
 

       

 

 

■創 立■ １９６４年３月２日   ■例会日■ 毎・金曜日１２時３０分  ■例会場■ オークラ千葉ホテル 

■会 長■ 五十嵐 博章     ■幹 事■ 松尾 博之        ■会報委員長■ 普天間 操  

■事務局■ 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎０４３-２４５-３２０４）

 

２０１８-１９年度 

第２６４３回 
２０１８年８月１７日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆ロータリーソング『手に手つないで』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のお客様はいらっしゃいませんでした。 

 

◆会長挨拶及び報告     向後 保雄直前会長 

皆様は、お盆休みは如何お過ごしでしたでしょうか。

私は、家内の曾祖母が能登の氣多大社の娘だったそう

で、一度行ってみたいということで、氣多大社へ行ってま

いりました。また、永平寺にも行き、座禅の体験をさせて

いただき、心が洗われる気がいたしました。 

昨日から 22 日まで千葉神社のお祭りが始まりました。

寒川神社の祭りが１９日にあるのですが、浜降祭が有名

で県の無形文化財に指定されております。是非一度行

ってみて下さい。 

 

◆記念品、感謝状伝達               

≪ロータリー米山記念奨学会より感謝状≫  

第３３回米山功労クラブ（１００万円毎に表彰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ロータリー日本財団より記念品伝達≫ 

メジャードナー（10,000 ㌦）  竹尾 白会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

      竹尾 白会員  向後保雄直前会長 

 

◆委員会報告                  

◇親睦活動委員会より（河原大輔委員長） 

 ≪千葉緑ＲＣより、大相撲九月場所観戦のご案内≫ 

 日時：９月１８日（火） １４：００～ 

  場所：両国国技館 

  懇親会：ちゃんこ霧島領国本店 

 会費：１５，０００円 

 

◆幹事報告           松尾 博之幹事  

◇第４グループロータリー情報研修会開催のご案内 

  日時：９月２０日（木）点鐘１４：００ 

  会場：京成ホテルミラマーレ 

◇地区大会開催のご案内 

  日時：１０月２８日（日） 点鐘０９：３０ 

  会場：ホテルニューオータニ幕張 

皆様のご参加宜しくお願い致します。 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪五十嵐博章会長・松尾博之幹事≫ 

今日は猛暑が一休みということで、サラッとした朝を迎

えることが出来ました。 

皆様、お盆は如何お過ごしでしたでしょうか。相次ぐ

台風の接近で予定を変更された方が多数いらっしゃる

のではないかと思います。そんな中、また新たに台風が

発生しました。これ以上災害が起きないことを願うばかり

です。 

さて、ロータリーではいろいろなイベントが続きます。



皆様のご参加、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

◆出席報告 (会員数４９名)              

 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

会員卓話 

     卓話者⇒ 藤井 良成会員 

        
皆様、こんにちは。 

日頃、オークラ千葉ホテルへ

のご支援とご協力を賜りまして

誠にありがとうございます。 

また、この度、この伝統ある

千葉南ロータリークラブに入会

でき、誠に光栄であります。 

皆様のご指導を賜りながら少し

でもお役に立てればと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

昭和 57 年、ホテルオークラ東京入社（今年定年で再

雇用で勤務を継続） これまでの赴任先は、東京、オラ

ンダ、上海、海老名、浜松、マカオ、千葉で転勤が 10 回。

ホテルマンとしては、多い方だと思います。結婚 25 年で、

単身赴任が約 15 年になります。 

 

■マカオについて（ホテルオークラマカオ立ち上げ） 

直近の勤務地のマカオについて少しお話したいと思い

ます。今、国会でカジノ法案が（IR：総合リゾート構想）話

題となっております。 

・ホテルオークラ澳門は、2008年にマカオIR香港オーナ

ー「ギャラクシーエンターブライズ」日系ホテルとして初め

て進出、しかし、リーマンショックで一度プロジェクトが中

断（外回りは出来ていたが内部・備品等はまだ） 

・2011 年 5月開業を目指した第二の開業準備チームとし

て 2010 年 8 月の現地入りしました。オランダ人 GM、宿

泊担当、料飲担当、管理・経理担当、営業担当の私の 5

名でサービス員・調理陣など約 900 名雇用と 488 部屋の

ホテル完成開業をスタートしました。IR 規模としては、カ

ジノエリアは、サッカー場と同じ面積の中に 600 テーブル、

1500 ストッロマシーン、50 飲食店、映画館、2000 平米の

人工ビーチ、3 ホテル（計 2200 部屋）。第一期工事（第

四まで計画）。 

 

■マカオの立地 

・澳門は、香港からフェリーで 1 時間。 

・マカオ島、タイパ地区、コロアン島の３つからなり、山の

手線の内側ほどの面積。 

・マカオ島は、中国本土の深センと接して古いカジノホテ

ル（蓮型ホテル：リスボア） 

・コロアン島は亜熱帯で日本ではキリスト教の布教をした

ST ザビエルが帰還中のこちらの島で亡くなり ST ザビエ

ル教会日本とは縁の深いところです。 

・タイパ地区は、その二つの島の埋め立て地で「IR」のモ

デル都市です。 

 

■南アジアのカジノについて 

マカオでは、カジノとは言いません。（カジノ＝賭博ギ

ャンブル）『ゲーミング』と呼んでいます。IR でカジノビジ

ネスに従事しているのが『ゲーミング』そのなかでホテル

やレストランなどは『ノン・ゲーミング』と区別されます。 

アジアのカジノ産業は、18 カ国で約 200 のカジノ施設

があります。主にマカオ（36）、カンボジア（25）、フィリピン

（18）、インド（16）、韓国（17）北朝鮮（1）、ラオス（3）、ミャ

ンマー（5）、シンガポール（2）、スリランカ（9）、マレーシ

ア（1）、ベトナム（5）、香港（6：船内）、ネパール（9）。 

2012 年には、36 のカジノ施設がマカオにあり合計 5.000

テーブル、17.000 台スロットがあり、最大はベネチアンマ

カオ（870 テーブル、3.000 台）。 

 

■マカオのゲーミング産業の歴史 

・17 世紀ごろから始まる（もともと漁村） 

・アヘン戦争：1839 年（マカオの沖）マカオをポルトガル

が獲得。 

・1847 年 ポルトガル政府から認可され、初のカジノライ

センスを発行 

・1962 年 市場開放、スタンレーホー（カジノ王）SJDM に

その後 40 年にわたるカジノ経営権を認める。 

・1970 年 カジノリスボア（マカオ島・蓮型のホテルカジ

ノ） 

 

■マカオにおけるゲーミング産業の自由化 

・2001 年にポルトガル領から中国返還を機に外資系へ

の市場開放。 

・2002 年の SJM、ギャラクシー（香港）、ウイン（米国） 

・2003 年の更に 3 つの企業へ経営権の拡大：ラスベガス

のサンズ、MGM、クラウンメルコ。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 79,000 円 

金の箱 250 円 累計 1,510 円 

出席者数 

３１名 

欠席者数 

１８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

０名 

８/３ 修正出席率   

６９．３９ ％ 

千葉ＲＣ 月 8/27・9/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/28・9/11 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/11・9/１８ ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 8/29・9/12 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 9/19 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 8/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木  京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



・2004 年から現在のアメリカ式カジノが確立。（IR へ） 

 

■来マカオ事情 

・年間 3000 億人 

・中国 50％、香港 30％、その他アジア 20％ 

・中国の旅行規制（ビザ発行年３回のみ） 

・金融の引き締め、取り締まり（ただし中国政府官僚は除

く） 

 

■マカオ国の成り立ち 

マカオのカジノの特徴： 

１．中国唯一の認可地域 

２．世界最大のゲーミング市場 

・約 1 兆 830 億円の収益（2013 年度予想） 

・ラスベガスやその他主要カジノ都市を上回る総収入（マ

レーシア 10 倍、オーストリア 8 倍、ラスベガス 6 倍、2012

年） 

・政府税収入の70％以上（モナコ：4％、ネバダ州：43％） 

・総 GDP36％ 

・東洋のラスベガスと称されている（大人の天国：カジノ、

ナイトライフ、グルメ、お酒） 

 

■カジノビジネスの内訳〔3 つのセグメント〕 

・VIP（オーナー顧客）：売上 8％、利益率 20％  

・ジャンケット（中間業者・VIP 個室）： 売上 60％ 利益

率 10％ 

・マスゲーミング（大衆・大部屋）：売上 28％ 利益率

30％ 

・無料提供の食事、飲み物、交通機関、客室にエンター

テイメント 

 

■収入源： 

・内バカラが 80％を占める。 

・テーブルリミット100HK＄～200万HK$（１HK$＝15円：

3 千万円） 

・スロット：毎回 1 セント～100HK＄ 

 

■依存症について 

メリット・デメリット： 

・政府からマカオ居住者への補助金 

・教育費無料・酒税無し 

・カジノ中毒（社内教育） 

・入場可能年齢が 21 歳から 

・公務員（中国政府役人）のカジノ利用は、年間 3 日間 

・ホテルでの対応（無人部屋） 

 

■オークラ東京紹介 

虎ノ門ホテルオークラ東京は、本館を立替中で 2019

年 9 月に『オークラ東京』のホテル名で開業をめざしてい

ます。 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックで建築規制

が緩和されたのを機に２つの高層ビルからなるホテルを

建築中です。完成の暁には、メークアップを兼ねて見学

していただければと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ↑ マカオ セナド広場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             👈 カジノ工事現場 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ホテルスタッフの皆様 ↑    

 ＜写真撮影：藤井良成会員＞ 

 

第２６４４回例会 

日 時⇒ ２０１８年８月２４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『誰でも楽しめるクルーズの魅力』 

       株式会社ターミナル 

       クルーズコンシェルジュ 一柳 元子様 

第２６４５回例会 

≪会員増強パネルディスカッション≫ 

日 時⇒ ２０１８年８月３１日(金) 点鐘１２：３０ 

   

 
＜会報当番：植松 省自＞ 


