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2021-2022 年度 第 1927 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：関口 隆 幹事：佐々木 隆 広報委員会リーダー：仲田俊夫 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内 

TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

    司 会               若林 博純 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「それでこそロータリー」   

 

    ビジター紹介            長谷川 博夫 親睦・家族委員長 

    

§ レ・ホン・ハ君(米山奨学生）  

 

    会長挨拶               関口 隆 会長 

    

    皆さんこんにちは。 

    本日は、村上芳弘会員の結婚記念日です。おめでとうございます。 

    今日は、新入会員卓話として、高橋健一会員に旅行会社のお話をお願いしております。皆様のご清聴を

お願い致します。その後、理事会報告となりますのでよろしくお願い致します。 

       

    幹事報告               佐々木 隆 幹事 

    

§ ロータリー手帳、ご希望の方はご記入願います。(回覧) 

§ 創立 40周年記念式典 4月 13日(水)ご参加をよろしくお願い致します。 

§ 市内 10クラブ対抗ゴルフ大会 5月 5日(木)のお手伝いとしてのご参加をお願い致します。 

  ホストクラブですので、皆様のご協力をお願い致します。 

§ 最近不審なメールが知人の名前で送られています。差出人の知人の名前の後ろに不審なアドレス等が 

あります。充分にご注意ください。 

 

    米山記念奨学会委員会報告       

    

§ 米山奨学生レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。 

 

 

3 月 第 3 例会          

2022 年 3 月 16 日(水)      会員数 55名 出席 29 名 

名 
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    スマイルボックス委員会報告      川又 俊二 委員 

 

§平澤照隆副会長 本日の新入会員卓話、高橋健一会員よろしくお願い致します。 

§佐々木隆幹事  高橋会員、卓話楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

§高橋健一会員  本日の卓話をさせていただきます。笑顔(スマイル)で頑張ります。よろしくお願い致

します。 

§坂本昭一会員  新入会員卓話、高橋健一様にスマイルします。 

§中野智之会員  高橋さん入会おめでとうございます。よろしくお願い致します。 

§嶋田辰雄会員  本日の卓話楽しみにしています。 

§猪瀬龍之介会員 高橋さん、本日の卓話楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

§仲田俊夫会員  次年度のガバナー補佐の勉強会をやっています。次年度よろしくお願い致します。 

§嘉屋次郎会員  4月 1日付けで福井支店に移動になります。磯田、桑田に続けて、皆様には大変よく

していただきまして、心から御礼申し上げます。後任の竹田もぜひよろしくお願い致

します。 

§村上芳弘会員  今日は私の 51 年目の結婚記念日です。よくもここまで長持ちしたなあと思います。

これも皆様のご協力とご指導のお陰です。感謝申し上げます。 

§荻原英美会員  3月 15 日確定申告、470件の電子申告、無事終了しました。ご協力ありがとうござい

ました。今回は仮想通貨の申告が増えました。株式は少なかったです。 

§田中正夫会員  職業奉仕の理念を常に意識して頑張りました。 

§長谷川博夫会員 先日、奥さんの誕生日、ロータリーより、蘭の花を届けていただきました。ありがと

うございます。 

§塩田 潔会員  春ですね！ 

§磯貝 太会員  娘が宇都宮南高校に行くことになりました。インターアクトに入るか入らないか家族

会議中です。 

§山本敬三会員  春よ！早く来い！ 

§横尾憲一会員  娘の修学旅行がオミクロンで中止になってしまいました。あとわずかでマンボウが終

わりになります。楽しい春になってほしいです。 

§小松和美会員  今日も元気に！！スマイルします。 

 

      多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   18 名 金額  19,000 円  

 

   新入会員卓話 

 

    高橋 健一 会員  

株式会社 日本旅行 宇都宮支店 支店長 

 

①経歴 

 1971年 1月 20日福島県郡山市生まれ 51歳 

 高校時代まで郡山で過ごす。高校時代の部活は陸上部(長距離)。 

卒業後、都内の大学に進学。都市開発に興味があり、地理学専攻で学ぶ。 
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 1993年 4月 1日 株式会社日本旅行入社。足利支店配属。 

 2000年 2月 1日 栃木支店異動。2017年より、栃木ロータリークラブ入会。 

 2022年 1月 1日 宇都宮支店異動。宇都宮南ロータリークラブ入会。 

入社後～2016年まで、法人・教育関係の営業。 

2017～2021年 栃木支店支店長、2022年より宇都宮支店長。栃木での社会人生活 29 年。 

住居：さいたま市、家庭構成：妻・娘 2人(高 2・小 4) 

趣味(マラソン・スポーツ観戦 特に駅伝・ラグビー) 

②旅行会社に入った動機 

・そもそも旅行が大好き。国内・海外問わず、色々なところに行ってみたかったから。 

・就職活動は、旅行会社と都市開発をしている会社から内定をもらう。給与は別の方が良かったが…。

やりたい仕事をやろうと思い、入社。後悔はなし。 

③旅行会社の仕事とは？ 

・大きく分類すると⇒営業・業務・店頭・仕入れ・企画・総務・経理 等 

 ・旅行会社の営業の仕事とは？ 

 ・学校を例に：セールス⇒企画提案・プレゼン⇒打合せ⇒添乗⇒精算⇒次回獲得へ。 

         複数の学校・企業に対し、上記の流れを同時進行で進めていく。 

         次回も受注できるために、また高橋さんと一緒に行きたい、と思ってもらえるよう

になることが大事。何といっても信頼関係が一番。 

 ・やりがい：感謝の言葉をダイレクトにいただけること。大人から子供まであらゆる層がターゲット

であること。自分で企画した旅行で喜んでもらえること。様々な所に行けて、美味しいものを食べ

られること等々。 

 ・好きな温泉⇒特に硫黄泉が好き。栃木県内にもたくさんあり。 

 ・好きな海外：ハワイ やはり何度行っても楽しい。 

        ドイツ 2019年ロータリー世界大会に参加(添乗も兼ねて)。 

        川嶋ガバナーの前年度で、ハンブルグで「栃木ナイト」を主催。 

        食事もビールも最高！ 

④コロナ禍で旅行会社は何をしているのか？ 

 ・今までも震災・台風等の自然災害・テロ・ウィルス(SARS)・リーマンショック等影響をうけやすい

⇒人が動かないと商売にならない。 

 ・我々の経験値を(形ないものを取り扱っている、あらゆるものを使って、物事を動かす)活かした業

務の拡大。 

⇒ワクチン接種事業・BPO 等、非旅行業の拡大。 

   ＊BPO：Bushiness Process Outsourcing 運営事務局業務(支援給付金事業等) 

 ⇒旅行会社ならではの、ホスピタリティを活かす。 

⑤海外旅行はいつ再開？ 

 ・各国によって様々な制限あり。 

  ex)アメリカ：18歳以上ワクチン接種証明、出発 1日以内の陰性証明。 

  日本入国：入国時含まず 1～7日待機。条件によっては 3日目以降陰性であれば自由に。 

  日本の水際対策 3/14～ 5000名⇒7000名 

 ・海外旅行再開へのステップ 
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①外務省の危険情報レベル 1「十分に注意して下さい」以下になること。 

②旅行先の国・地域が日本からの受入れ再開。 

③日本帰国時の入国制限緩和。 

④航空機及びその他の利用交通機関が運行されている事。 

⑤宿泊ホテルやそのたのサービスが安全かつ円滑に実施出来る事。 

⑥日本旅行の最近の取組：別紙資料参照。 

 

・SDGS関連⇒業界に先駆け SDGs宣言 

①SB Student Ambassador 

②SDGsイベント 3/25(金)SDGsイベント「GO！SDGs」 

 →イベント紹介動画 https://youtu.be/ShS1Of9g_84 

 →メタバース(仮想空間)でアバターとしてプログラムを体験。登録するだけで無料参加出来ます！  

今後とも、宜しくお願い致します。 

※資料配布により解説 

 

    理事会報告             関口 隆 会長 

 

§ 資料配布により理事会報告がございました。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1929 回 

3 月 30 日(水) 
12：30～13：00 

招待卓話 

FM 真岡パーソナリティー 

佐野久恵 氏 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    嶋田 辰雄 委員長 

 

 会員数   55名  前々回 3月 2日 

出席数   29名   訂正率  

欠席数    26名      72.23％ 

出席率  61.70％    

 

例会予定  

 

第 1928 回  3 月 23 日(水) 

招待卓話 

光琳寺 住職 井上広法 氏 


