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TAKARAZUKA

すみれの花さくころ
前回内容
荻田会長

西村元秀

髙木久美子

拶を本気でやることから始めます。この挨拶から融
資なんてとんでもないといっていた銀行マンも変
わっていきます。今まで学校を訪れても、知らぬ顔
の生徒から挨拶を受けるようになったのです。
そして奥田校長が実行したことが月曜日の朝礼の
後の「本気のジャンケン」でした。
この番組を見た後、私はロータリーの例会でこれ
をやってみたいと思いました。そう、私のモットー
「明るく、軽く、真剣に」にぴったりの感じがした
のです。そこで、やっていいでしょうかとパスト会
長のお二人に相談してみました。1 年以上前のこと
です。なんと、反対はなさいませんでした。正直、ロー
タリーは器が大きいなと思いました。
さて、創成館高校は今年の春の選抜甲子園大会に
出場し、ベストエイトまで進みます。
では、今日は私と皆様で、ジャンケンをお願いし
ます。
「最初はグー、ジャンケン・・・」

しんげん

心に残る言葉、箴言、格言
「誰一人として学校に行きたくない生徒がいない」
そんな学校がある。NHK の番組を見ていて、信じら
れない気持ちでした。
そう せい かん
それが長崎の創成館高校。この学校は十数年前、
経営が破綻状態にある、不良学校として誰も入りた
がらない偏差値表記なしの学校でした。借金も数十
億円、入学希望者もいない学園経営を前理事長の息
おく だ なお ふみ
子で現理事長・校長の奥田修史さんが引き継ぎます。
奥田校長は生徒を見下した先生には辞めてもらい
給与を 40％カットします。教員は生徒のためにある
という「心得 10 か条」を唱和します。生徒には挨

いかなるときでも真剣であれ
どんな些細なことでも真剣であれ
なかむら

てんぷう

中村天風

母子の健康月間
第1693回 例会予告 平成30年4月23日
卓話
ソリスト 鹿岡 晃紀様
大藤会員ゲスト

西村幹事

幹事報告

・本日例会終了後理事会が開催されます。
・4月16日は家族移動例会です。
当日のニコニコ箱はコメントを発表するのみで記載
の金額を次回集金します。
・新旧合同理事懇親会を6月25日開催するご案内を
配布しました。出欠を回覧します。

出席報告

出席委員会

木田委員長

●会 員 数 50名 ●出席会員数 42名
●来
客 0 名 ●本日の出席率 89.36%
●3月12日の出席率（メーキャップ含む）100％

ロータリー財団委員会

由上委員

本日、山下会員、清水（良）会員より特別寄付をいただ
きました。
ご協力ありがとうございます。

米山記念奨学会委員会

杦本委員長

本日、長屋会員より、特別寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございます。

次年度理事会

榎原第一副幹事

4月23日例会後に次年度理事会を開催しますので、
ご出席いただきますようお願いします。

坂口ＳＡＡ
●荻田会長

下さい。

寒暖の差の厳しい今日この頃ご自愛

●郷上会員 お花有難うございます。

●家村会員

孫が幼稚園に入園しました。入園を祝

●水谷会員

娘が無事に大学に入学いたしました。

して！！

●田中会員

新入社員3名が西脇営業所に入社し

●長屋会員

春ですね。

ました。

●坂本会員

7日 日曜日出張の為、次年度説明会

欠席してしまいました。

●清水(良)会員

誕生日のお祝い、
ありがとうござい

ました。44歳になりました。
●山下会員

●木田会員

●杦本会員

誕生祝い、
ありがとうございました。

皆様

身体に気をつけてください。

誕生日にお祝いありがとうございます。

●橋本(芳)会員 ウォーキングでクリーンデイにお

忙しい中、
ご参加いただきありがとうございます。

●佐藤会員

●本田会員

23日例会欠席です。

結婚記念日のお花ありがとうございま

す。孫が小学校に入学しました。堀会員・木田会員お
世話になりました。

本日のニコニコ箱
51,000円
累計のニコニコ箱 1,313,500円
累計のニコニコＢ

25,500円

社会奉仕委員会

橋本(芳)委員長

・4月４日(水)ウォーキングでクリーンデーを開催しまし
た。
ゴルフ日和の良い天気でしたが9名の参加があり
ました。 荻田、紙谷、榎原、水谷、仁科、堀、阿部、
橋本(徹)、橋本(芳)各会員お忙しい中、豊津西中から
豊津第二小、江坂大池小学校まで約１時間でした
が、来ていただいた会員、全て最後まで参加していた
だきました。
ありがとうございました。
・4月10日
（火）
は迷惑駐車追放合同パトロールです。
9時30分に江坂公園噴水前に集合です。参加よろし
くお願いします。

卓話

「大阪のホテル事情について」

本日は、観光庁やＪＮＴＯの資料と新大阪江坂東急Ｒ
ＥＩホテルの数値を使って、大阪のホテル事情につい
て話をさせていただきます。
2017年の訪日外客数は前年比19.3％増の28,691千
人となっています。連動して来阪外客数も前年比18.1
％増の11,114千人と過去最多です。
政府の訪日旅行プロモーションやクルーズ船、航空路
線の拡充など様々な要因が増加を後押ししたと考えら
れます。
関西国際空港のデータによると、2016年に6百万人を
超えて2010年の数字の約3.5倍の入りこみとなってい
ます。国別ですと
「韓国」 1,632,761人、 「中国」の
1,564,707人、続いて
「台湾」
「香港」
「タイ」
と続きます。
大阪の地域別で見てみますと大阪地域が83％とダント
ツ、我が吹田市がある北大阪地域はたったの2％でした。
それでも当ホテルの外国人比率は44％となっています

水谷会員
ので、大阪にどれだけ多くの外国人観光客が来られて
いるかがわかります。
次に国別での比較で「大阪全体」
と当社と比べてみます
と大阪地区での中国、韓国、台湾、香港の東アジアが
76.5％それに対して当社は86％とマーケットに比べ東
アジアの依存率が高く、単価のよいとされる
「東南アジ
ア」や「欧州」などの取り込みが今後の戦略となっており
ます。
さて、国際的イベントが続き、ホテル業界はこれからも
良いイメージがあります。
2019年にはラクビーワールドカップが9/20から11/2
の44日間開催されます。
ラグビーファンには裕福な方
が多いと聞いておりますし、
ラグビーワールドカップは
試合と試合の間が1週間あり、来客者が全国に散らばっ
て観光を楽しむとも言われていますので、ホテル業界
では大いに期待しているイベントです。

42％増が続いた。東京は31％増だった。訪日外国人客
の急増に対応し、開発競争が激しくなっている様子が
改めて浮き彫りになった。
このうち京都は1万3千室、大
阪は2万1千室、東京は2万9千室が新たに開業。20年
時点の需要と供給のバランスをみると、東京では3500
室不足するものの、京都と大阪では供給面が1万室以
上、需要を上回る予想です。江坂地区では、サニースト
ンホテル、
クライトンなど約1,354室、新大阪地区で約
6月28日、29日のＧ20では、各国から要人が来阪され
ますので、
シティホテルは一棟貸しで数日間押さえられ
ます。我々クラスのホテルはおこぼれを頂戴することに
なると思います。
この時期は宿泊料金がすごく高くなり
ますので、出張などは控えた方がよいと思いますよ。
2020年はもちろん「東京オリンピック・パラリンピック」
でしょう、
しかしオリンピック開催時は日本人が動かなく
なりますし、
メインは東京ですから・・・
期待が大きいのは「ユニバーサルスタジオジャパン」の
新しいアトラクション「ＳＵＰＥＲ

ＮＩＮＴＥＮＤＯ

ＷＯＲＬＤ」 オリンピック前にオープンする予定で、
マリオなどのキャラクターは海外でも人気なので、東京
の観戦のあとにＵＳＪへ多くの観光客が流れてくると
考えております。
2021年はワールドマスターズゲームズＫＡＮＳＡＩ
5/15から16日間の開催。
オリンピックが見る競技ならワールドマスターズゲーム
ズは、やる競技。
32競技55種目のプログラムで予選はなく、競技資格や
選抜基準もない。
おおむね30歳以上であればだれでも
参加可能で、複数競技・種目へのエントリーも認められ
ている。参加者は男女・年代別（通常5歳ごと）にメダル
をめざして戦う。元プロ選手や元オリンピック選手も出
場することができ、キャリアを問わずさまざまな選手と
競い合える点が醍醐味であるイベントです。
2022年、2023年、2024年は我慢の年、
そして2025年
には大阪万博開催と行きたいものです。
ここで2つ目のポイント、ホテルの開業ラッシュです。東
京23区や大阪、京都など主要8都市のホテル客室数が
2020年末時点で32万9700室となり、16年末から32
％増える。増加率は京都が57％増とトップで、大阪の

4,467室ありますが、2019年度までに約7,000室以上
の客室供給が可能になると言われています。江坂にも
来年アパホテルがオープンすると聞いております。
また、宿泊施設も多様化してきております。
民泊もそうです。
大阪観光局様のデータで関西空港出口調査をしたもの
がありましたが、宿泊の約20％が民泊を利用している
との事、その多くは未登録の闇民泊だそうです。
もうひと
つ日経ＭＪの記事ですが、地域に点在する複数の空き
家を束ねてホテルとみなし、利用してもらう事業です。
例で言うなら、江坂に点在するマンションの空き室をホ
テルの客室とみなして、
どこかの事務所でチェックイン
させて鍵を渡し
「あなたは○○マンション601号室へ行
ってください」
「あなたは△△マンション403号室へ」
と
言う具合です。
次に大阪の人口の推移と吹田市の推移比較を見てみ
ます。
グラフの通り大阪の人口が減っているにも関わら
ず、吹田市の人口は増えています。婚姻届けの数も増え
ている事などからも婚礼に関わる事業も期待を持って
います。
最後に当社の営業推移にて大阪のホテルについて結
びたいと思います。
1983年に開業してから最高の収入だったのは、1990
年花と緑の博覧会があった年でした。
その1990年をピークに阪神大震災、サーズ、
リーマン
ショック等々で東急ホテルズでは「暗黒の時代」
と言っ
ております。2015年から訪日外客数が増加して増収を
続けています。
結びです。元気になってきたホテル業界ですが、
まだま
だ暗黒時代の借金を返すにはいたっておりません。
こ
れからも皆様のご協力が必要でございます。なにとぞこ
れからもよろしくお願い申し上げまして私の卓話を終了
いたします。
ご静聴ありがとうございました。

