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この8月に米ニューヨーク市とロンドン市の下水からポリオウイルス
が検出されたというニュースを見て非常に驚きました。これはニュー
ヨーク市とロンドン市内にポリオ感染者が存在することを示唆します。
私にとってポリオは南アジアの戦争や紛争地域の疾病と考えており
ました。

そこで新入会員も増えましたので、改めてポリオのお話をさせていた
だきます。ご存じの通り国際ロータリーはポリオ撲滅END POLIO 

会長挨拶
会長　栗山 博道基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間

月間テーマ（9月）

2022年9月1日
第1356回（本年度 第8回）例会

（ 8月25日）

本日のプログラム

次回 9/8 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　結婚生活を考えるとき
　担当：北村 薫 会員
　講師：岡野 あつこ 様

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■宮里唯子ガバナー訪問日
●卓話　ガバナー公式訪問卓話
　宮里 唯子 ガバナー
■ガバナーとの懇談会
　11：20～　カトレアの間



2022-23年度第1355回（第7回例会）
幹事報告 (8/25)

幹事  井本 万尋

みなさんこんにちは。
8月最終週の例会となります。宜しくお願い申し上げ
ます。
幹事報告いたします。

（行事予定）

■8月25日（木）、卓話：上瀬会員
　指名委員会 13：40～
　場所：コスモス

■9月1日（木）、ガバナー公式訪問日（R2660地区 宮
里ガバナー）

NOWを行っています。現在ポリオウイルスの常在し
ている国はパキスタンとアフガニスタンと2カ国に
なっています。ポリオは昔の日本では「小児まひ」と呼
ばれ、主に5歳未満の小児に発症します。ポリオウイ
ルスは人から人へ感染し、非情に感染力の強いウイ
ルスです。最も多いのは汚染水を通じての感染です。
ポリオウイルスは感染しても95％は症状が発現せず、
残り5％が発熱や咽頭痛の風邪症状で、これらは数
日で治まり、普段通りの生活できます。ただしポリオウ
イルス感染者の200人に1人の割合で、風邪症状が
消えた数日後に再度発熱や嘔吐が生じ、首や背中の
痛み、手足の痛み、それに続いて麻痺が現れるように
なります。現在麻痺が残った状態を治療する方法は
ありません。予防としてはワクチン接種です。ワクチン
には経口生ワクチンと、不活化ワクチン注射があり日
本では2012年以降、不活化ワクチンを接種しており
ます。経口生ワクチンはポリオウイルスを弱毒化して
いるものであり、安価で経口投与できますが、まれ
（数十万～数百万回に1回）に、ワクチンを飲んだ人
や周りの人に小児まひが起こることがあります。現在
の流行地では経口生ワクチン投与が行われておりま
す。日本では1980年以降ポリオ患者は発生しており
ませんが、本年7月アメリカニューヨーク州で10年ぶ
りにポリオ患者が見つかりました。この患者はワクチ
ン未接種であり、ニューヨーク州保健局では経口生ワ
クチンの接種者と接触したのが原因ではないかとみ
ています。またニューヨーク州の一部地域ではワクチ
ン接種率の低下を認めております。今後日本でのポ
リオ感染者を発生させないためには、小児へのワク
チン接種の徹底が必要と考えております。またポリオ
ウイルス常在国のパキスタン、アフガニスタンのポリ
オ撲滅のため、国際ロータリーとして今後も活動を続
けなければなりません。会員の皆様どうかポリオ撲滅
のご協力宜しくお願い致します。

●誕生日
村木 博行 ［  3 日］

高島 凱夫 ［20日］

●事業所設立記念
前田 隆司 株式会社前田商会［大正10年］

●結婚記念日
前田 隆司 ［  2 日］

戸田 佳孝 ［15日］

Congratulations!9月のお祝い9月のお祝い

　11：20～12：20 理事役員懇談会

■9月8日（木）、卓話：北村（薫）会員

■9月15日（木）、臨時総会（事業・決算報告）
　第4回10月度理事会 13：40～

■9月22日（木）、休会

■9月29日（木）、創立30周年記念式典リハーサル
13：00～

（地区関係）

■8月27日（土）、クラブ青少年奉仕合同委員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：13：30～

■9月3日（土）、地区ロータリー財団セミナー
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～

■9月17日（土）、クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委
員長会議
　場所：大阪YMCA国際文化センター
　時間：14：00～

■9月23日（金）～25日（日）、秋のRYLAセミナー（茨
木RC）
　場所：パナソニックリゾート大阪



アパレル業界は、コロナの影響関係無く、以前より衰
退し続けております。

そこで私は、数年前よりアパレル業に限らない経営
の多角化を目指して参りました。

昨年は銀行の紹介で、下着卸の㈱パリスインターナ
ショナルという会社を買収しました。この会社は、大
きな伸びは無いものの今も順調に推移しております。

ある日、社員に休みの日何しているのか訊ねたところ
「キャンプに行ってます」しかし、「どこも一杯で予約
が取れないんです」「取れてもただの空き地みたいな
所なんです」という話を聞き、これは良いと思い、次
の日からキャンプ場に利用出来そうな土地を探し始
めました。

何ヶ所か見学に行きましたが気に入る土地は無く、
3ヶ月後、大阪市内から1時間20分、「遠過ぎず・近過
ぎず」和歌山県紀の川市鞆渕と言うところに川に囲ま
れた最適な場所を見つけました。その川は「真国川」
と言い、透明度も高く、流れも穏やかで足首から膝く
らいの深さしかありません。また、毎年6月中旬になる
と、県外から大勢の人が蛍の見物に来るそうで地元
の方も「この土地が一番蛍が出る」と言っておられる
人気スポットです。

私はもうここしかない、と早速契約いたしました。

しかし買ってみたは良い物の、土地は雑木や雑草だ
らけで奥には行けないし、杉やヒノキは300本以上
切らないといけないし、入口の土地の所有者は、通っ
てはいけないと言ってくるし、思っていた以上に本当
に大変です。

オープンにはまだまだ時間が掛かりそうです。

今キャンプは凄く流行ってます。

コロナ禍が後押ししたという捉え方もありますがむし
ろSDGSの採択による自然志向や自然回帰、それを後
押しするSNSの発信力、キャンプグッズの高機能、多
様化といった事。一方ではITの発展によるデジタル
疲れの反動で、都会から離れたい、自然と触れ合い
たいという事で人気が出ているようです。もはや一時
的なブームではなく、カルチャーに格上げされたと捉
えております。

キャンプ場には大きく3種類ありまして、普通のキャン
プ場、次にオートキャンプ場、コテージやバンガローな
ど宿泊施設が設置されたもの、最近はグランピングと
いうドーム型の施設に宿泊するようなものもあります。

大きく分けてこの3つが主であります。

私が工事しておりますのはオートキャンプ場というタ
イプで、自分が借りた区画内に車を横付けしてキャン
プを行える施設です。

アウトドア関連の市場規模は約5,000億円、内ライト
アウトドア市場（自然に関わる用品、施設、サービス）
は2,800億円、キャンプ場はライトアウトドア市場に
分類されるのですがキャンプ場全体の市場規模は約
600億円、内オートキャンプ場は186億円と推察され
ております。

キャンプ場は日本全国に約4,000軒あり、内オート
キャンプ場は1,270軒あると言われてます。

稼動率は20％程度で1区画2,113円が平均で年間
1,500万円くらいの売上が平均のようです。

ただこれは安すぎます。サイトを見てると4,000円か
ら8,000円くらいなので少し違う気がします。

ですが、仮に売上が1,500万円であったとしても、施
設さえ作ってしまえば粗利率が極めて高いので人件
費を除けばほぼ全額利益になる予定です。

私は5つ星のキャンプ場を目指そうと皆に言っており
ます。その為に、各区画に電源をつけ充電ができたり、
冬はストーブやコタツ、電気毛布も使えるように考え
ております。

サウナ施設も設置し、トイレやシャワー室も清潔に利
用していただく為、仮設ではなく建築する予定にして
おります。

キャンプ事業について

上瀬 匠 会員
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栗山：少し暑さがましになりましたね。ニコニコ

北村（讓）：上瀬会員の卓話楽しみです。

戸田：上瀬さん、卓話楽しみにしています。

村上：上瀬さん、本日の卓話楽しみにしております。ニ

コニコ

井本：上瀬さん、卓話楽しみにしております。

村橋：ニコニコ

北村（薫）：上瀬さん、今日の卓話楽しみです。

北口：今日私は上瀬会員の準備不足をお互なうため

11時に来ております。

上瀬会員、卓話楽しみにしています。ニコニコ

檜皮：上瀬会員、卓話よろしくお願いいたします。

高島：本日はニコニコだけして帰ります。

嶽下：上瀬会員、卓話楽しみです。ニコニコ

藤本：上瀬会員、卓話よろしくお願いいたします。

下岡：ニコニコ

清水：右足指と膝が痛風になり、原因は熱中症です。

気を付けましょう。ニコニコ

植屋：上瀬会員、キャンプの卓話楽しみです。

梅原：昨日帝塚山RCの家族会で演奏してきました。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥37,000

累　計 : ￥289,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 0名
名誉会員数 4名 外国ビジター 0名
出席者 31名 国内ゲスト 0名
欠席者 5名 外国ゲスト 0名

出席率 86.11 %
7月28日の修正出席率 77.77 %

8月25日のメニュー

また、サイト内は全面芝生を張るよう指示してます。
工事中のキャンプ場は20区画を作る予定で、1区画
約30坪で1泊8,000円を目指しております。

最近は「冬キャンプ」や「ソロキャンプ」といった寒い
時にキャンプをしたり、一人でキャンプをする人が非
常に増えてきてます。

キャンプは夏に限らず、年間平均化してきております。
その為、稼動率も年々高くなっており80％を超える
キャンプ場もあると聞いております。

夏のキャンプ、家族や友人と楽しむのは勿論良いの
ですが、冬の澄んだ空気の下、虫も無く、毛布にくる

まって熱燗や温かいコーヒーを飲みながらたき火の
日をぼーっと眺める・・・最高ですね。

仕事や人間関係に疲れた時は是非、キャンプや冬
キャンプ、ソロキャンプに来てください。

このキャンプ場が成功すれば第2・第3・・・とキャンプ
事業を展開したいと思っております。

ホテル王にはなれませんが、やるからにはキャンプ
王を目指して頑張ります。

機会があれば、工事の進捗状況など後日お知らせさ
せて頂きたいと思います。

・冷菜2種盛り
・卵白のフカヒレスープ
・エビのチリソース
・豚肉と野菜の豆豉炒め
・蟹肉炒飯
・マンゴープリン
・珈琲

●メイクアップ
福田 忠博   7 月28日 大阪天満橋RC
高島 凱夫   7 月28日 大阪天満橋RC


