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べたことをお話したいと思います。そのホテルはア
マネム言って、世界各地にリゾートホテルを展開す
るアマンリゾートのホテルです。
その手腕を買われて、伊勢志摩国立公園内の２４ヘ
クタール東京ドーム約 6 個分の広さに２４室しか
ないという自然あふれるホテルを開発したのです。
私が疑問に思ったのは、国立公園にホテルとか建て
られるってどういう事？という事でした。
現在日本には国立公園は３４ヶ所有ります。
国立公園の定義としては、日本を代表する自然の風
景地を保護し利用の促進を図る目的で、環境大臣が
指定する自然公園という事です。近場で言うと「富
士箱根伊豆国立公園」というのが有ります。
そして、今回私が行ったのは「伊勢志摩国立公園」
です。国立公園と言うと、国有地という気がしてい
ましたが、実際には全体の６０％が国有地、残りが
公有地、私有地となるそうです。実際の使用は国立

♦会長挨拶

公園内に「普通地域」「特別地域」「特別保護地域」

入澤会長

こんにちは！

など幾つかの区域に分かれていて、建築物などはそ

大分、朝夕は過ごしやすくなってきましたね。

の指定に合わせて作るという、この辺で言えば、市

こういう、季節の変り目は体調を崩しやすくなりま

街化区域の用途地域に当たるような指定が有るそ

すので、皆様ご注意ください。

うです。

さて、私は夏の最後の旅行に伊勢志摩に行って参り

今回私が行った伊勢志摩国立公園は全体の９０％

ました。その目的は、伊勢参りでは無く２年前に出

が私有地という全国でも私有地が多いい珍しい国

来た二つの有名なホテルに泊まりたいからという

立公園だそうです。伊勢志摩国立公園は全体で約

理由でした。

75,000 ヘ ク タ ー ル 有 り 、 そ の う ち の 陸 地 は

素晴らしいホテルでそのお話をすると時間が無く

55,000 ヘクタール、伊勢神宮は 5,500 ヘクター

なるので、今日はそのうちの一つのホテルで総支配

ルだそうです。

人に「このホテルは伊勢志摩国立公園の中でも一番

その伊勢志摩国立公園の中の２４０ヘクタールを
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昭和 40 年代頃からヤマハリゾートがリゾート地と

36 年には三楽酒造株

してホテルやゴルフ場、キャンプ場として開発し

式会社藤沢工場とな

2007 年に三井不動産が購入し運営を始め、今回私

りました。社名がメル

の泊ったアマネムは 2016 年に三井不動産に誘致

シャン株式会社にな

されて海側の一番眺望の良い部分に 24 ヘクタール

ったのは、平成 2 年、

のリゾートホテルを建築したという事でした。

2020 年のオリンピ

50 歳を過ぎても、知らないことが沢山ありますが、

ックイヤーには藤沢

今はインターネットで何でも調べられるので良い

工場設立 100 年を迎

時代だなと思います。これからも、こういったプチ

えるということです。

知識を皆様にお話ししていきたいと思います。

藤沢が誇る 100 年企

では、本日もよろしくお願い致します。

業ですね。
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♦お祝い発表
（会員誕生祝）
大澤
11 日
陣内
22 日
青木
27 日

東京ドーム 0.8 個分の敷地の中で、現在ではワイン

（配偶者誕生祝）
木本
6日
新井
9日
深井
12 日
森
25 日

を中心に焼酎や梅酒など多種多様な種類を生産さ
れているそうです。
牛丼のすき屋や吉野屋の牛丼を煮込むのにもメル
シャンのワインが使われているそうです。

（結婚記念祝）
加藤
20 日

今年も「日本一のワインの街」を合言葉に、藤沢マ
イスター活動として行政と連携して地域を盛り上
げていくとのことでした！

◆本日のプログラム
美味しそうなワインを沢山頂戴しましたので。親睦

卓話：工藤裕之様（メルシャン藤沢工場長様）
長谷川、湯浅会員の紹介

委員会がお預かりしてまた皆で美味しくいただく
事になりそうです。
楽しみですね～。

...

ワイン大好き、藤沢南ロータリーのメンバーは大喜
びです！
本日の通常例会は、メルシャン株式会社 藤沢工事
長の工藤裕之様がお客様でした。神奈川県は実は全
国 NO.1 のワインの生産地、
そしてそのほぼ 100％
はメルシャン藤沢工場から出荷されているそうで
す。びっくりしましたね。さすがメルシャン！大正
9 年に大日本醸造株式会社として設立され、昭和
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♦他クラブ例会休会及び変更
寒川 RC

10/ 8(月)⇒休会(祝日)

C 第 1537 号

15(月)⇒14(日)地区大会に振替
於:茅ヶ崎市民文化会館 12:30 点鐘

号

29(月)⇒休会(祝日週)
♦定例理事会②
議題：1、藤沢市民まつりﾎﾟﾘｵｷｬﾝﾍﾟｰﾝについて
2、その他
♦次週予定
9 月 17 日(月) ＜休会・敬老の日＞
24 日(月) ＜休会・振替休会＞
29 日(土) 移動例会･藤沢市民まつり
ﾎﾟﾘｵｷｬﾝﾍﾟｰﾝ JR 藤沢駅北口広場
ﾎｽﾄ藤沢南 集合 9:20 開始 9:40 終了 10:25
♦出席報告
会員数

出席義務者

出席免除者

出席者

暫定出席率

前々回出席率

３８名

３６名

２名

２５名(免含１名)

６７・５７％

６７・５７％

本日欠席者：加藤君、栗原君、後藤君、芝君、末木さん、瀬戸君、丸山さん、松尾君、村井さん、
森君、山田君、吉田君

スマイル BOX

メイク：阿部君

スマイル BOX

本日￥9,000.-

累計\509,011-

入澤会長
工藤様、卓話よろしくお願い致します。
木本幹事

川島君
工藤メルシャン藤沢工場長様、卓話楽しみにして
おります。

お世話になります。
工藤様、卓話よろしくお願い致します。
青木君
ワインありがとうございます。
卓話たのしみにしています。
昨日、かたいせんべいを食べて前歯がおれてしま
ったので、今日は笑えません。
新井さん
工藤様、卓話よろしくお願い致します。

外丸君
工藤様、卓話よろしくお願い致します。
永松君
工藤様、卓話よろしくお願い致します。
長谷川君
工藤様、卓話よろしくお願い致します。
酒類業界では、大変お世話に成っております。
前田さん
お世話になります。

昨日、新堀さんのコンサートに伺いました。

工藤様、卓話よろしくお願い致します。
メルシャンのお話楽しみにしています。

しょう

羽原さんが、ギターオーケストラと 笙 のふえに
合わせてみごとな舞を披露されました。
素晴らしかったです！
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♦木下悠さん（青少年交換留学生・フランス）

C 第 1537 号

国際ロータリー1790 地区フランスへ留学中の木下
はるかちゃんから月間レポートが届きました！

号
「8/30-9/2 で、フランス D1790 のインテグレーショ
ンキャンプに行ってきました。最初はまだ着いたば
かりで、英語もフランス語もままならないから、とて
も不安だったのですが、全然そんなことなかったで
す！全体で 30 人くらいいて、アジアは 6 人くらいで、
ほとんどが英語を完璧に使いこなせていました。
英語を毎日使わないであろうアジアでも、台湾の
子、タイの子は本当に完璧でした。
また、半分くらいはスペイン語が話せる国から来
ていて、スペイン語で話しているところに入れない
のが悔しかったです。
みんな日本のことが好きみたいで、お寿司作っ
て！とか、これは日本語でなんていうの？ってめ
ちゃくちゃ聞かれました。
ここにまとめるのは難しいくらいとても充実した 4
日間でした！
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