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第８2 回 例会 
 

【日時】2016年 9月 8 日（木）12：30～13：30 【例会場】ロイヤルパークホテル ザ 汐留 

【例会出席】会員数１９名 名誉会員２名 【出席者】１2 名 ビジター1名 ゲスト 2 名 

【出席率】47.4％  【ニコニコ BOX】\ 9,000― ≪今年度累計≫ \ 147,500― 

 

 

≪プログラム≫ 

                 司  会：江畑要会員 

◇ 開会点鐘                      湯川愛里会長 

◇ 斉唱：「それでこそロータリー」                         梅澤武男ソングリーダー 

◇ 会長挨拶                                   湯川愛里会長 
  今日はロータリークラブの組織構成をお話することで、我々が所属するクラブの立ち位置を知って頂きたい 

  と思います。現在、国際ロータリーの会員は世界で 120 万人以上、ゾーン数 34、地区数 500 以上、 

  クラブ数は世界中で 34,000 以上となっています。日本のロータリーは 6 月末現在で会員数 87,377 人、 

  ゾーン数 3、地区数 34、クラブ数 2,265。このうち我々が所属する第二ゾーンは地区数 9、クラブ数 574 

会員数 27,494 人。うち第 2750 地区は、会員数 4,806 人、地区クラブ数 100、その中の千代田 

グループは会員数 500 人、クラブ数 9(サンライズ、南、芝、新橋、赤坂、麻布みなと、レインボー、 

グローバル）となっています。我々はまだまだ小さいクラブですが“小粒でピリリと辛い”そんなクラブで 

いきたいと思います。 

   ◇ 幹事報告                                    山本教夫幹事 

        山本直道会員を中心とした迅速な手続きのお陰で地区補助金の金額が確定しました。有難うございます。 

◇ PBG 委員会より                            山本直道 PBG委員長 

    地域の婦人科検診の補助金が確定しました。254,928 円です。入金させて頂きます。 

◇ ビジター・ゲストのご挨拶                        

  アンドリューウォン様(東京南 RC)：皆様、今回もよろしくお願いします。今日はまずシン リタクさん 

       をご紹介させて頂きます。彼女とは 4～5年前、奨学金の関係で知り合いました。東京 

             芸術大学の修士を経て、現在は演奏活動や講演をされたりしています。筝をやっていらっ 

             しゃいます。お二人目の山本先生はドイツ医療の先生で、翻訳などもされています。 

             現在は司法書士ですが、前職は北海道警の SWAT にいらっしゃいました。  

  シン リタク様：私は 2010 年に日本に来ました。東京芸術大学で学び、(古)筝をやっています。演奏会 

         などもしています。どうぞ皆さまよろしくお願いします。 

  山本隆一様：私は以前、北海道警の SWAT におりまして、年間 2 万発くらい(銃を)打っておりました。  

        その後ドイツに飛んで“大規模な核戦争が起きた時に薬が無くても治療が出来る”という 

研究に出会い、その当時はあまり良く分からなかったのですが、今の日本に必要なものでは 

ないかと思っております。法律のコンサルタントをしておりますが、医療の方が好きで色々 

携わっております。本日はよろしくお願い致します。 

◇ 出席報告                                                                      鹿島孝夫委員長 

 

 

 



 

 

東京サンライズ汐留ロータリークラブ 

W E E K L Y  R E P O R T 

◇ ニコニコボックス発表（敬称略）                           山本教夫幹事 
湯川愛里：大雨続きで昨夜の箱根からのドライブ、とても怖かったです。皆さんも気をつけて下さいね。  

     今日は少人数ですが楽しい例会にしましょう！ 

梅澤武男：山口様、本日の卓話、よろしくお願いします。アンドリュー様、いつもありがとうございます。 

     シン リタク様、山本隆一様、ようこそいらっしゃいました。  

熊谷行裕：最近、当社に 20 代の新人が入り、親しい会社にもやはり 20 代の若手が入社して、若者たちと 

     話をする機会がありました。皆、スマホや通信系に詳しくてついていけなかったです。少し勉強 

     したいと思います。  

江畑 要：9/10 (土)に当ホテル 25 階に「たん熊北店」が OPEN します。京料理をお召し上がりになりたい 

時は是非！  

松永晃享：10 月の旅行、楽しみにしています。  

山本教夫：御来客の皆様、今日はお越し頂きありがとうございます。楽しまれていって下さい。  

◇ 卓話 『訪日外国人増加に伴うホテル業界の現状と動向』                   

プリファードホテルズ＆リゾーツ 日本支社長 山口 芳 様 
    この度はお呼び頂き有難うございます。ホットな話題なので、皆様に是非お伝えしたいと思います。 

   私は三重県出身で教師をしておりました。ハイアットリージェンシーが日本に進出する時に履歴書を送り 

   ました所、経験者はいらないという事で、私の教師の経歴が運良く人事に選んで貰える事となりました。 

   ハイアットリージェンシー大阪採用となり、そこからホテル業に携わっております。 

   私どもの会社は聞きなれないかと思いますが、世界 85 ヵ国・650 以上の加盟ホテルにヒト・モノ・ 

ソリューションの支援をさせて頂いております。インバウンドの動向が堅調な昨今、訪日外国人数 2 千万 

人という数字が現実のものとなりました。東日本大震災等の影響がありましたが、思ったよりも数字の 

回復も早く、その後熊本の震災等もありましたが、2016 年 7 月の訪日外国人数は 229 万 7 千人と過去 

最高となるものでした。最近はリピーターの観光客も多く、東京大阪といった都市部だけでなく、地方へ 

足を運ぶ方が多く増えて来ました。政策としても 2020 年に 4 千万人を目標として力を入れていまが、 

宿泊施設の数はやはり圧倒的に足りません。民泊に対する法整備等を含めまだまだ問題があると思います。 

東日本大震災前後のホテルの稼働率のデータがございますが、震災後落ち込んだことは明らかですが、 

こちらも稼働率の回復は早く、現在は 80％超える稼働率が出ております。今後国内に外資系ホテルが 

OPNE する予定も続々と発表されており、各ホテルチェーンも都市部だけではなく、地方への開業も見込 

んでいると聞いております。今後、ますますこの業界が活性化していくことと思っております。 

◇ 講評                                     湯川愛里会長                                 

  山口様、有難うございました。日本に来られる外国の方たちの為にホテルチェーンだけでなく、色々な所と 

   手を組んでいかなければ 2030 年までに 6 千万人の目標は達成出来ないと思います。 

面白いデータと情報を有難うございました。 

◇ 閉会の点鐘                                  湯川愛里会長 

≪今後の主な行事予定≫ 

◇ １０月 20、21 日 2 周年記念親睦旅行 

≪今後の例会スケジュール≫ 

◇ ９月 15 日  １２：３０～１３：３０ 

◇ ９月 22 日  休会 

◇  ９月 29 日９ １２：３０～１３：３０ 
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