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1．自己紹介
誕生：1971 年京都府宇治市で誕生　現在 48 歳　
中学～高校：京都府立東宇治高等学校・バスケットボール部
大学：明治大学商学部　同好会ラグビー部2度の英国遠征
　　　で『旅の魅力』を知り人生が変わる
社会人：1994 年 JTB 入社、藤沢・平塚（現神奈川西支店）・
　　　  横須賀・新宿と計 22年間教育旅行の営業。直近
              ３年は全社の海外団体旅行の販売促進を担当して
  　　　おりました。
家族：妻、娘 2人、息子 1人、愛犬１匹。
　　　茅ヶ崎市在住　趣味はゴルフ、釣り、食べ歩き

2．現在の教育旅行
　観光旅行から、体験旅行が主となり、現在は学習要素
がより濃くなった『探求学習』を取り入れる旅行が増え
ております。学校・生徒を取り巻く教育環境が変化して
きた事が要因です。「戦後最大の教育改革」が始まります。
新学習指導要領の改訂。そして、大学入試改革。今まで
の「知識や技能」の習得に加え、「学び合う力」「人間性
の涵養」「思考力・判断力・表現力」の育成が必要となり

「入会記念卓話」

ます。
　社会環境の変化→社会で求められる人材の変化→大学
入試が変わる→学校運営が変わる→授業が変わる（アク
ティブラーニング）→評価が変わる。そのような環境変
化の中、JTB では旅行先の地域課題をもとに『探求学習』
を行うプログラムを造成しています。（例）『坂の街長崎』。
長崎で起きている課題の解決策を、長崎大学の学生と考
えるプログラム。

３．2020 オリンピックパラリンピックの JTB の取組み
　１）ホテルシップ
　日本初のホテルシップ。首都圏のホテル不足の課題が
あり、横浜港にオリンピック期間中クルーズ船を停泊。
単なる宿泊施設では無く、船内でのイベントやアクティ
ビティ、フルコースディナー等も楽しむことができ、横
浜に居ながら優雅な海外クルーズの体感が出来る商品と
なります。

　２）ホスピタリティパッケージ
　競技会場内外のセキュリティゾーン内に設置され、A
カテゴリーの観戦チケットとラグジュアリーな空間で最
高レベルのお食事、お飲み物などサービスがセットされ
た公式プログラム。オリンピック公式パートナーである
JTB は、英国の SportsTravel&HospitalityLtd.（STH）と
共同で設立したスポーツホスピタリティ™専門会社
STHJAPAN とで本公式プログラムの運営・販売業務を受
託いたしました。
　<現在の空き状況>オリンピックスタジアムフルシリ
ーズ、開会式＋陸上シリーズ、陸上、テニス、レスリン
グ、バスケットボール、ゴルフ、テコンドー、競泳、飛
込、水球、閉会式。料金は 11 万円～ 700 万円。
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現在ございません。

委員会報告

入会予定者　守屋宣成様

→ 8日(土)　IMへ移動例会
星槎学園国際高等学校湘南　
女子サッカー部監督　柄澤俊介
入会記念卓話　丸茂淳会員
平塚商工会議所青年部　
会長　二見義和様

幹事報告

◎2月1日(土)14:30より青少年交換学生オリエンテーション
　が開催されます。
　カウンセラーの柏手会員が出席されます。

◎ロータリー日本財団と米山記念奨学会より2019年1月～
　12月まで皆様にご協力頂きました寄付金の確定申告用
　領収証が届いております。受付にてお受け取り下さい。
　お受け取りになられましたら、名前のご確認をお願いい
　たします。

◎次週、2月6日(木)の例会は8日(土)に開催されます。
　第8グループのIMへ移動例会となります。
　日時：2月8日(土)　12:30から受付開始
　場所：平塚プレジール6階「若松」の間
　合同例会は13時よりとなります。懇親会は5階「高砂」の
　間で16:50より開催されます。6日(木)はホテルでの例会
　はございませんので、ご注意ください。
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〇インターアクト委員会　青山紀美代委員長
　インターアクトについて少しお話したいと思います。12才
から18才までの青少年または高校生で、平塚学園が私共提

入会記念卓話の長島誠人会員

箱根RC　根本克彦様

相山洋明会員、青山紀美代会員、浅野康会員、
清水裕会長、常盤卓嗣会員

誕生日祝いの浅野会員と相山会員

唱のクラブとなっており平塚南RCと半々で見させて頂いて
おります。今回、台湾に行った研修生の旅費の負担につきま
しては地区で1/3、提唱クラブで1/3、本人が1/3でした。今回
の台湾研修のご報告を、平塚学園の生徒が3月26日（木）の
例会で発表していただくよう、調整をしています。まだ日に
ちが早いですが、是非例会へのご出席をお願いします。

〇プログラム委員会　三荒弘道委員長
　2月の最初の例会ですがIMになりますので、6日はこちら
での例会はございません。その次の13日は星槎学園女子
サッカー部監督と務めていらっしゃる柄澤俊介様をお招き
してお話を頂きます。20日は新会員記念卓話という事で丸
茂会員に卓話をして頂きたいと思っております。27日は平塚
商工会議所青年部会長二見義和様がこちらに来られて卓話
をして頂く事となっております。どうぞ楽しみにして頂ければ
と思っております。宜しくお願い致します。

青山インターアクト委員長の台湾海外研修参加のご報告


