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玉置　博康さん 夏の大会日当です。
中江　遵義さん 阪神がんばれ！！
松田　洪毅さん 立秋も過ぎました。夏の暑さももう少しの辛抱です。残暑お見舞い申し上げます。
 山本さん卓話頑張って下さい。
谷口　文利さん 山本さん卓話楽しみです。
岸裏　廣澄さん 山本進三さん卓話よろしくお願いします。
岸裏　廣澄さん 欠席ばかりで申し訳ございません。皆様熱中症に気をつけて下さい。
亀田　直紀さん 山進さん卓話たのしみです。
瀧川　嘉彦さん 山本幹事、卓話がんばって下さい。
佐藤　義記さん 山本会員卓話楽しみです。
島　　公造さん 山本進三幹事、本日は卓話ご苦労様です。
山本　進三さん 本日の卓話、つたないお話かもしれませんがよろしくお願いします。
乾　　敦雄さん 山本さん卓話楽しみです。本日もよろしくお願いします。
Ｉ.Ｄ.Ｍ.２班一同（樫畑友洋、佐藤義記、三毛理一朗、中野久生、堀岡忠男、山野武彦、角谷芳伸、亀田直紀）
 先日のＩ.Ｄ.Ｍ.の余剰金です。
阪神タイガース応援団一同
 暑さにまけないでガンバロウ！！

出 席 報 告 会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１６名） 　山東　勝彦 出席委員長
皆さん、出席してください。

8月9日（本　日） 33名 86.8％ 7月26日（メーキャップ後） 29名 82.9％ 欠席者6名

本日の累計  59,800円（計11名　14件）〔お誕生日お祝い　30,000円　  皆出席表彰　10,000円　  その他　432,110円　　累計額　472,110円〕

ありがとうございました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  島　公造 会長　　会長報告
　皆さん今日は。さて先週ガバナー補佐訪問を受け一つの大きい行事を終えほっといたしました。
山本幹事初め各委員長の皆様大変ご苦労様でございました。
　話はかわりますが、今年初盆を迎えられる人が二人いらっしゃいます。一人は大先輩の楠本章さ
んそして前田成蔵さんの奥さんです。昨日山本幹事とお参りに行って参りました。
　もうすぐ盆休みに入りそれぞれ皆様におかれましてもお墓参りとか旅行計画とかなされると思い
ますが、むちゃ暑いこの夏、健康に気をつけて再来週ここに集っていただきたいと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 山本　進三 会員　　卓　　話
　久しぶりの会員卓話です。もう少し時期が早ければギリシャでのモンドセレクション授賞式の話をするつも
りでしたが、すでに２ヶ月が過ぎてしまったので今回は弊社の天然温泉の有効利用についての取り組みについ
てお話ししたいと思います。

スーパー銭湯ユーバス店舗の紹介
　天然温泉の有効利用のお話しをする前に、弊社のスーパー銭湯事業部の概要と京阪神の温浴施設の変遷につ
いて述べたいと思います。
　弊社は和歌山と大阪に計４店舗の温浴施設を営業しております。
　・スーパー銭湯ユーバス和歌山店（１９９７年オープン）、和歌山市
　・スーパー銭湯ユーバス堺浜寺店（２０００年オープン）、堺市
　・スーパー銭湯ユーバス守口店（２００２年オープン）、守口市
　・スーパー銭湯ユーバスＲｏｙａｌ高井田店（２００５年オープン）、東大阪市
　この４店舗のうち、高井田店を除く３店舗が公衆浴場法による「一般公衆浴場」すなわち「銭湯」でありま
して、高井田店だけが「一般特殊浴場」となっております。どうしてこのような違いがあるかは、後ほど京阪
神の温浴施設の変遷でご説明します。
　各々の店舗は全て天然温泉を掘削しており、それぞれが特徴のある温泉を湧出しております。
和歌山店　温泉名「西浜御殿の湯」掘削７０１ｍ、湧出量２３リットル／分、２８.４℃
　温泉の種類は「ナトリウム－塩化物泉」、量は少ないが炭酸水素を多く含む「美人の湯」で、鉄分が多いた
め赤茶色をしている。
　紀州徳川家の「西浜御殿」が近くにあったという由来から命名。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  山本　進三 幹事　　幹事報告
　国際ロータリー第２６４０地区より、泉州KUMATORIロータリークラブが２０１２年７月２７日を
もって泉州KUMATORIロータリー Eクラブとして認証されたとの通知が来ましたので報告します。
　下記の広報誌・案内が届いておりますので回覧します。
　・こばと学園だより８月号 No.４２９
　・和歌山新報　(平成２４年８月５日 )　※協賛広告をしたため
　・認証 NPO法人さいたまユネスコ協会より、各活動支援のお願い
　・第１３回イーストクラブゴルフコンペのご案内（平成２４年９月２２日　天野山カントリークラブ）

「天然温泉の有効利用について」

ロンドンオリンピック閉会・日本のメダル数史上最多３８個
①�女子４８キロ級で金メダルを獲得し、日の丸を掲げて大喜
びの小原日登美。左は栄和人監督＝エクセル（共同）

②�男子フリー６６キロ級　金メダル、日本史上最高の３８個目。
また、通算メダル獲得数４００個目（Google画像）

③�４８年ぶり、ボクシングでの金メダル。
村田諒太（時事）

④�女子５５キロ級で３連覇を果たし、金メダル
を手に喜ぶ吉田沙保里＝エクセル（共同）

⑤�女子６３キロ級で優勝を決め、雄たけびを上
げる伊調馨＝エクセル（共同）

①
③ ④ ⑤

②

●卓話「タカラジェンヌの四方山話」
 元宝塚歌劇団　星沙　紀帆さん

●お誕生日お祝い
田原　久一さん　８月  ２日　 三毛理一朗さん　８月  ３日
中村　靖男さん　８月  ４日　 佐藤　義記さん　８月  ８日
八幡　建二さん　８月１６日　 亀田　直紀さん　８月２４日

●ピアノ演奏� 中井 利枝さん
スターダスト（Ｈ．Ｃａｒｍｉｃｈａｅｌ）
あなたしか見えない（Ｂ．Ｓａｇｅｒ）

7月29日（日）�地区委員会� 赤井　雅哉
8月� 8日（水）�和歌山東南Ｒ.Ｃ.� 黒田　純一
8月19日（日）�地区委員会� 笹島　良雄、田原　久一

●北中登一ガバナー公式訪問

●卓話「天然温泉の有効利用」
 当クラブ会員　山本　進三さん

●ロータリーソング� 山東　勝彦 ソング委員長
「四つのテスト」

本日の例会 8月23日（木）

メイキャップ情報  （敬称略）

次回の例会 8月30日（木）

前回の例会 8月9日（木）

ニ ニコ箱コ
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3. 好意と友情を深めるか

「ロータリー４４年の思い出」
 中村　靖男 会員　
　現世は天変地変、政治不信、経済不況、増税等で、波乱万丈の危機
感のある時代である。
　人生は川の流れの如く変遍万化で栄枯盛衰が常ならずやである。大
正、昭和、平成の時代を生き抜き８８年過ごした。１９６９年和歌山東Ｒ．Ｃ．
に入会以来人生の半分を会員皆様と共に送った。
　入会以来最も思い出深いのが、Ｒ．Ｃ．創立１５周年記念式典で、堀会長
と共に幹事運営に当たった事。又５０周年記念でも４０年皆出席で表彰を
受けたことは心にのこる。
　尚、北海道旅行、鳴門海峡のうづ潮、熊野二大社を参拝、京都大覚
寺での源平盛衰記の卓話等々。創立４５年時に老齢ながら４５代会長の任
命を受け、真野副会長、村田幹事様の絶大な援助を得て、Ｒ．Ｃ．年間の
奉仕事業を実施しました。「ロータリー１００年の森林」として２６４０地
区社会奉仕を継続する山々に、松田環境委員長が発案され、高野山の
山々に子孫のための植樹に当たり、和歌山県知事、前窪地区ガバナー、
会員有志と共に実施した。
　国際奉仕事業として、スナーダイクマエ孤児院の識字率向上運動に
ついても国際ロータリーと共に協力し、実現したことを喜びとしたい。
　２００４年、大阪ドームで国際大会が開催され、来期Ｒ．Ｃ．１００周年を迎
えて、今後Ｒ．Ｃ．は何をすべきかを考え、会員の身の廻りの人々が世界
中の人々と手と手が連なるように努力しようと開会式で演説があり、
ジョナサン・Ｂマジイアベ会長の発
言にて大会は開催され、わがＲ．Ｃ．全員
参加して有意義な国際大会であった
と思いました。
　４４年間Ｒ．Ｃ．精神の奉仕と友愛を続
けてまいりました。今後のＲ．Ｃ．の発展
は新会員の増強を肝要に思います。私
の現在の心境は老兵は去るのみに期
します。

堺浜寺店　温泉名「堺利休の湯」掘削１０９０ｍ、湧出量６９５リットル／分、５１.２℃
　温泉の種類は「ナトリウム－塩化物泉」、ユーバスの天然温泉の中で一番温度が高く、一番湧出量も多い。
鉄分を含むため赤茶色をしている。温泉らしい温泉。

　戦国時代に商人の街として栄えた「堺」と千利休の出身地であることにちなんで命名。
守口店　温泉名「佐太あい宿の湯」掘削９１８ｍ、湧出量５２０リットル／分、３３.４℃
　温泉の種類は「単純温泉」、不純物が少なく無色透明。炭酸水素を多く含む。
　江戸時代に宿場街として栄えた地。「守口の宿」と「寝屋の宿」の間にあるため「間（あい）の宿」と呼ば
れていた。この地で大切な人と「逢い」「愛」を育んでいただくことを願って命名。

高井田店　温泉名「なにわ千成の湯」掘削１００１ｍ、湧出量５５０リットル /分、４１.２℃
　温泉の種類は「単純温泉」、不純物が少なく無色透明。炭酸水素を多く含む。
　豊臣秀吉の居城であった大阪城から約３ｋｍの所にあることから、「なにわ」の地名を使用し、千成ひょうた
んのごとく施設が長く繁栄することを願って命名。

京阪神の温浴施設の変遷
　弊社がスーパー銭湯を和歌山に出店した１９９７年頃、名古屋ではスーパー銭湯の出店ラッシュが起こってい
た。しかしながら関西（特に大阪）ではスーパー銭湯は皆無であった。
　その大きな理由は、大阪府で定められていた「一般特殊浴場　入浴料５倍の特約」であり、一般特殊浴場（い
わゆるスパ）を営業する場合、銭湯の入浴料（当時３２０円）の５倍の入浴料で営業しなければならないという
取り決めであった。
　この取り決めがあるため、大阪にはまったく「特殊浴場」のスーパー銭湯がありませんでした。
　２０００年に大阪の堺市にスーパー銭湯を出店しました。おそらく１～２番目に早い出店だったと思います。
当時の出店方法は、「一般公衆浴場」として出店し、内部の料金を２段階にするか、「一般特殊浴場」として出
店し、会員制を取って会員価格を引き下げるという方法で営業されました。
　出店できれば儲かる素晴らしい時代で、堺浜寺店は年間６０万人の入浴者を記録しました。
　２００２年に守口店を出店しました。この頃、大阪府の取り決めを強引に無視して出店する店舗が増えたため、
「入浴料５倍の特約」は事実上無くなっていました。条例ではなく罰則規定もなかったので、強引に営業され
た場合阻止することができなかったのです。
　守口店は年間８０万人（一日最高５７００人）を記録し、国内でも最大級の実績を残しました。
　２００５年、東大阪に高井田店を出店しました。高井田店は「一般特殊浴場」として出店しました。この頃、スー
パー銭湯は急激に増加し、大阪の市場はほぼ飽和状態になりつつありました。新旧の施設で激しい攻防が始ま
り、岩盤浴がブームになる中、まだまだ出店の勢いが止まりませんでした。
　現在（２０１２年）では、大阪の市場は供給過多。周辺人口の少ない郊外型の施設は今後１０年の間に閉店して
いくと考えられます。しかしながら人口密集地では、いまだにＰ店が出店することがあり、周辺人口や競合店
など立地状況によって良い店舗と悪い店舗に棲み分けされつつあります。

長期的な安定を目指して
　その様な中、弊社では競合店との競争激化の中、いろいろな方法で差別化を図り、付加価値を上げ、クオリ
ティーを落とさない経費削減に努めました。その代表的なものが、天然温泉の有効利用の数々です。
　初めて弊社が天然温泉を掘削したのは２０００年、堺浜寺店の出店時でした。その頃、天然温泉を掘削する理
由は、ただ単に「天然温泉」というネームバリューがほしいだけでした。
　掘削した温泉は高い温度と豊富な湧出量があったにもかかわらず、それを有効に利用することができず、逆
に温度を下げるために水道水を混ぜたり、鉄分で赤茶けた温泉から鉄分を除く設備を設置したり、全く非効率
なもったいない使い方をしていました。
　２００２年に守口店を出店する際、真水に近い単純温泉を掘削することを目標とし、その温泉を全ての湯船と
カランに使用することで水道代（上水）を大幅に削減し、鉄分などの付帯設備を無くすことに成功しました。
　浴槽の清掃にもコストがかからず、前回の堺での失敗を解消することができました。
　２００９年、競争が激化する中、堺店では画期的な取り組みに成功しました。今まで捨てていた温泉の熱を「熱
交換」という手法で井水に伝え、ボイラーの稼働をほぼゼロにすることができました。これによるガス代の削
減は大幅なコストダウンになり、しかも１００％の源泉を「掛け流し」することもできるようになりました。
　このことにより、堺浜寺店は水道光熱費を他の店舗に比べ５０％未満にまで圧縮することができました。
　２０１１年、東北の大震災で水が不足する事態が発生しました。関東ではミネラルウォーターが不足し増産が

急がれました。
　この事件を契機に弊社では真水に近い守口店や高井田店の天然温泉をミネラルウォーターにする計画を進
め、ナチュラルミネラルウオーター「美人湧泉」と命名して販売を始めました。ちなみに「美人湧泉」の由来
は、「美人の湯」と称する温泉の成分「炭酸水素」を多く含んだ温泉であることからです。

　２０１２年、美人湧泉の販売を開始したものの、市場はミネラル
ウォーターが供給過剰なため、付加価値を上げるためモンドセレ
クションにエントリーしました。
　結果、金賞を受賞することができました。このことは「美人湧
泉」だけではく天然温泉としての付加価値とイメージを上げる効
果にもなり、広告宣伝の結果、７月の連休には前年比１１７％、他

店舗でも１０３～１０５％の集客効果をもたらすことができました。
　今後もしばらくは、今まで通りの厳しい競争が続くと思いますが、天然温泉を当初の目的以上に２００％利用
するなど、これからも智恵と努力を集めてロータリーの理念である、「職業奉仕」に努めていきたいと思います。

中村さん、御投稿有難うございました。
御自愛をお祈り致します。


