
創立記念例会

　　　



　本プログラムは、史上初めて訪日外国人旅行旅行

者数1,000万人を達成し、さらには、その先の目標

である2,000万人を目指すため、必要な施策の４つ

の重点。

1.　日本ブランドの作り上げと発信

2.　ビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進

3.　外国人旅行者の受入の改善

4.　国際会議（MICE）の誘致や投資の促進

○外国人旅行者の訪日動機（2010年調査）

　市場で、「食事」に対する期待が高い。アジア地区は、

ショッピング、自然景観への期待が高く、欧米では、

歴史・伝統景観、旧跡、日本人の生活に対する興味が

高い。

○査証発給手続の迅速化・円滑化

　引き続き、東南アジアを始めとする新興国からの

訪日客に対する査証発給要件の緩和が必要。さらに、

中国人個人観光客に対する数次ビザの発給について

訪問地要件の緩和が必要。査証発給手続きの簡素化

と共に入国手続の迅速化・円滑化にも取り組むこと

が必要。

○訪日外国人旅行者が感じる不便・不満

Wi－Fiについて

　自らの負担により、無料Wi－Fiの整備を進める。

使える場所、利用手続や利用場所が分かりやすいこ

と、利用料金が安いことが重要　

無料公衆無線LAN

　外国人が旅行中困ったことに、利用するための手

続方法がわからない、利用料金が高い、使える場所

がわからない。

道路標識における英語表記の改善

ムスリム訪日旅行者の受入整備

○2020年東京オリンピック・パラリンピックに向

けた観光戦略

■IR（統合型リゾート）推進について

カジノ合法化のための法案の上程に向けて。

【参考】シンガポールにおけるIR（統合型リゾート）の

　　紹介

　講演会後、溝畑氏を囲んで懇親会が開催されました。

　

 

溝畑  宏氏（みぞはた ひろし）昭和35年８月７日生  出身地 京都
昭和60年３月　東京大学法学部卒
昭和60年４月　自治省入省
平成２年４月　大分県企画総室企画調整課主幹
平成14年４月　大分県企画文化部長
平成16年８月　大分フットボールクラブ代表取締役
平成22年１月　国土交通省観光庁長官
平成24年５月　内閣官房参与

■ 関税特区研究グループ　10月7日　19:00～　いわき建設会館３F 中会議室
　講師：商工会議所副会頭　小名浜街づくり市民会議最高顧問�  
　小名浜製錬（株）顧問　正木好男　様（予定）�                            
　小名浜製錬（株）における地域貢献と地域生産活動について

■ まちづくり観光グループ　検討中　

■ スポーツ交流グループ　10月14日㈪　19: 00～　いわき建設会館５F　
    「10月通常例会」例会委員会と合同例会　

■ 資質向上グループ　   　11月15日㈯　8: 00～　検討中　

11
月
の
グ
ル
ー
プ
会  

●第２回臨時総会開催●
　議長に松崎副代表幹事を選出し、定足数確認後議事に入りました。平成27年度 次年度役員、組織に

ついて、里見副代表幹事が選考委員長となり検討を重ねた経過の説明と、次年度の組織の変更等の説明

があり、直ちに決議に入りました。平成27年度 次年度役員、組織について拍手をもって承認されました。

　次年度代表幹事からは「いわき経済同友会の培ってきた歴史の継続と、これからを見据え特に教育に

ついて皆様と共に勉強していきたい。ご協力をお願いしたい」との挨拶がありました。

海上保安庁と羽田空港



スポーツ交流グループ会

■日　時　10月14日（月曜日）19 : 00～

■場　所　建設会館　５階

■ 経済特区研究グループ　未定

■ まちづくり観光グループ　
２月24日㈪ 　18: 30～　場所　建設会館５F 
終了後　夜明け市場にて懇親会 

■ スポーツ交流グループ　
２月15日㈯～16日㈰ 　場所　檜原湖�
ワカサギ釣り体験会　（中止）
■ 資質向上グループ　   　未定
２月15日㈮ 　
真壁方面の文化財を観る・聴く・触れ感じる 

■ いわきブランド研究会　未定

２
月
の
ご
案
内
グ
ル
ー
プ
会

■ 経済特区研究グループ
５月16日㈮ 　19:00～　場所 生涯学習プラザ 
講師 小名浜まちづくり市民会議会長　佐藤毅氏�

テーマ　「小名浜エリアの現状と今後の開発計画について」 

■ スポーツ交流グループ　
開催日時　　　　　８月２５日（月）　　　　１８：３０�                             

場　　所　　　　　だいこんや�                             

会　　費　　　　　５，０００円�                             ■ 資質向上グループ　   　

５月17日㈯　8:00～17:00　場所 潮来及び佐原方面　
移動例会による文化財の探訪 

５
月
の
ご
案
内
グ
ル
ー
プ
会

　「10月通常例会」例会委員会と合同例会

●講師：溝畑　宏氏　　　　●テーマ：いわきから世界へ�                             

・前段に○１０年後・２０年後のいわきをどんな姿にしたいのかを真剣に考えなくては�                            

ならない。○リーダーシップは口ではない。退路を断って覚悟を示すこと。�                             

○成功のイメージを持つこと。○周りがだめだから自分も。。。ゆでガエルになっては�                            

いけない。危機感を持ちなさい。�                             

・ＩＲについては、年間３０００万人のインバウンドを実現するためにも展示場・会議�                            

場・ホテル・ショッピングモール・カジノ等は必要ではないか！�                            

カジノの利益でＩＲを運営する。シンガポールでもカジノが全施設面積の５％。�                            

○世界１２７か国が認可している。○国会でもＩＲについて審議されている。継続審議。�                             

○市会議員・市の観光交流課・商工会議所の方にも出席頂き、観光産業・地域戦略・ＩＲ�                             

について理解を深めるいい機会となりました。�                            

○ＩＲからもたらされるメリットは大きいが、デメリットも確かに問題になります。�                             

しかし、一つ一つ潰していけば必ず実現できると思う。�                            

シンガポールにできて日本にできないはずはない。と溝畑氏�                             

カジノ協議会サポート室�            

小野　賢司�            

スパリゾートハワイアンズ�            

2014年� 6  月�27  日�（� 金� ）

平成26年度　第3回カジキグルメ実行委員会の開催

議題�                             

１）6月19日（木）に行われた第4回カジキ料理コンテ

　ストの報告�                              

２）9月13日～14日に開催されるカジキグルメサミ

　ットについての進捗状況�                              

３）いわき市協働課に申請する「まち・未来創造支

　援事業」2次募集への申請�                             

４）いわきの海の救世主キャラクター制作、キャン

　ペーン事業」の進捗状況�                              

５）グルメマップ2014の発刊について

　以上の議題について審議いたしました、また会場

は当会メンバーの、かねほん漬物店の直売所 「食の

蔵」にて、昼食を兼ねて行いました、こちらではメニ

ューにカジキのステーキがあり、出席者全員でラン

チを堪能致しました。

関税特区研究グループ会

■日　時　10月21日（火曜日）18:00～

■場　所　建設会館５F

まちづくり観光グループ会

いわきブランド研究会
■日　時　９月13日（土曜日）

■場　所　小名浜アクアマリンパーク

カジキグルメサミット2014の開催

　いわきの海の復興のシンボルとして、カジキを捉え、

カジキの創作料理や魚食文化の普及を目指すカジキグ

ルメサミット2014が９月13日14日の両日、小名浜ア

■日　時　10月7日（火曜日）19 : 00～

■場　所　建設会館　３階

講　師　商工会議所副会頭 小名浜まちづくり市民会

　　　　議最高顧問�                               

　　　　小名浜製錬（株）顧問　正木好男様�      

テーマ　小名浜製錬（株）における地域貢献と地域生

　　　　産活動について�     

①銅の用途について　　　

②世界・日本・小名錬の銅地金生産量

③鉱石から製錬する日本の銅製錬所（東北唯一の精錬所）

④銅鉱石の主要輸入先について（平成25年度総受入数

　量　843,414t）

⑤製造工程（鉱石処理とリサイクル処理の｢ハイブリッ

　ド製錬所｣）�                               

⑥雇用状況の推移　

⑦資材購入規模　

⑧小名浜港及び用水の利用実績�        

⑨小名浜港滞船日数（小名錬のみ・平成25年下期）

⑩加入団体について�                               

　小名浜港近隣の企業がどのような形で小名浜港に

関わっているかを知り、改めて活動の目的を確認する

ことができました。�                               

　小名浜地区商業関係経営者と、イオン対策及び小

名浜まちづくりについて、現状と方向性を忌憚の無

い意見を頂きました。小野市議からは、行政(市）の

考え方の説明を頂き、イオンモールオープン１年５

ヶ月前になり、今、商業者が出来る事からスタート

しなければとの危機感から、イオンモールと小名浜

呼ばれます。敷地内には多くの蔵があり見学と「90

歳の女性の昔話と抹茶」を楽しみました。   

　大和川酒造の見学し、坂内食堂にて喜多方の味を

楽しもうとしましたが、多くの方々が並んでおり、

近くの来夢にて喜多方の味を楽しみました。無事に

帰平する。



４．講　師　国土交通省　観光地域振興部　部長　吉田　雅彦氏

テーマ「（仮）復興後の観光戦略について」

例　会１８：００　
講　話１８：３０　
懇親会１９：００  

ビンゴゲーム開催

つばさ法律事務所

業　 種／弁護士業務

会社所在地　〒970-8026

いわき市平字南町21-2

ネモト３-SUNビル４階

新入会員紹介

鍛 冶 大 輔
か　　　　じ　　  だい　　  すけ        

カジノ協議会サポート室

■日　時　９月30日（火曜日）18 : 00～

■場　所　建設会館５F

 　いわき市議会議員の皆様といわきの将来の観光に

つての意見交換会を開催しました。� 

 ○市会議員の先生方：12名の参加

第１部

  大阪商業大学教授・アミューズメント研究所所長

美原先生による基調講演。

講　師　ＩＲＩＤ　技術研究組合　国際廃炉研究開発機構
　　　　　　　　　　　理　事　　　　及川　清志氏
　　　　　　　　　　　広報チーム長　伊藤　友宣氏

11月通常例会・第2回臨時総会 日時／11月27日（木）
会場/いわき市生涯学習プラザ４階

講　師　元　海上保安庁長官

　　　　現　日本空港ビルデング（株）取締役副社長　鈴木  久泰氏

テーマ　「海上保安庁と羽田空港」

会　　食１８：３０

例　　会１９：１０

講 演 会１９：３０

懇  親  会２０：５０

フランス報告

テーマ　「（仮）原子力発電所、廃炉に向けて」

（ラ・パリージャ）

　平成26年度第一回新入会員オリエンテーション

　　　　開催日　　　　平成26年11月25日（火）18：30～21：00  

　　　　開催場所　　　いずみや�                            

　　　　参加者　　　　新入会員１名　代表幹事　担当副代表幹事　会員増強委員3名 

　　　　　　　　　　　計６名�                            

　代表幹事より、いわき経済同友会の創立の目的や、今日までの会の活動について�  

　具体的な説明があった。三つの目的のために異業種の組織の中で学ぶことの意義をしり、 

　今後の活動への参加動機となった。また、会員相互の懇親を深めることができた。 

１月通常例会　開催のご案内

　謹啓　寒冷の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃はグループ会・委員会活動を活発に展開して頂き、厚く御礼申し上げます。

　さて、１月例会は、福島大学より工学博士の石川　友保先生をお招きし、小名浜港の背後地を関税特区としての自由港、コンテナ物流港等々をお話して頂くことになりましたので、会員の皆様には、ご多忙のことと思いますが、会員の皆様のご出席頂きますようご案内申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具　　　　

記

１．日　時　１月２２日（木）１８：００　会　食　　　１８：４０　例　会

１９：００　講演会　　　２０：５０　懇親会

　　　　２．会　場　いわき建設会館　５階会議室

３．会　費　１，０００円

４．講　師　福島大学准教授　工学博士　石川　友保氏

テーマ「（仮）小名浜港コンテナ―貿易のあるべき姿について」

　　　　５．懇親会　天　政（会費：２，０００円）

※ 準備の都合上、出欠は１月１４日（水）までにFAXまたはメールにて

ご連絡をお願い致します。

尚、当日急用にて欠席される方の会費を後日ご請求させて頂きます。
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