び道外客の誘致︑域内の

地域間格差拡大の是正及
アップツアーを新年早々

市と角川映画社とのタイ

山動物園﹂を擁する旭川

笏洞爺

周年︶が周年対

なるご協力︑ご支援の程

今年も連合会事業に更

で︑数多くの会員の皆様

東北が舞台となりますの

マ﹁天地人﹂は９月から

おります︒また大河ドラ

をご用意してお待ちして

﹁域内誘客﹂
の核として︑

そして最後に９月に開

お願い申し上げます︒

てまいります︒

情報連絡員を先頭に︑会

光素材﹂を切り口とした

基盤の弱い東北は大波に

員の皆様と﹁本年はドン

世界的経済危機﹂と津波

激しく漂う木の葉のよう

りと見据えたうえで︑連
る所存でございますの
で︑入り込み減少に歯止

最後に︑昨年実施の﹁サ

で︑連盟本部をはじめと

の来訪をお待ちしており

ず観光に携わる運輸関係

企画提案に関しては︑各

サリー﹂を切り口とした

﹁メモリアル・アニバー

全社的に推進される

続き商品造成することが

績を割り込みましたが︑

高等の影響を大きく受け

よる世界経済の減速︑円

この地域は︑金融不安に

お願い申し上げます︒
冒頭に︑昨年の６︑７
月に発生した﹁岩手・宮

億７千万円︵前年

東北連合会宿泊券目標
は︑
比

％増︶と設定されま
本年は﹁先行きの見え

した︒

ない経済状況﹂﹁衆議院︑
地方選挙﹂と逆風が吹い
定額給
﹁篤姫﹂を

高速道路料金の大

ておりますが︑
付金

幅引き下げ

％減︶と推移いたし

比

映中のＮＨＫ大河ドラマ

しのぐと言われ︑好評放

前年より続いた原油︑

ました︒

て感謝の言葉と御礼申し

改めてこの場をお借りし

いや激励の言葉を賜り︑

会社の皆さまよりお見舞

したが︑﹁２度の地震の

イベント予定されていま

月︶と起死回生の明るい

仙台・宮城ＤＣ︵

遺産登録予定︵７月︶

たが︑

さて昨年の東北連合会

世界遺産登録延期﹂﹁１

発生﹂﹁予想外の平泉の

〜

の宿泊券取り扱い実績は

００年に一度といわれる

ったイベントを長期間持

ャンペーン︵ＤＣ︶とい

Ｒデスティネーションキ

っている大河ドラマやＪ

また︑山梨支部が行な

恒常的に取り込めるよう

小規模化する団体旅行を

と考えております︒特に

進めていくようにしたい

連絡員会議の場で議論を

つなげていけるかを情報

んと売り切り︑次年度に

できない環境にあります

での取り組みがなかなか

月開通予定︶

を

支部間対抗メ

境でありました︒これか
らは従来の価値観や既成
概念にとらわれない新た
な発想で事業をスピーデ
ィーに展開していくこと
が重要だと思っておりま
そのような状況の中︑

す︒
昨年の首都圏連合会の年
間宿泊販売実績は対前年
比４％減でありました︒
今年は大型イベントに
よる特需がなく︑また衆
議院議員選挙の影響もあ
り︑旅行需要全体の停滞

本部長や専任幹事も皆さ

加者全体の意見交換会も

において︑連合会での参

に行なわれる支部間交流

議を開催することや９月

ので︑合同情報連絡員会

のご支援よろしくお願い

慣れなため︑会員皆さま

本でございます︒何分不

ぎます︑神奈川支部の榎

合会会長の大役を引き継

葉会長代行より首都圏連

近旅連本部総会後に稲

従いまして今年の首都

重要と考えております︒

行需要の喚起﹂がとても

機付けを前面に出した旅

ているように﹁旅行の動

中︑吉川社長が発言され

このような経済環境の

が予測されます︒しかし

ま方と一緒に実施し︑良

ってまいりますのでご指

に︑連合会全体でがんば

い１年 に な り ま す よ う

方々のこの１年がよりよ

員の皆さま方と会社の

最後になりますが︑会

問題に端を発した世界的

のサブプライム・ローン

が鈍り︑さらには米国で

観戦者が増え旅行客の足

北京オリンピックテレビ

始まり︑夏季繁忙期には

による消費の落ち込みに

高騰による諸物価の高騰

さて︑昨年は原油価格

携して事業を推進してま

協力を柱に︑ＫＮＴと連

する仕入機能構築﹂への

ウンドの﹁ＦＩＴに対応

ーケティング﹂とインバ

口とした﹁メモリアルマ

日・周年等の節目を切り

てＫＮＴが推進する記念

ける﹂をキーワードとし

圏連合は︑﹁何かを仕掛
申し上げます︒

導ご鞭撻のほど︑引き続

べんたつ

きよろしくお願い申し上

ます︒また︑海外誘客は

地域情報を発信していき

つながる各県の魅力ある

図ります︒同時に販売に

を行い域内販売の強化を

員を対象とした誘致会議

指すビジョンを支持し︑

連合会としても会社の目

指す﹂
と宣言されました︒

造する企業グループを目

に﹃豊かな時空間﹄を創

﹁旅を基盤として世界中

ループビジョンとして︑

を迎える２０１５年のグ

後とも中部連合会の事業

に取り組む所存です︒今

には土曜日を含めれば５

非常によく︑５月と９月

また︑今年の日並びは

いります︒

﹁新たな宿泊需要のマー

げます︒

ケット﹂と位置付け︑現

連携することにより近旅
会社におかれまして

活動にご理解︑ご協力を

連会員の﹁宿泊券増売﹂
は︑昨年実施された事業

願い申し上げます︒

別再編をベースに本年１
周年

賜りますようよろしくお
タートさせ︑創立

月から中期経営計画をス

努めてまいります︒

地におもむき訪日誘客に

急激な景気悪化の波を受

な金融不安とそれに伴う

てまいりたい所存です︒

い事例の情報交換を進め

める﹁記念日﹂﹁着型観

会社が積極的に推し進

イト商品販売コンテスト

さらに

いきます︒

﹁域外誘客﹂の核として

山形庄内新潟ＤＣ

１０年

森新幹線全線開通︵２０

プレ青

ポスト﹁仙

﹁天地人﹂

ガソリン等燃料費高騰の

城内陸地震﹂﹁岩手沿岸

台・宮城ＤＣ﹂

上げます︒本当にありが

平泉の世界文化

北部地震﹂
に際し︑ 会員︑ マイナス要因はありまし

とうございました︒

億７３００万円︵前年

続させる取り組み︵単独

な施策を支部ごとに検討

帳と次年度ＪＲＤＣとい

支部によるキャンペー

してもらい︑それを連合

ったトピックスもあり︑

ン︶を他の支部でも実践

会が支援するといった取

商品販売コンテストの新

し︑宿泊券増売に繋げ︑

り組みも検討しながら︑

機軸にもなると考えてお

個人旅行だけでなく︑団

いかに売れる時期にきち

体旅行とともに底上げを

宿泊券増売を進めていき

ります︒

行なう必要があると感じ

新潟は大河ドラマやＪＲ

した上で商品造成に取り

ともあれ︑連合会全体

ます︒

ＤＣ︑長野は善光寺ご開

組みます︒この厳しい環

連合会内では︑本年︑

ています︒

イト商品販売コンテスト

境をチャンスととらえ︑

また﹁域内への誘客活

への参画﹂﹁域内への誘

動﹂﹁域内からの情報発

客活動﹂﹁域内からの情

メイト商品販売コンテ

信﹂では︑ＫＮＴ中部観

お客さま目線に立った商

ストへの参画では︑本年

光産業推進協議会︵ＫＮ

品により地域需要の創出

より近旅連と会社の共同

Ｔパートナーズクラブ︶

報発信﹂に取り組み︑域

事業で実施されますこの

との共催で取り組みま

内販売の強化を図って参

コンテストに各支部が参

す︒国内誘客としては︑

を図ります︒

画致します︒情報連絡員

ります︒

による地域の﹁新たな魅

を

旅キャンペーン﹂への観
して皆さまのご支援どう

催いたします﹁第６回支

企画商品の開発

光関係の皆さまの多大な

底から這い上がる出発の

ます︒

が立て続けに押し寄せ︑

織とのプロモーションに
ご協力に︑改めて御礼申
めのかからない最悪の年

部間交流事業ｉｎ仙台﹂

合会事業に取組んでまい

もアプローチしておりま
ぞよろしくお願い申し上

は︑東北ならではの余興

ミット﹂及び﹁もうひと

す︒道東エリアにおいて
し上げますと共に︑本年

年﹂として積極的に宿泊

象となっており︑観光組

は︑車１台についてキャ

券増売︑誘客活動を進め

機関・観光施設機関との

支部にてスピードをもっ

できると考えておりま

北陸３支部が総力を挙げ

た格好となりました︒

これを受けて本年度の

でした︒

漂う現況の潮流をしっか

げます︒

連携を深めるため﹁北海

て計画︑実施を始めてお

りました︒一昨年までは

す︒ＥＴＣ販売促進のた

て取り組んだ﹁北陸キャ

さて︑今年の中部連合

７月に名古屋市にてＫＮ

ます︒

う心よりお願い申し上げ

援︑ご鞭撻を賜りますよ

ＮＴの 方 々 か ら の ご 支

の皆さま方のご協力とＫ

どうか今年１年︑会員

進めて参ります︒

独自性を大切にしながら

強化し︑各支部・地区の

ざまな協議会との連携を

む広域観光に向け︑さま

そして多くの会員が望

て参ります︒

向けた支援を強力に行っ

を推進しイベント成功に

な面としてとらえ︑誘客

と静岡・伊豆箱根を広域

東京︑千葉や浜松舘山寺

両イベントを軸に横浜と

首都圏連合会は︑この

す︒

オブジェを造る世界博で

モザイク状・幾何学的な

ントで︑花と緑で壮大な

１度開催される国際イベ

界博２００９は︑３年に

浜松モザイカルチャー世

の誘客が期待されます︒

効果により全国各地から

発信され︑その宣伝告知

ペーンとして全国に情報

今年のＪＲのＤＣキャン

横浜開港１５０年祭は

な期待を寄せています︒

世界博２００９﹂に大き

﹁浜松モザイカルチャー

舘山寺で開催されます

開港１５０年祭﹂と浜松

内で開催されます﹁横浜

対し首都圏連合会エリア

大型連休と夏期繁忙期に

もあります︒その２つの

ールデンウイークが２回

連休があり︑春と秋にゴ

におきましては︑危機感

道ひまわり会﹂を立ち上

り︑歴史の浅い北海道に

２支部での協同企画の商

めにさまざまな特典がで

ンペーン﹃４〜９月﹄
﹂
で

会の活動ですが︑組織の

Ｔ・ＫＮＴツーリスト社

け︑非常に厳しい市場環

シュバックキャンペーン
を展開予定です︒

げ︑各支部で開催してい

とって﹁函館開港１５０

品造成を進めてまいりま

きるというニュースが

界的金融危機による厳し

万

力ある観光素材﹂を発掘

!
!

「何かを仕掛ける」がカギ

北海道連合会

活性化に向けた組織体制
に独自企画として展開

東北連合会

る﹁情報連絡委員会﹂を

周年﹂には︑最大のキャ
本年度より前高橋会長

足いただきました︒

し︑多数のお客さまに満

の強化であります︒
具体的な取り組みとし

拡大︑深化︑活発化する

ンペーン展開をはかって
の後任として会長に就任

ましては︑旅連のみなら

ことに重点をおきます︒

いきます︒さらに︑さい

ドン底からの出発の年

集客の低落傾向が深刻化

わい北海道では︑全国の
することになりました渡

したが︑昨年は支部単独

方々で聞かれますが︑マ

ポン等でタイムリーに商

い経済状況の中︑昨年の

％

し︑コンセプトを明確に

首都圏連合会

域内活性化へ組織強化

北海道連合会としての
昨年度の宿泊券実績は︑
１１６億５千万円となり
前年並みにて推移しまし
た︒実績には﹁北海道洞
爺湖サミット﹂関連の警
備関係者分を含んでお

している道東・道南地区

ヶ所のうち６
邉です︒会員の皆様の絶

で出来ることに対して︑

イカー利用の商品群を各

品化することこそ︑会社

中部連合会全体での宿泊

は︑取り扱い人員が

目的である近旅連会員の

&

り︑一般観光者のみにて
ほ
は元より︑各地域で︑ア
国立公園
大なるご支援をいただい
所存です︒また会社の皆
さまのご支援もよろしく

連合会が充分な支援を行

その中でも高速道路の

が進める支部間対抗域内

券販売額も︑前年比３％

２千人︵前年同期比

宿泊券増売に向け︑﹁メ

'

"

換算すると前年を５

ピールできる魅力の再発
カ所が指定されており︑
︵利尻礼文サロベツ
周年・支

うことを主眼として︑事

支部が事前に用意し︑そ

ＥＴＣを利用した商品の

減と大変厳しい結果とな

増︶と︑その実施期間の

１
７

"
$

%
１
２

ど割込む結果です︒昨年

見と告知手法を地道に確
釧 路 湿 原 以 外 の５カ 所
年・阿寒

て一生懸命頑張っていく

自治体組織との連携も
課題の１つであり︑入場

周

立してまいる所存です︒

園者数が減少しているも
周年・大雪山

周年・知床

のの︑根強い人気の﹁旭

関東甲信越連合会

昨年新たに関東甲信越

業活動を進めてまいりま

小規模団体︑
取り込みへ

連合会が発足し︑これま

した︒

取り組みは︑本年も引き

れをメイト商品やＥクー

で以上に広域となった組
いくかが当連合会の最大

なりました︒これもひと
えに会社の販売努力と会
員の皆さまのご協力のお
かげと感謝しておりま
す︒一方︑東海地域は︑
前年比４％減でした︒輸

りました︒地域別では北

前年比では２ケタ伸長と

出型産業が多く存在する

陸地域が同１％減となり

１
２

発足した北海道観光振興
ダ

機構の来道者数調査で
も︑昨年１年間で５
ウンしており︑前年を上
回った月は１︑５月だけ

６
０

ました︒年間では前年実

渡邉和裕会長

１
９
７
９

#

"

１
０

#

#

２
９

の宿泊券増売の命題とな

織をどのように運営して

榎本孝弘会長

近
旅
連
総
会
特
集
６
６

で︑特に夏のトップシー

％

７
５

ズンの落ち込みが大きく
影響しました︒中でも︑
官民挙げて諸準備を進め
てきた﹁洞爺湖サミット﹂
は世界にアピールできる
絶好の機会として波及効
果を期待しましたが︑逆
風をはねつけるには至り
ませんでした︒
本年も厳しいスタート
を余儀なくされています
が︑北海道連合会として
の宿泊券増倍目標は︑１
２１億円と全社目標の約
分の１のシェアを担っ
％︑団体その他

ており︑内訳はメイト関
係
となっております︒
今年掲げるテーマは︑
航空会社施策である新千
歳空港への集約︵地方空
港の減・廃便︶による道

中部連合会

央圏︑その他エリアとの

!島哲男会長

域内情報の発信に注力

米国のサブプライムロ
ーン問題に端を発した世

昨年度の首都国連合会総会
（０
８年４月９日、
東京・千代田の九段会館で開催）

３
０

７
５

鐵顯彦会長
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堀泰則会長
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1 支部 今年度の事業計画

周年や

関西連合会
んでいきます︒

ットとインターネットの
それぞれの良さを生かし

情報連絡委員が足でつか

がら行います︒各支部の

開してまいります︒
会員皆さまのご理解︑

ご協力を賜りますよう何
卒よろしくお願いいたし

中国四国連合会

スト﹂が開催されます︒

部で﹁支部間商品コンテ

つかりました大木でござ

会会長という大役を仰せ

後を受け︑中国四国連合

今年度より井山会長の

結果を残しております︒
事業部と連携しながら関

本部及び関西仕入メイト
お願い申し上げます︒

います︒どうぞよろしく

方々が中心となり全会員

各支部の情連メンバーの

年割れで終わったのも︑

的に苦戦する中若干の前

結果となりました︒全国

７％と前年を３％程割る

は︑残念ながら前年比９

のＫＮＴ宿泊券販売実績

結果︑当連合会管内へ

応援︑ＫＮＴファンの会

まだ地元ＫＮＴ支店への

とは︑九州においてまだ

標を達成できるというこ

ました︒５年連続して目

紹介目標額を達成いたし

して５年連続して連合会

ご支援︑ご協力によりま

会員の皆さまの多大なる

ついてですが︑昨年も各

﹁お客さま紹介運動﹂に

業として取り組んでいる

州連合会がバックアップ

事業部が主管となり︑九

研修﹂であります︒

が﹁メイト九州社員現地

最も力を入れる継続事業

ておりますが︑その中で

は︑７つの事業を計画し

事業活動におきまして

さて︑本年度の連合会

げていきます︒

客様紹介運動﹂を盛り上

活動を進めていきたいと

の発信を怠ることなく︑

沖縄支部としても情報

げ︑ぜひ成功するよう支

りキャンペーンを盛り上

元︑九州連合会１つにな

の力強いバックアップの

ＫＮＴ・ＫＮＴグループ

ます︒

にも大きな影響を与える

であり︑われわれの業界

は非常に変化の激しい年
るべく次の事業を展開し

は︑この局面を乗り越え

る中︑中国四国連合会で

で︑これからもしばらく

聞きしております︒そこ

厳しいものであったとお

前年比３％減という大変

泊券販売目標比

％減︑

動向を見てみましても宿

ス事業本部カンパニーと

参ります︒次にｅビジネ

ーな観光素材を発信して

の消化率向上とタイムリ

コンピューター提供客室

べ﹂のウェブ展開です︒

宿泊企画商品﹁みちしる

まず︑旅連と連携した

てまいります︒

厳しい経済情勢が続き︑

協同した期間限定の﹁メ

っかりと受け入れ協力体

きなチャンスと捉え︑し

の機会を宿泊券増売の大

の交流人口拡大を図るた

して︑３つ目は域内相互

出アップいたします︒そ

典と共に地域の魅力を露

﹁しまなみ海道

の根幹として︑九州７支

以上を本年の事業活動

活性化を図ってまいりま

支部の情報連絡委員会の

れにより鈍化している各

の積極的な支援です︒こ

ン・スマイル四国﹂を展

顔！にっぽんキャンペー

伝え︑４〜９月の間﹁笑

込んだ熱い要望を会社に

国各支部では行政も巻き

周年﹂
め︑旅連と国内旅行部と

部の協力体制のもとに︑

す︒
ご協力を心よりお願い申

本年も一層のご支援︑

大きなイベントが少ない

また︑今年は地域的に

舞台とするスペシャルド

りました︒今年は四国を

開していただくことにな
し上げます︒

中︑四国地域においては

て参ります︒

宿泊券販売拡大に努力し

ります︒

制を整え︑各支部の協力

活動では情報交換の場を

今や単一機関で誘客す

し上げます︒

協力をよろしくお願い申

会員の皆さまのご支援ご

いと考えていますので︑
る時代は終わりました︒
も地域や組織で行う旅連

そういった意味において

待されるところです︒

ラマ﹁坂の上の雲﹂︑連

４月１
７日（金） 沖縄県那覇市、ホテル日航那覇グランドキャッスル

を仰ぎながら︑ぜひとも

沖縄支部

多く作り︑キメ細かい活

４月１
５日（水） 宮崎県宮崎市、宮崎観光ホテル

動を大切にして︑会員の

九州連合会
続テレビ小説﹁ウェルか

４月１
３日（月） 島根県松江市、ホテル一畑
め﹂などが放映されると

中国四国連合会
といった節目の年にあた

４月１
０日（金） 大阪府天王寺区、シェラトン都ホテル大阪
ります︒そこで旅連の四

関西連合会
の共同事業﹁支部間対抗

４月３日（金） 愛知県名古屋市、名古屋観光ホテル
﹃域内商品﹄コンテスト﹂

中部連合会

皆さまが喜び︑会社に対

４月９日（木） 東京都千代田区、九段会館

して側面的支援ができる

首都圏連合会

共に︑しまなみ海道の通

４月６日（月） 茨城県大洗町、大洗ホテル

行料引下げなども加わ

関東甲信越連合会

組織を目指してまいりた

３月１
７日（火） 福島県郡山市、ホテル華の湯

り︑交流人口の拡大も期

東北連合会
成功させたいと念じてお

ーンを行い︑お客さま特

イト﹂宿泊増売キャンペ

先行きが不透明と見られ

四国連合会管内の宿泊券

結果となりました︒中国

会社側面支援する組織へ

みちしるべは情報連絡
以上の方針で宿泊券目

これは会員の施設情報と

が積極的に販促活動をし

する研修事業で︑日頃メ

思っております︒皆さま

２月１
８日（水） シェラトン都ホテル東京

ながら相互補完する形で
継続して活用していきま
す︒
本年度は情報連絡委員
活動の新規事業として
﹁着地型商品造成﹂の開

員に現地を実際見学いた
んだ地元独自情報や︑地

発を商品造成箇所の仕入

だき︑関西地域全体の誘

社員研修の受け入れは

客のためのアピールにつ
域誘客の観点から行政よ

すので︑本年度も積極的

関西に泊まろうキャン

り得た情報を生かして商

メイト事業部と連携しな

ペーンは︑ｅビジネス事
なげる有効な事業です︒
品造成開発を目指しま

す︒

業部カンパニーと連携し
昨年度は４地域で２０３

〜

委員会活動が結集したも
標に向けて地元関西営業

地域情報の有効な情報発
西連合会の事業活動を展

てくださった賜物と会員

員が沢山いらっしゃる証

州にとっては大変貴重な

５人規模で実施する︑九

社員の方々を対象に１３

対面販売を担当している

この事業は仕入メイト

各位に敬意を表します︒

イト商品をお客さまとの

す︒

拠でしょう︒つきまして

を提案しなければなりま

以上のように

現地研修であると認識し

せん︒この円高による問

ております︒この社員研

のご尽力とご支援を賜り

縄観光にとって︑今まで

ましたことを心より御礼

に無かった要因が発生し

押しで︑初めて沖縄本島

申し上げます︒

題は︑外国人などのイン

次に︑米国サブプライ

南部にオープンする大型

２番目の事業は域内宿

バウンドにも大きく影響

ムローンを端に発した経

ホテルや那覇・中部エリ

泊増売キャンペーンの１

修の実現にあたりまして

済不況ですが︑行き先不

アにオープンするホテル

は︑ＫＮＴの多くの方々

透明で景気回復がいつ見

が数軒あるなど︑活性化

つである﹁支部間対抗域

ていますが︑県内には新

込めるのか全く読めませ

につながる話題もありま

しいホテルの進出も目白

ん︒現に１〜２月の沖縄

す︒

しかし︑タイやインド

の一層のご支援とご協力

内商品コンテスト﹂
です︒

入域観光客数も︑これら

などアジア諸国の政治不

状況となっています︒

安により︑卒業記念旅行

援してまいります︒九州

団体を中心に大変厳しい

の影響を受けてか︑一般

しています︒

年は沖

また連盟本部が継続事

目標達成を目指して﹁お

ともに︑本年も６年連続

是非お願い申し上げると

ーターにつながる接客を

客への迅速な対応とリピ

員の皆さまには︑紹介顧

は紹介を受けた支店の社

さて︑昨年の日本経済

信の事業です︒パンフレ

のとして

数年の歴史と

す︒この事業では旅連本

人の研修受け入れを実施

年度は実施期間が
月と金融不安の逆風が吹
く中で︑販売高が前年比
２％増と前年をクリアす
ることができました︒ウ
ェブ展開ですので︑本年
度もいかにお客さまに満
足していただけるかを工

昨年の九州連合会の事
業活動は３カ年事業計画
の最終３年目として︑継
続事業を着実に実施しな
がら︑年間宿泊券販売に
おいて対前年を少しでも
上回ることを最低の目標
として事業活動を展開し

燃油サーチャージ高の問

これは昨年までの円安と

リットがあることです︒

行により海外旅行者へメ

なるとことと︑円高の進

ーチャージが大幅に安く

を促す要因として燃油サ

その１つは︑海外旅行

考えられます︒

てまいりました︒

社員研修支援を重視

九州連合会

夫して﹁関西﹂を売り込

致しました︒

て展開していきます︒昨

ＫＮＴ社員︑ＫＮＴＴ社

１
２

に取り組んでまいりま

めることができる機会で

﹁お客さま紹介﹂積極推進

昨年度の関西連合会の
年に世界陸上

宿泊券取扱実績は︑全体
としては
大阪大会のビックイベン
％減と前年を下回り

トがありましたので前年
比
世界的な金融不安によ

ました︒
る景気の不透明感が産業
界に大きな影響を与えて
おり︑厳しい環境の中で
すが関西連合会事業の大
きな柱である宿泊券増売
については︑本年度宿泊
券目標２２１億円の達成
に向けて取り組んでまい
ります︒本年度は﹁お客
さま紹介運動﹂﹁関西に
泊まろうキャンペーン﹂
﹁社員研修の受け入れ﹂
﹁みちしるべ﹂の４事業
に継続事業として取り組
み︑新規事業としては﹁着
地型商品造成﹂に会社企
画担当者と連携して取り
お客さま紹介運動は私

組みます︒
達会員の人脈を生かして
会社の販売の底上げを図
％増と実績を上げ

るものです︒昨年度は目
標比
ることができました︒販

国内旅行の競合の多い年
と言いながらも︑何とか
前年並み近い数字を達成
できそうあります︒
しかし︑県の掲げた６
年まで６年連続

２０万人は難しい状況で
あり︑

で伸ばしてきた入域観光
客数も︑昨年は厳しい状

題が全く逆転してしまう
ので︑沖縄と競合する海

を賜りますようよろしく

３月１
１日（水） 北海道札幌市、ホテルニューオータニ札幌
１
０

第５
４回通常総会：

会場
実施予定日

開催日程
各連合会・支部総会

へへへへ
動動動動へ
始始始始動
﹂﹂﹂﹂
塾塾塾塾﹂
館館館館塾
旅旅旅旅館
成成成成旅
平平平平成
﹁﹁﹁﹁平
へへへへへへ
動動動動動動
始始始始始始
﹂﹂﹂﹂﹂﹂
塾塾塾塾塾塾
館館館館館館
始
旅旅旅旅旅旅
成成成成成成
平平平平平平
﹁﹁﹁﹁﹁﹁
﹁

エンターテイメント研究

会ＯＢや旅館経営者︑異業

種経営者などから幅広く講

師を招きセミナーを開くだ

けでなく︑参加者が積極的

このほど近旅連は︑会員 さまざまな問題について会 直面している課題の解決に に発表したりグループ討論

の若手有志が集い︑互いに 員同士が議論し合い︑さら 実効性のある研究会︑また したりする点が特徴︒さら

意見を交し合って研さんを にそのような場を共有する 次代を担う２世３世の旅館 に参加者を﹁若手︑中堅会

回の研究 を求める声が会員内から挙 場が少ない若手経営者同士

深める研究会﹁平成旅館塾﹂ ことで連携を深めるために 経営者が学び︑交流する場 員﹂とすることで︑交流の

を 立 ち 上 げ る 方 針 を 固 め 開催された︒全

６年︵昭和

年︶

から２００２年

年︶の

年にわたり近

︵平成

旅連が開催して

の旅館ホテルとして︑また

みを共有︑解

決してもら

い︑会員同士

の横の連携を

強固にしても

またＫＮＴの役員や社員

平成旅館塾は︑年２回程 との交流の場も設け︑今後

〜

月

旅館ホテルの基本﹁おもて としてのＫＮＴファンを増

第１回目は今年

研究会の終了から６年が なし﹂を基本テーマとして やす狙いもある︒

神や経営課題︑日々起こる 増した︒その中で︑現実に り上げる︒

る︒

か︑その﹁もてなし﹂の精 巻く環境はさらに厳しさを 抱える諸問題についても取 ご ろ の 開 催 を 予 定 し て い

テルがどのようにあるべき 経過し︑旅館ホテルを取り 取り上げるほか︑各会員が

や消費志向の中で︑旅館ホ

会は︑多様化する旅行形態 ろも少なくない︒

エンターテイメント研究 観光地として発展したとこ 度︑２泊３日の日程で開催︒ の近旅連を支えるメンバー

たな集いだ︒

研究会﹂の後を引き継ぐ新 参加者の中からは全国有数 出した︒

きた﹁エンターテイメント 会員が参加し交流を深め︑ 平成旅館塾立ち上げへ動き らいたい考えだ︒

若手経営者ら﹁語る﹂場提供
ＫＮＴの新たなファン作りも

た︒平成旅館塾は︑１９７ 会には通算３００人以上の がったことから︑近旅連は で︑互いの抱える問題や悩

２
２

売箇所の皆さまと会員の
コミュニケーションを深

佐野喜一郎会長

海外商品研究し対抗

沖縄支部

昨年のＴＤＬ

原油高騰・秋以降の景気

年の展望

や修学旅行は安定した推

北海道連合会

１
２

冷え込みにもかかわら

そんな中︑

況となりました︒

外旅行商品を充分に研究

お願い致します︒

連合会と致しましてもこ

移をうかがわせていま

５
２

１
０

して対抗できる商品造成

１
４

０
９

０
７

ったマイナス要因が多く

２
６

２
０

１
３
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!倉照矢会長

１
０

としては︑昨年とは異な

０
９

ず︑沖縄観光への多大な

ご支援ご送客︑誠にあり

がとうございました︒皆

さまのご尽力のお陰で︑

宮里一郎支部長

大木正治会長

近
旅
連
総
会
特
集

近旅連 ８連合会
２
５

３
２
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