
 
 
 
 
 
 
 

第 1401 回例会 17 年 5月 30 日(月) 
於 和歌山マリーナシティ ヨット倶楽部 12:30～ 
 

１．開会点鐘             会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング        「手に手つないで」 
３．ゲスト紹介 

（株）クリエイション 社長 新谷幸雄 様 
和歌山マリーナシティ ヨット倶楽部 

マネージャー 赤松安信 様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 82.36％ 

 

５．会長スピーチ           会長 上中嗣郎 

本日は職業奉仕委員会のお世話

でこのマリーナシティのヨットク

ラブでの例会となりました。深谷職

業奉仕委員長大変お世話様です。 

我が国は四方を海に囲まれた海

洋国家であり、国境はすべて海であります。陸続きに

他国のある大陸国家と違い、国家の防衛、貿易、食生

活、気象や環境等すべてにわたって海との大きな関わ

りの中で平穏な歴史を重ねて来ております。この国の

すばらしい４季は海の恵みによるところが非常に大

きいのはご高承の通りです。 

深谷委員長自らが船をご用意いただいております

ので例会後是非、古くから歌にも歌われたこの和歌浦

湾でのクルージングをお楽しみいただけたらと思い

ます。 

 
６．幹事報告 

○例会臨時変更 

有田南ＲＣ 
5月 31日（火）→5月 31日（火）18:30～ 横楠 

 海南西ＲＣ 
6月 9日（木）→6月 9日（木） 17:00～ かめや 

 粉河ＲＣ 

6月 22日（水）→6月 22日（水） 
19:00～ 韓国 西帰浦 KALL HOTEL 

（姉妹クラブ公式訪問） 
6月 29日（水）→6月 29日（水） 

18:00～ 粉河ふるさとセンター 

 和歌山南ＲＣ 
6月 24日（金）→6月 24日（金） 

19:00～ ダイワロイネットホテル
 和歌山ＲＣ 

6月 28日（火）→6月 28日（火） 
18:00～  県文６Fフロ

○休会のお知らせ 

有田南ＲＣ    6月 21日（火） 
 
７．委員会報告 
○塩崎博司次期会長 
  委員会報告ではありませんが、次年度の

をお渡しします。 
○マルチプル・ポールハリス・フェロー表彰  吉

○米山功労者             平
 
８．ゲスト卓話 
○和歌山マリーナシティ ヨット倶楽部 

マネージャー 赤松

和歌山マリーナシティ、

歌山マリーナシティヨット

ついて御紹介させていただ

まず、はじめに、和歌山マ

ティの開発された基本コン

ついてご説明させていただ

「和歌山県と和歌山マリーナシティ」 

和歌山マリーナシティは、和歌山県の経済

寄与するという役割を担い、そこで和歌山マ

ティをリゾート基地に見立て、ポルトヨーロ

潮市場、ロイヤルパインズホテルを集客の核

地域から多くの人・物・情報を和歌山に集め

を効率よく県内各観光地へつなげていくと

ンを実現しています。つまり、「和歌山マリ

ィ～白浜・紀伊勝浦」や「和歌山マリーナシ

野山」などのルートをつくり、そこに四季ご

を加え、和歌山マリーナシティから積極的に

することで、「観光立県・和歌山」を目指し

性化の一翼を担うということです。美しい自

する人工島方式埋立と日本初の親水設計に

島です。これらは人間が海面近くまでおりて

うな階段になっており、和歌の浦に沈む美し

ットを見ながら散歩を楽しんだりできるよ
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ています。そして、われわれの提案として、２１世紀

の海上都市ということで、和歌山マリーナシティの最

大の特徴は「遊・楽・住・商」の４つの機能がバラン

スよく揃っていることです。国際級のマリーナを中心

に海を満喫できる“遊”機能。黒潮市場、ポルトヨー

ロッパ、和歌山マリーナシティロイヤルパインズホテ

ルを中心に海の幸やショッピング、そしてエンターテ

イメントを贅沢に楽しめる“楽”機能。週末型から長

期滞在型、そして定住型まで、快適な生活空間をお届

けする“住”機能。生活、さらにビジネスの場として

様々な利便性を実現する“商”機能。和歌山マリーナ

シティは２１世紀に向けて新しい都市づくりを提案

しております。次に、以上のコンセプトで作られまし

た。和歌山マリーナシティヨット倶楽部についてご説

明させていただきます。この和歌山マリーナシティヨ

ット倶楽部は、1994 年に開催されました「世界リゾ

ート博覧会」の翌年、1995 年 7 月に海洋型リゾート

として開業させていただき、今年で 11 年目を迎えて

おります。収容隻数は海上係留と陸地保管をあわせて、

220 隻まで対応可能となっております。現在は、約 150

隻 70％の保管艇数となっております。関西圏には、

このようなマリーナがいくつかございますが、当ヨッ

ト倶楽部の特色としては、①大阪市内から約１時間と

いう至便な利点②紀伊水道、和歌浦湾の水質の良さ③

すぐ近くには黒潮という外洋がある④クラブハウス

周辺には様々な施設があります。次に営業内容ですが、

ヨット倶楽部には、海に浮かべたままの係留保管と陸

上にあげておく陸地保管がございます。 

 

○（株）クリエイション 社長   新谷幸雄 様 

㈱クリエイションというボート、ヨッ

トの販売、修理を主に行っている会社

です。関西（特に大阪、和歌山）のマ

リン事情についてというテーマでお話

致します。私は 10 歳頃から和歌山の由

良や湯浅にボート（14Ft）（最初はゴム

ボートでしたけど）で釣りに来ていました。中学・高

校の頃は 17Ft、19Ft、と買い換えて置いていました。

中学・高校の頃です。17 や 19 フィートの船外機つき

で、よく高松のおば（母の姉）のところに、行ってい

ました。大学の頃は、スエーデンセイのコロネット

24、ボルボ 125 万馬力 2台に買い換えました。堺の建

売りが 1200 万～1800 万くらいの時 24Ft が同じ位の

値段でした。マーメイド号、堀江さんの太平洋横断（初

代ホリエモンですかね）、無断出港で、結構むちゃし

ますね。いまも、どっか走っています。コラーサ号の

鹿島さん、大西洋・太平洋横断。あほうどり号の青木

さんは自作 23 フィートヨットで世界一周。ブラジル

に子供がいっぱいおる？関東はやっぱりかっこい

い？石原裕次郎、加山雄三とか。74・79 年のオイル

ショックの前で第一次マリンブームだと思います。ほ

とんどの商社、百貨店がボート、ヨットを売っていま

した。しかし、オイルショックで全てやめました。和

歌山には下津に大和造船があります。今でも木造のヨ

ットの修理ができるのは、ここと小豆島の岡崎造船位

です。関西のヨットの草分けです。大阪では堺の石津

港と西宮が古いです。和歌山のヨットの歴史はもっと

古いところです。やっぱり海は和歌山でしょう。マリ

ーナ建設も多く計画され、このヨットクラブもその頃

できました。マリーナ計画もいっぱいありました。船

の価格も昔に比べ安くなりました。景気が少し良くな

れば、大型艇は、需要が出てくると思います。しかし、

時代の流れにならってか、ボート、ヨットのオーナー

も高齢化が進んでいます。 

 今日お越しの皆様に、是非この機会に、子供の時の

楽しさを思い出していただきたいと思います。私は団

塊の世代のリタイヤ組みと、ＩＴ成功者が次のマリン

文化を進めてくれる人達と見ていますが、できれば幼

稚園児も次のターゲットとして育てて行きたいと思

っています。皆様も是非このマリーナに遊びにいらし

て、少しでもこの素晴らしい和歌山の海にボート、ヨ

ットが文化として普通に定着するように接してくだ

さい。 

 

９．閉会点鐘 

 

１０．次回例会 
第 1402回例会 平成１７年６月６日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
深谷政男君  新谷幸雄様、赤松安信様、本日のスピ

ーチ御苦労様です。 
木地義和君  私はヨット倶楽部の会員ではありま

せんが、マネージャー様いつもお世話

になっております。 
吉田昌生君  読売新聞に載りましたが、５月２８日

藤白神社の獅子舞が全国民俗芸能１

８選に入り、愛知万博に出場、大かっ

さいを博しました。 
上中嗣郎君  昨日ＫＦ会で楽しくＧＯＬＦをしま

した。 
岡田雅晶君  ＫＦ会お世話になりました。 
岸 友子君  昨日の土曜日紀の女会へ出席して来

ました。 
山畑弥生君   〃 
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