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常 磐 重 雄
髙 橋　　浩
森 住　　等
栗 原 良 幸
小 林 秀 男

2017 ～ 2018　国際ロータリー会長　イアン H.S. ライズリー

ロータリー：変化をもたらす

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　井上　聡君（3日）

＊夫人誕生日
　壽永純昭君（智子夫人8日）

＊結婚記念日
　前田賢一君（5日）

点鐘　…常磐重雄会長

斉唱　…それでこそロータリー

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・地区大会のお礼
・2018-19年度実施プロジェクト向け「第1回地区

補助金説明会」及び「補助金管理セミナー（グ
ローバル補助金説明会）」のご案内
2017年10月28日（土）　第一相澤ビル

・10月ロータリーレート　1ドル＝112円
◎第6グループガバナー補佐　より

・第6グループ新会員の集い開催のご案内
2017年10月26日（木）　19：00 ～
ウィングス海老名　（登録料5,000円）

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・2016年度決算報告

◎社会福祉法人神奈川県共同募金会　より
・“赤い羽根”共同募金への協力お願い

幹事報告

◎例会変更　より
・厚木中RC

10月11日（水）→休会（祝日週）
11月 1日（水）→休会（祝日週）
11月22日（水）→休会（祝日週）
12月20日（水）→12月23日（土祝）クリスマス家

族親睦に振替
・大和中RC

10月12日（木）→10月10日（火）移動例会に振替

10月19日（木）→取止め例会
10月26日（木）→10月29日（日）家族移動例会に

振替

委員会報告

◎職業奉仕・親睦活動委員会
10月10日は職業奉仕・親睦活動合同移動例会で
す。ご参加よろしくお願いします。

スマイル

常磐重雄会長
先週月曜日の地区大会に参加頂いた皆様おつかれ様
でした。おかげ様で無事終えることができました。感
謝のスマイルです。

本多正彦君
「地区大会などには、参加すべし」と故加藤一郎
（チャーター）さんより教えられました。先日の地区
大会、新しい会員が多数参加されましたので、㐂ばし
い限りです。

本多正彦君
先日の神奈川新聞に、大きな記事で黄金井酒造のセ
ルバジーナは、県下第一号の免税ショップと紹介さ
れました。第一号は素晴らしい事でおめでとうござ
います。（内容不確実ですが）

三橋一皓君
はからずも、長寿会員と云うことで地区大会より記
念花を頂き感銘を大きくしております。“昔、少年今
白頭”なる晩唐の漢詞を思ひ出します。これからも、
どうぞよろしくお願い申します。

第2762回例会（9月26日）☆司会　前田賢一SAA

今日の例会（2017 年 10 月 3 日）

「消費税軽減税率って何ですか？」
担当：黄金井康巳君

講師：全国間税会連合会 税制委員長
相模原間税会 会長 鈴木泰生様

次回の例会（2017 年 10 月 10 日）

「職業奉仕・親睦活動合同移動例会」
担当：職業奉仕委員長 石村哲也君

親睦活動委員長 市川信也君
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前田賢一君
後輩のビジネスの件で、大和ハウスの内山さんにお
話ししたら、早速にビジネスにつなげて頂きました。
支社長が率先して風通しの良い社風に驚きました。
内山さんありがとうございます。感謝のスマイルで
す。日曜日に、九州で同級生家族と楽しくゴルフしま
した。小学5年生の娘さんと一緒でしたが、無邪気で
可愛くて、まるで孫みたいでした。早く女の子の孫が
欲しいなと思いました。

会田義明君
昨日は、妻の誕生日のお祝い、また本日は事業所開設
のお祝いをありがとうございました。お礼のスマイ
ルをさせていただきます。

鈴木茂男君
会員誕生日のお祝と妻の誕生日のお祝ありがとうご
ざいます。

森住　等君
事業所開設ありがとうございます。

和田勝美君
17日地区大会、皆さまお疲れさまでした。懇親会前哨
戦では常磐会長にお世話になりました。ありがとう
ございました。

前島憲司君
事業所開設のお祝いありがとうございました。平成
16年10月1日開設なので早いもので13年経ちまし
た。これからも頑張りますのでよろしくお願いしま
す。

永井裕敏君
去年、日にちを間違ってしまった長男の誕生日、今日
が誕生日でしたのでメールを送ったら返信があり、
ホットしてます。

近藤憲司君
来年1月16日に開催される日本生命主催のビジネス
マッチングのご案内ビラを配らせて頂きました。神
奈川での開催は数年に一度で、首都圏中の約1500社
が集まる企業交流会ですので、よければご活用下さ
い。

建部卓也君
初めて地区大会に参加しました。地区のスケール感
や流れを体感できました。最前列で聴けた講演も良
かったです。ありがとうございました。

丸田隆弘君
所用により、早退させて頂きます。

中和信治君
本日所用により早退します。

例会 卓話「厚木市内ホテル営業状況と宿泊予約チャンネルのトレンド」

担当：永石あつし君
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１ 厚木市内のホテル

 ホテル数 10ホテル （シティ２ ビジネス８）

 総客室数 1422室 （2017年9月現在）

※上記は、洋式タイプの宿泊施設 和式・簡易宿泊所を除く

1

厚木市内 ホテル営業状況と
宿泊予約チャンネルのトレンド

2017年9月26日
レンブラントホテル厚木 永石 あつし
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２ 厚木市内客室稼働率推移
年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

稼働率 67.1% 72.4% 77.6% 83.0% 83.7% 83.4% 81.9%

（レンブラント） 80.5% 82.1% 88.0% 91.3% 91.1% 92.4% 93.1%
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３、厚木市内１室あたりの
販売単価推移

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

客室
販売単価

5,465 5,468 5,635 5,782 6,094 6,399 6,414

（レンブラント） 7,094 6,860 7,344 7,318 7,989 8,405 8,245

8

お得なホテル予約方法（まとめ）

◎インタネット予約サイト（ＯＴＡ）に提示されているプラン

料金は基本的にすべて同じです。

提示料金序列 （高価格順）
①ホテルに直接電話 ＞ ＴＡ経由 ＞ ＯＴＡ ＞ ホテル公式サイト予約

②需要の高い日と思われる日は なるべく早く予約する （早割プラン）

③需要が低い日は、直前に予約する （直前割 当日割）
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オンライントラベルエージェント一覧

 楽天トラベル

 じゃらんネット

 一休

 Yahooトラベル

 ブッキング・ドット・コム（Booking.com)
 エクスペディア

 アゴダ

 Ｃｔｒｉｐ
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４、ホテル予約販売チャンネル

１） ホテルに直接電話問い合わせ予約

２） 旅行代理店を通して予約

・交通機関とのパッケージ商品

・ホテル単体商品

３） オンライントラベルエージェント（ＯＴＡ）

・インターネット予約
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ケース別 お得な予約サイト

宿泊したい宿泊先（ホテル）が決まっている場合

↓
ホテル公式サイトからのオンライン予約

（ベストレート）
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主なメタサーチサイト

 トリップアドバイザー (Trip Advisor)
 トラベルコ

 トリバゴ （trivago)

メタサーチサイトとは、主にオンライントラベルエージェントの
商品（価格）を横断的に比較できるサイト

出席報告　＜会員 41 名、出席対象 37 名＞

9 月 5 日例会　　確定出席率 100％ 9 月 26 日例会　　出席 35 名　欠席 4 名　出席率 94.59％
＜事後メイク＞
　滝澤　勇君（9月8日／厚木県央RC）
　畑中雄太君（9月8日／地区ゴルフ）
　髙橋　宏君（9月18日／地区大会）
　中和信治君（9月18日／地区大会）
　髙橋伸一郎君（9月18日／地区大会）
　芳澤　渉君（9月18日／地区大会）

＜事前メイク＞
　十亀健志君（9月18日／地区大会）
　髙野昌伴君（9月18日／地区大会）
＜欠席＞
　杉山雅彦君・芳澤　渉君


