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出
席
報
告 

ゲスト 0 名 ビジター 0名 会員 24名 

欠席 6(免除者 1名) 出席率 78.26％ 

前回の修正出席率 87.50％ 前々回の修正出席率 82.61％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 渡辺 久恭  

幹 事 石田 浩二 

第 ２５４０回 例会 
平成２６年６月６日（金） 
天候 晴れ 
合唱 君が代 

それでこそロータリー 
四つのテスト 

先週の家族親睦会お疲れ様でした。鶴岡八幡宮では 

貴重な経験をさせて頂きました。有難う御座いました。 

先ほど、今年度、最後の理事会が御座いました 

1.６月１５日（日）に小田原城址公園で開催される 

エンドポリオナウの寄付金について 

￥１０，０００と致します。 

２．クールビズについて ６月～９月までと致します。 

３．ガールスカウト助成金の拠出について 

例年通り￥５０，０００と致します。 

４．平和記念朗読劇の協賛金について 

 ￥１０，０００と致します。 

昨日、ＬＩＸＩＬの会議が愛知県豊田市であり、豊田市

にあるエコフルタウンを見学して参りました。 

エコフルタウンとは豊田市が最先端の環境技術開発 

に取り組む企業や市民と連携して、活力ある低炭素社会

に向けた取組を推進しています。 

低炭素社会モデル地区「とよたＥｃｏｆｕｌ Ｔｏｗｎ」

はこうした取組を国内外に「見える化」する施設として、

平成２４年５月にオープンしました。地区内では、 

実際に次世代の環境技術を見る、触れる、体験できるほ

か、映像やゲームを通じて無理なく、無駄なく、快適な

エコライフを提案しています。その敷地内にＬＩＸＩＬ

が最新環境技術の体験展示場と既存住宅の環境対応リ

フォーム展示場の２棟からなるパッシブファースト 

パビリオンをオープンしましたので、見学してきまし

た。 

スマイルＢＯＸ 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

第２５１０地区ガバナーより 

1．第２４回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道 

大会のご案内 

 日時：６月２３日(月)  

場所：ツキサッスゴルフクラブ 

第９グループガバナー補佐より 

1．小田原城北ロータリークラブ主催事業に伴う｢END 

POLIO NOW ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣協賛のお願い 

 日時：６月１５日(日)10時～17時 30分 

 場所：小田原城址公園東堀(花菖蒲園) 

協賛依頼事項 

①各クラブ１万円の協賛金 

②各クラブ２名の会員の提供(１人当たり２時間を 

予定) 

連絡事項 

1．次週は米山奨学生の姚 家詠（ﾔｵ ｼﾞｬｰﾖﾝ）さんが 

お見えになりますので、皆様の出席をお願いします。 

事前メークアップ 0名 

結婚記念日  山本明峰君(6/1) 

婦人誕生日  佐東丈介君(6/11) 

石川雅雄君･石川博君･神谷一博君･高知尾朝行君 

東京６大学野球で慶応大学が６期ぶりに優勝しました。 

高知尾朝行君･石田浩二君 

５月２４日に湯かけまつりが開催されました。 

平間章弘君･佐東丈介君･杉山茂久君  

家族親睦会を欠席しました。 

杉山茂久君 危険物安全協会総会が無事終了しました。 

高杉尚男君 本日タウンニュースに掲載されてしまいまし 

た。ジオラマも載ってしまいました。 
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卓 話 
石川 博君 

【インバウンド】の勧め 

湯河原町は人口が平成 12 年には 28，662 人、平成 26 年 4

月には 25,867 人。14年間で約 10％の減少、年間観光客は

平成 9年、日帰り客 4,580,000人、宿泊客 1,056,000人、

平成 24 年、3,473,000 人と 599,000 人。15 年間で日帰客

は約 25％、宿泊客約 44％の減少となっています。 

旅館、寮、保養所、民宿の数は、平成 14 年 248 軒、平成

25年 149 軒、11年間で約 40％の減少となっています。（湯

河原町統計便覧より） 

次に、日経ビジネスオンラインから「日本人が知らない

新・ニッポンツーリズム」東京の３つの宿が訪日客から絶

賛される理由・・・個人旅行者を「日本リピーター」に変

える！の一部をご紹介いたします。 

訪日観光客誘致に取組む時、まず考えることは、受け入れ

るべき客層、ターゲットの特定です。中でも相手が団体客

か、個人旅行客かで、対応すべきことやビジネスのかたち

は大きく変わってきます。 

観光庁によると、2013 年の観光目的の訪日客で、団体ツア

ーで来訪した人の割合は 38.4％、ツアーを利用しない個人

旅行、いわゆるＦＩＴ（Foreign Independent Tour）客は 

61.6％を占めています。 

団体ツアー客と FIT 客の訪日観光の消費動向を比較する

と、日本国内における旅行中消費額、旅行前支出額を加え

た総支出額のいずれも、FIT 客が団体ツアー客を上回って

います。平均泊数でも FIT客は団体ツアー客の 3倍以上で、

長期滞在の傾向にあります。 

一般的に FIT客には旅慣れた人が多く、自ら情報収集や旅

行の手記をおこないます。彼らはイノベーター理論でいう

ところのアーリーアダプター（流行に敏感な早期採用者）

に位置付けられます。彼らは旅先での発見や体験を自分の

ブログや SNSで発信することに積極的で、常に新たな体験

ができる場所を探しています。彼らの中には、他の消費者

層へのオピニオンリーダー的存在も少なくなく、その発信

力が新たなブームを創ることもよくあります。 

団体ツアー客の誘致では国や地域のプロモーション活動

がそれなりに功を奏しますが、FIT 客の取り込みには一部

に先進モデルがあるものの、国や地域による有効なアプロ

ーチに至っていないのが現状です。 

2013年手配方法別にみる訪日外国人 1人当たりの旅行中支

出額と平均泊数は団体客では 69,991 円と 4.7 泊、個人客

では 141,929 円と 15.1 泊となっています。尚、これらに

は旅行前に支払ったツアー代や航空券等は含まれていま

せん。 

 ここで、日本国内の「宿」の状況を見てみましょう。 

 近年、宿泊を伴う国内旅行の回数及び宿泊数は年々減少

しています。国民一人当たりの国内宿泊観光旅行の回数

は、2005 年の 1.78 回から 2012年の 1.35回へ、7年で 0.43

回(25％)減少、宿泊数は 2.92 泊から 2.14 泊へ、0.78 泊

(27％)減少しました。 

消費額でみると、国内旅行市場は 2009 年の 17.4 兆円から

2011 年の 15.1 兆円へ、2 年で 2.3 兆円(16％)も減少、震

災による自粛の影響も考えられますが、近年の節約志向の

消費傾向が顕著に出ています。 

国内の旅行者数と旅行消費額は今後も減少すると予測さ

れています。このまま国内市場だけに頼っていては、日本

の観光・旅行業・特に宿泊業は立ち行かなくなります。 

一方、2012年の国内の延べ宿泊者数 3.6億人泊の内、外国

人が占める割合は 2400万人泊(6.6％)となりました。東京

都では 4427 万人泊中、762万人泊(17.9％)を外国人が占め

るまでになっています。 

国内旅行消費市場におけるインバウンド観光の比率を他

国と比較すると、2010 年(訪日客数 861 万人)の日本は

5.7％。一方、比較年次は異なりますが中国(2002年)9.2％、

アメリカ合衆国 (2009 年 )14.2％、イギリス (2000

年)17.9％、オーストラリア(2010 年)24.8％、フランス

(2005 年)29.9％、スペイン(2005 年)41.7％、韓国(不

詳)47.2％となっています。日本にはまだまだインバウン

ド観光の潜在市場が大きいと見られるのです。 

今回はまず、伝統的な日本の宿である旅館のインバウンド

対応からご紹介します。 

厚生労働省によると 2013 年 3 月末現在、国内で旅館を営

業している施設は 4万 4744 軒で、前年に比べ 1452軒減少

しました。88年の 7万 8129 軒から、25年間で 43％も減少

したことになります。 

ところが訪日客には「RYOKAN」人気は非常に根強いのです。

訪日外国人の消費動向調査(2013 年)では 50.9％が「旅館

に宿泊した」と回答、31.4％が「次回は旅館に宿泊したい」

と回答しています。これは「日本食を食べる」「ショッピ

ング」「自然・景勝地観光」などに次いで高い数字です。

一方にこうした強いニーズがありながら、それに対応でき

ず地域の旅館が消えていくことは非常に残念です。 

修学旅行の減少と共に衰退した浅草の旅館が、地域の特色

を活かした宿作りで再生、世界中から客を集めているのは

人気の日本でも新鮮な「RYOKAN」体験を提供している「助

六の宿 貞千代」があります。現在、客の 2 割は外国人、

フランス人やアメリカ人を中心にアジア・北欧など、幅広

い国や地域から客を受け入れています。やはり東京で

「RYOKAN」という異文化体験ができることにもあるのでは

ないでしょうか？ 

石田浩二君 去る５月２７日㈱フォレスト事業報告会を 

開催致しました。 

５月２８日の総会において１５年間在籍した旅館組合 

青年部を卒業致しました。ご協力ありがとうございまし 

た。 

５月２９日旅館組合総会において理事に選任されました。 

去る５月３０日家族親睦旅行が無事終了致しました。 

皆様のご協力に感謝致します。 

室伏学君･高知尾朝行君･伊藤伸之君 

５月２９日湯河原温泉旅館協同組合の通常総会が開催され 

ました。 

渡辺久恭君 家族親睦会の鶴岡八幡宮の正式参拝で玉串 

奉奠を代表でさせて頂きました。 

５月３０日の家族親睦会お疲れ様でした。 

高知尾朝行君 パンをお買い上げいただきました。 


