA を早くすべきと思いま

した。第2720地区でロータリアンはガバナー以下25名、

RYLA 参加者も25名の大勢の方々でした。ありがとうござ

いました。 

○馬場大介君 

  昨日、熊本で開催されている第2770地区（埼玉県）RYLA

の交流会に参加しました。青少年事業の勉強をさせてい

ただきました。 

○漆島典和君・坂本研一君・古財良一君・三角雄介君 

  本日午前中10：50から英太郎の「かたらんね」で5月4日に

代継宮で行われる曲水の宴の告知のためテレビ出演して

きました。特に古財会員はばっちりウケていました。皆様5

月4日の曲水の宴、よろしくお願いいたします。 

○坂本幸樹君 

  本日は代継宮 曲水の宴実行委員会のメンバーで「かたら

んね」に出演する予定でしたが、会議のため欠席しました。

その代りしっかり録画しましたので、今晩番組を見ながら

お酒を飲みたいと思います。古財さんの勇姿を見るのが

楽しみです。 

○星野知之君  Ⅱ 

  昨日、熊本に来てからゴルフを始めた家内を連れて「バン

テリンレディース」を見に行ってきました。私は有村知恵か

イ・ボミについて回ろうと心に決めていたのですが、ゴルフ

場について間もなく家内が「私、O・サタヤについて回る」

と一言。「何で？」と聞いたら「大きくてかっこいいから」

と・・・とても残念な一日になってしまいました。でも勝みな

み選手の素晴らしいプレーも見れたし、素敵なゴルフ場で

格式高いトーナメントが行われる熊本が益々好きになり、

誇らしく思いました。でも来年のバンテリンは絶対に家内と

は行きません。 

○吉行邦夫君  Ⅱ 

  就職活動中の二男が先日内々定をゲットしてきました。こ

れで老後はバッチリ？？久しぶりの親ばかスマイルでし

た。 

○原 裕一君 

  黒川温泉 ふもと旅館 松崎社長の卓話を楽しみにしてお

りましたが、出張のため早退させていただきます。お詫び

のスマイルです。 
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○三角雄介君 

  今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

  「観光は感動と共生」松崎郁洋様 

 

  

 

 

 

 

昭和 36年の組合設立から昭和 63年までの温泉組合

の歴史を中心にお話しします。組合設立のきっかけは、

旅館個別では銀行から融資を受けるのが難しく、組合

として一つになる必要があった。当時、ソフトボール

チームに所属していたが、母からは家業が忙しくなる

土曜日までには負けて来いと言われていた。そんな時

代であった。 

＜感動＞ 

当時は阿蘇の山々も草原も、温泉すら地元の者にと

っては毎日見る風景で当たり前だったので、黒川温泉

に何かあるのかと言われても何もないと答えるほか

なかった。しかし、ある方が黒川から見える風景を見

てやたらと感動する「あの山々 人が横になっている

ように見えるだろう。凄かろう！」と言われても自分

では何とも思わなかった。感動しなくなって錆びつい

た自分がいることに気づいた。黒川温泉は全ての旅館

に泉源がある。集中の泉源でなく１軒１軒に泉源があ

って温泉を引いている。こんな温泉地は全国に例が無

い。しかもその源泉の温度は 93℃もある。ある方から

「多くの温泉地では温度が低くて燃料を燃やして沸

かしているんだ。１日中沸かしてみ。ここからお金が

出ているの同じだ」を言われ気づいた。その方はエネ

ルギーをお金に換えるのは難しいと、結局旅館を始め

られた。それが黒川温泉の「奥の湯」である。当時、

テレビ番組の 11ＰＭで露天風呂ブームが起こった。う

さぎちゃんと言われる若い女性のリポーターが「種別

は？」「効能は？」とお風呂に浸かりながらレポート

していたのを覚えておられる方も多いと思う。露天風

呂は半端な温度の温泉ではできない。ほとんどの温泉

地で沸かしているのが実態だった。黒川温泉では、自

然を生かした露天風呂つくりをしようということに

なった。いつの間にか組合の旅館の数も 16軒になり、

特長も個性もない温泉地を露天風呂を売りにして取

り組むことになった。ところが 2 軒は敷地がいっぱい

で露天風呂をつくる余地がなく、しかたなく組合方針

とすることは見送った。露天風呂ブームの当時は、問

い合わせの電話が入るとまず「露天風呂はあります

か？」だった。料理が美味しくて中居さんが親切でな

どと説明しても、露天風呂がないとわかると ガチャ

ンと電話を切られた。 

＜共生＞ 

各宿の露天風呂を回ってもらえるように「入湯手

形」作った。最初は 6,000 枚の発行。ところが、当時

は自分の経営する宿によその旅館の浴衣を着た人が

出入りすることにすごく違和感と抵抗感があった。一

つひとつ課題を解決しながら進み、今では延べ 270 万

枚を発行するに至った。組合の事業費も発足当初の

450 万円から H14 年には 3 億 2,600 万円にまでになっ

た。この事業費のほとんどが入湯手形の売り上げ。大

きい宿はたいていの場合宿泊客を自分の宿に囲い込

む。土産しかり、カラオケしかり。それを黒川温泉で

は、お客様を外（街）へ出そうと試みた。 繰り出し

てもらうにはあまりに殺伐とした街並みだったので

「軽井沢みたいにしよう！」という掛け声の下、木を

植えてしかも雑木を植えてお客様に街並みを楽しん

でもらおう、と植樹を始めた。また、看板についても 

利用客から「黒川温泉の旅館の看板は、三角やら四角

や看板が乱立して見苦しい」とおっしゃっていただい

たことをきっかけに、黒川温泉に向かう沿道に約 200

本あった個々の旅館看板を撤去して焼いた。自分の所

（旅館）を良くしようとしたら、全体を良くしなけれ

ば発展しない＝「共生」 

黒川温泉組合では、地域の一般の家庭の方や農家の方

からも支持を受けている。例えば一般家庭にも泉源を

分けたりしている。入湯手形は老人会の方に作っても

らっている。紐を通してシールは張る程度の簡単な作

業で１個 25 円。それでも今では年間 400 万円になっ

ている。看板については、個別の看板を撤去した代わ

りに組合で統一的デザインで責任をもって作って立

てている。入湯手形でお客様に街へ繰り出してもらっ

たことによって、黒川温泉では毎朝、各宿の名前が入

った草履や下駄をやり取りする光景が見られる。傘も

統一したものを作った。最近では平野台高原展望所を

「恋人たちの丘」と称しアピールしている。10 年前に

始めた植樹の木々も育ち、歩いていくと温泉宿が木々

の間から見え隠れするようになり、とても良い街並み

になった。黒川温泉は組合の各旅館同士も、地域の

方々とも ほんとうに一つになって取り組んでいる。

観光は正に「感動」と「共生」です。 
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【例会予定】 

5/19 外部卓話 片山和孝様（ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 代表） 

5/26 外部卓話 小野泰輔様（熊本県副知事） 

 

  

4/29熊本南 RC 杯「第1回 熊本県水球競技大会」 

＠アクアドーム 

優  勝 熊本高校 A 

第 2 位 濟々黌高校 

第 3 位 熊本第二高校 

最優秀選手賞（MVP） 寺本大智 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


