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＊４月のプログラム予定＊

１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話
「地区大会及び中津 RC60 周年に参加して」
６．出席報告

第

会 長

平成

3日 親睦家族花見例会 18:30～米沢観光園
10日 内部卓話 「PETSと地区協議会の報告」
17日 内部卓話 ３分間スピーチ「私とロータリー」
24日 外部卓話 宗林寺住職 川谷龍真氏

年

３月２０日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは。先日、陸の孤島と言われる人吉

思う風景です。1日目の終りは国体が開催された体育

にて1139名を集めて地区大会が盛大に開催され、無事

館にて、1000人余りが参加してRI会長代理のフレデリ

に終わったことをまず皆様に感謝いたします。天気に

ックリンご夫妻を迎えて歓迎会及び全体交流会が行わ

恵まれ穏やかな2日間でした。詳しい内容は次週参加

れました。アトラクションや飲んで食べて笑って久し

した皆さんからの報告がありますので、本日はあらま

ぶりに会う顔に会話が弾み、ロータリー特有の和やか

しをお話します。

な雰囲気でした。最後は「手に手つないで」で締めて、

鉄砲隊の演武に始まり、色々な顔にお会いし親睦を

それぞれ人吉八代熊本の町へと消えていきました。私

深めてまいりました。あちらこちらで笑い声が飛び交

たちは温泉を満喫して人吉の夜をクラブ会員と交流を

っておりました。この雰囲気は何なんだろうといつも

深めました。

事務局
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2日目は竹田恒泰氏の講演でした。この中で『日本
人はもっと2000年の歴史を学び尊厳を取り戻せ、起き
ろ目を覚ませ』の話しは圧巻でございました。
それから先日の斉藤青少年奉仕委員長による長洲中
学校「先輩に学ぶ」では、講師の方3名には非常に意
義のある勉強になる話をしていただき、本当にありが
とうございました。

５．お知らせ
1）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残りください。
2）Ｅクラブのメークアップについてのアンケート
にご協力ください。
６．欠席連絡
石部幸二会員、是永潤一会員、佐々木正博会員
末宗為十会員、砂山正則会員、幡手一義会員
藤久保茂己会員、宮丸龍昭会員、宮本順二会員

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信

和田久継会員
７．本日の当番

1）各クラブより周年行事の案内； 回覧、登録希

磯永喜八郎会員、小野田義文会員

望者はご記名ください。
①天草中央RC30周年：5月17日(土) 14:00～

委員会報告

天草市民センター
②日田RC50周年：6月14日(土) 14:00～
日田市民会館「パトリア日田」
③日出RC30周年：6月15日(日) 13:30～
別府湾ロイヤルホテル

◎青少年奉仕

斉藤順一委員長

3月18日に長洲中学校の体育館にて
「先輩に学ぶ」を実施しました。講師の
竹田会員、宮本会員、川端会員の奥さん

2）ＲＩロータリー財団より「2012-13年度 毎年あ
なたも100ドルを」クラブの表彰バナー

３名による授業大変ありがとうございま
した。

3）RIより「国際大会 投票代議員用の書類」；会長
幹事の署名をしてガバナー事務所へ提出
4）米山梅吉記念館より「館報」
２．例会変更
中津RC：①3/26(水)は休会

◎会長エレクト

臼杵 確会員

会長の時間で藤本会長のお顔がそろそ
ろ緩んできているのが目に見えて分かる

②4/2(水)は18:30～

のと同時に、私の顔が段々と険しくなっ

「SOL(中津市万田)」に変更；60周年打上げ観桜

てきております。いよいよ明日から2日

夜例会の為

間ＰＥＴＳに出席して参ります。また4月6日には地区研

宇佐八幡RC：4/11(金)→4/10(木)19:00～「TMスタ
ジオ」に変更；花見例会の為
中津中央RC：4/1(火)は18:30～「汐湯」に変更；花

修協議会があり、参加者は各次年度委員長さんになり
ますが、非常に良い勉強の機会となりますので、是非
勉強したいと思われる方は、私までご一報ください。

見例会の為
日出RC：①4/8(火)→4/10(木)18:30～「ホテルサン
バリーアネックス」に変更；三重･日出･別府東合
同花見例会の為 ②4/29(火)、5/6(火)は休会
３．週報受理
宇佐八幡RC、中津中央RC、別府RC、別府東RC
別府中央RC
４．理事会報告
なし

今月のお祝い
【配偶者誕生日】
小野田義文会員(由美子様)
3月20日で○才になります。

スマイルカード

今日は「私の仕事」についてお話します。ご存知の

藤本博和会長：人吉の地区大会が皆様のおかげで無事

ように旅行代理店を経営しておりまして、JTBの代理

に楽しく終えられた事、感謝申し上げます。ありが

店（今では大分県では2社しかありません）になって

とうございました。長洲中学校「先輩に学ぶ」では、

います。元は豊後高田RCの安部谷次郎さんが経営し

斉藤委員長、講師の皆さんお疲れ様でした。竹田豊

ておりまして、約11年前に私が2代目として引継ぎま

会員卓話よろしくお願いします。

した。私が入った頃は、まだ手書きで航空券を切って

本庄伸子会員：人吉の地区大会お疲れさまでした。皆

いましたので間違いもよくあり、空港に行ったらカウ

様にお世話になりましてありがとうございました。

ンターでお客さまに迷惑をかけるということもありま

廣瀬辰彦会員：年次大会では藤本会長はじめ、皆様に

した。約20年前の1995年にJTBの代理店となったので
すが、代理店になるには従業員が何名以上、資本金が

お世話になりました。
河村正一会員：地区大会では藤本会長ほか皆様に大変

いくら以上など色々なハードルがあります。旅行業に

お世話になりました。竹田会員卓話よろしくお願い

は第1種、第2種、第3種とあります。第1種は観光庁長

致します。

官が管理している大手で、供託金も違いますが国内・

臼杵 確会員：先日の地区大会では藤本会長、参加さ

海外旅行を広告で募集できます。第2種と第3種は都道

れたみなさんお疲れ様でした。竹田会員、長洲中学

府県知事の登録が必要で、第2種は国内旅行を募集で

に続き卓話楽しみにしています。

きます。私のところは第3種旅行業で、自社の名前で

斉藤順一会員：地区大会差参加の皆さんご苦労さまで
した。長洲中学「先輩に学ぶ」では竹田会員、宮本
会員、川端会員ありがとうございました。また沢山

はツアーの広告が打てません。そういう時にJTBの名
前を借りて広告を出すわけです。
JTBの年度の売上高は1兆5000億円で日本ではトッ
プのシェアを占めています。旅行業界が大体20兆円産

の応援ありがとうございました。
住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきます。

業と言われており、そのうちの1兆5000億ですから断

松永忠昭会員：職業奉仕の為早退します。

トツです。業界2位は阪急交通社、3位は日本旅行、4

ニコニコ累計

位は80年代から格安航空券で台頭してきたH.I.S、5位
４８４，０００円

は近畿日本ツーリスト、6位は楽天トラベルとなって
います。楽天トラベルはここ10年ですごく大きくなっ
た会社で、宿泊部門に限ればJTBは楽天トラベルに抜

内部卓話

かれています。近い将来第2位になるのではないかと

「私の仕事」
竹田 豊会員

いう勢いです。今の時代インターネットで簡単に行き

皆さんこんにちは。入会し

たいところが安い順ですぐに出てきて、お客さんは自

て約１年になりますが、今日

分の目で価格を見て予約を取るようになり、旅行の形

はロータリーでの初めての卓

態も変わってきております。私たちも危機的な感じを

話になります。

覚えていますが、最先端のアメリカのデータでは、代

まず、先日長洲中学校での

理店ならではのきめ細かいサービスによりお客さんが

「先輩に学ぶ」で話をしてきましたが、見事にすべり

また代理店に戻ってきているというデータもあります。

ました。実は長男が1年生で中にいたのですがずっと

約20年前私たちの土俵は社員旅行でした。この時期

下を向いていました。帰宅した息子にお父さんの話は

土建屋さんは3月末まで非常に忙しく4月5月に社員旅

どうだったかと聞いてみると、まあまあ良かったよと

行に行きます。その当時はお金の事はあまり言われず、

息子の方に慰めてもらいました。仕事柄人前で話すこ

ご馳走が食べられて楽しい旅行ができればそれでいい

ともあるのですが、実はあまり話をするのが得意では

という感じでした。私たちも同行してお客さんと一緒

なくこの機会に色々と勉強していきたいと思います。

にお酒を飲んだり楽しんだりして、来年もお願いしま

すという営業添乗をしていました。今は社員旅行がほ

出席報告

とんどなくなり、20兆円産業のうち団体旅行は10%を

米澤哲也委員長

第2294回（3月20日）

切っています。個人旅行や家族旅行がシェアを占める

会 員 総 数

ようになり、個人のお客様をターゲットにした取り組

32名

（内出席免除 ）

みをしております。

出

席

0名

数

25名

＜旅行でのよくあるトラブルについて＞

（ 内 事 前 M U）

6名

誌面の都合で割愛致します。（配布資料をご覧下さい）

欠

席

数

7名

出

席

率

７８．１３％

1月に発表された「プロが選ぶ日本のホテル・旅館
100選」をご紹介します。
総合1位は石川県の和倉温泉にあります加賀屋さん
で、34年連続トップです。私も去年の10月に団体の添
乗で泊まりました。特にもてなしが大変良く、客室へ
案内する際に仲居さんがお客様を見ただけで浴衣のサ

事前メークアップ
石部幸二会員、末宗為十会員、幡手一義会員
藤林鋭司会員（以上4名 地区大会）
佐々木正博会員（先輩に学ぶ）
藤久保茂己会員（IAC例会）
欠席者

イズを見極めて用意してくれ、また基本的にはNO(で

岩井謙次会員、是永潤一会員、新開洋一会員

きません)とは言わない営業スタイルだそうです。

砂山正則会員、宮丸龍昭会員、宮本順二会員

第39回プロが選ぶ 日本のホテル・旅館100選

和田久継会員

【総合トップ10】

※出席率の更正

1位 加賀屋（石川県 和倉温泉)

◎3/6の出席率は81.25％→８７．５０％に更正

2位 日本の宿古窯（山形県 かみのやま温泉）

事後メークアップ

3位 白玉の湯泉慶・華鳳（新潟県 月岡温泉）

米澤哲也会員（地区大会）

4位 稲取銀水荘（静岡県 稲取温泉）

宮本順二会員（先輩に学ぶ）

5位 水明館（岐阜県 下呂温泉）

◎2/13の出席率は84.38％→９０．６３％に更正

6位 ホテル秀水園（鹿児島県 指宿温泉）

事後メークアップ

7位 萬国屋（山形県 あつみ温泉）
8位 草津白根観光ホテル櫻井（群馬県 草津温泉）
9位 あかん湖鶴雅リゾートスパ鶴雅ウィングス

是永潤一会員（IAC例会）
佐々木正博会員（IAC例会）
◇ ◇ ◇ ◇ ◇

（北海道 阿寒湖温泉）
10位 ホテル鐘山苑（山梨県 富士山温泉）

ＰＥＴＳ出席(大分市) 3月21日～22日
臼杵 確会長エレクト

私が担当した中で印象に残っているの
は、15年ほど前の年配ご夫婦の海外旅行
でのことです。お風呂に入るのに「桶が
ない」と電話で呼ばれました。ハワイかグアムだった
と思いますがABCマートかどこかに行ってバケツを
買ってきました。それからすごく仲良くなっていつも
うちに海外旅行に申し込んでいただいています。
5月末からは、シドニーでの国際大会もありますの
で、行かれる方はよろしくお願いします。時間がきま
したので、この辺で終わります。
閉会点鐘 発行 平成26年3月27日

