第35回 通常総会を開く
84名が出席し、7議案を承認可決

内田総務・広報・研修部長が司会を
務め、山形副理事長の開会の辞で開会
した。
議長団選出では司会者一任の発声に
続き、議長に中西一博氏（第１支部・
平成22年

（2010）

㈱西日本旅行）、副議長に三原和幸氏

5 月1 日発行

（第159号）

（JU 観光

）を選出。

総会の成立宣言が議長よりあり、議
案の審議に入った。
◆第 1 号議案

平成 21 年度事業報

告書承認の件◆第 2 号議案

平成 21

年度決算関係書類承認の件◆第 3 号
議案

総会記念号の紙面

平成 22 年度事業計画（案）の

件◆第 4 号議案

平成 22 年経費の賦

課及びその納付方法（案）の件◆第 5
号議案

役員報酬（案）の件◆第 6

号議案

平成 22 年度収支予算（案）

の件◆第 7 号議案
シェラトン都ホテル大阪で３月 24 日に開かれた総会

役員（監事）選

任（案）の件
以上の議案審議を行い、原案通り、

今年も天神祭
「船渡御の御金幣船」体験企画

協同組合大阪府旅行業協会の「第

大阪において出席者 84 名（代理出席

提案された議案はすべて承認可決され

35 回 通 常 総 会 」 が 3 月 24 日（ 水 ）

者 17 名含む）書面議決書 34 名、委

た。

大阪市・上本町のシェラトン都ホテル

任状 1 名で開催された。

◆協同組合大阪府旅行業協会では今夏
も、日本三大祭のひとつ天神祭「船渡
御」の体験企画を実施します。

平成２2年度 事業計画・基本方針

◆通常、祭りの関係者しか体験できな
い船渡御ですが、ＯＡＴＡでは 300
人乗りを一艘貸し切り、大阪を代表す
る着地型企画として６年前から実施し

数年先を見越しOATAの
進むべき道筋を検討

ています。昨年開催された水都・大阪
をきっかけに河運、水辺観光がより注
企画といえます。
◆今年の船渡御は７月 25 日、日曜日
の開催です。奉公船、橋の上の見物客
との大阪締め、頭上で炸裂する花火…
いつもにも増して盛り上がることで
しょう。天神祭の船渡御だからこそで

流行の影響をまともに受け、ＯＡＴＡ

き続き実施し、ＯＡＴＡの知名度の向

クーポンの発券高は近年にない 13％

上に役立てます。
ＬＯＶ

しました。幸いにも決算は黒字を確保

Ｅ

致しましたが、内実は決して喜ばしい

だき、ＯＡＴＡの基幹事業であります

ＯＡＴＡ」の思いを共有していた

ものではありません。

ＯＡＴＡクーポン事業およびＫＴＴ総

本年度も継続して組合員の皆様の利

合旅行災害補償保険事業に積極的に参

便性の向上を最重点に取り組んでまい

画していただくべく啓蒙に取り組んで

ります。

まいります。

まで延命処置を講じながらまいりまし

の向上に努めるとともに、行政に係る

たが、いよいよ次年度は開発に着手し

㈶大阪観光コンベンション協会や㈱全

なければならない時期にきました。開

旅、近畿・東海旅行業連合会との連携

今年度の方針を示す徳原理事長

発には多大な資金が必要となります。

の強化や中国、韓国、香港、マカオ等、

昨年５月に発生した新型インフルエ

ＯＡＴＡを想定する作業に着手し、そ

ンザで我々旅行業界も大きな打撃を被

の結果「事業の範囲」、「ＯＡＴＡネッ

以上の基本方針を柱として、次いで

りその影響はいまだ色濃く漂っており

トワークシステムの内容」、「財源の確

各部・小委員会より提案される事業計

ます。

保」など、ＯＡＴＡの進むべき道筋を

画（案）に沿って全理事、事務局一丸

検討する委員会を立ち上げたいと思い

となって組合事業遂行に邁進いたしま

ます。

す。

▎各部の事業計画

こうした現状を踏まえ今後数年先の

〜

皆様方には引き続き「ＷＥ

対外的にはＯＡＴＡの更なる知名度

暑気払いにもお勧めです。

▎連絡協議会コーナー

「天神祭船渡御の御金幣船」事業を引

ＯＡＴＡネットワークシステムも今

きる真夏の特別な体験は、景気づけ、

▎合同懇親パーティー開催

ＯＡＴＡの看板事業となりました

平成 21 年度は新型インフルエンザ

マイナスの大幅な落ち込みを記録いた

目を集めている中、まさに時宜を得た

▎日帰り・1泊研修

ればなりません。

日本経済の先行きも不透明でまだま
だ厳しい状況が続くものと覚悟しなけ

海外関係機関との交流を進めてまいり
ます。

2

2010.05.01 ／第 159 号

平成21年度

事業総括

非常に厳しい一年を終えたＯＡＴＡにも光明が
次代に繋がる指針構築︑目指す
クーポン発券額 億円台を維持

100

世界規模の景気後退、円高基調や新

と感謝するしだいです。

して今後のＯＡＴＡ事業推進にヒント
を与えてくれました。

型インフルエンザ流行などの影響によ

そして、時を同じくして、事務局内

る慢性的な不況下、 我々の旅行業界

で元職員による多額の横領事件が発覚

そして、９月からの全旅クーポンの

も当然のごとく旅行需要の減退やデフ

して、組合員の皆様に多大なご迷惑と

各組合員事業所での発券開始はＯＡＴ

レによる低価格化がじわじわと浸透し

ご心配をおかけすることになり、改め

Ａクーポンの補完的な役割と発券増強

てきており、従来型の旅行業者に代わ

てお詫び申し上げます。

にも寄与し、組合員の利便の向上に役

りメディア及びネット業者がその傾向

このような状況下、例年に比べても、

立ちました。

に拍車をかけているのが現状と思われ

まずまずの決算ができましたことは一

他方、ＯＡＴＡでは数年組合員の減

ます。

重に全組合員のご協力とご理解があっ

少傾向に歯止めがかからず、その打開

たことと重ねて感謝いたします

策の一つとして９月の臨時総会にて一

平成 21 年度のＯＡＴＡにとっても

また、ＯＡＴＡでは不幸にして起

種旅行業者の入会可の承認いただき今

こった組合員のクーポン未精算金につ

後の増強活動に役立てるべく努力いた

ＯＡＴＡの基幹事業のＯＡＴＡクー

いては従来、確実な全額回収を最優先

します。ただ、その対象者はあくまで

ポン発券の面では、２〜４月度は前年

に心がけ、長期に渡ったり、途中で二

ＯＡＴＡクーポンを万遍なく発券で

比微減でスタートし、恒例の５〜６月

次破綻をするケースが見受けられまし

き、ＯＡＴＡ向きの業者に限定いたし

の春期発券増強期間で充分に取り戻せ

た。今期２月発生の未精算組合員につ

ます。

る範疇で春のシーズンをむかえ、我々

いては従来とは違った回収方法をとり

また、現行の第３次ＯＡＴＡネット

が得意とする「団体」の動きだす５月

確実な保証人から大半を回収し、その

ワークシステムも開発から７年を経

中旬に新型インフルエンザ流行という

不足分をクーポン保険金で充当し期中

て、処理スピードや機器の老朽化など

悪夢が重なり、５月度だけでも前年比

に解決できましたことは、今後の対処

の問題がありますが、現在の財力、体

67％という残念な結果に終わりまし

方の一つとして位置付けられます。

力を考慮し現状の許容範囲で安定した

そういった傾向が顕著に現われ、非常
に厳しい１年でした。

た。

次いで、いまやＯＡＴＡの看板事業

運用ができました。

数年に１度の９月のシルバーウィー

となり、夏の風物詩といえる「天神祭

結びに、本年度後半には理事会内に

ク効果でやや取り戻したものの、今期

船渡御の御金弊船」の一艘貸切では早

通常の審議後にＯＡＴＡの将来像や具

一年を通じて前年比 87％で、バブル

期の完売はいうまでもなく、ＯＡＴＡ

体的方向性などを討議する気運も高ま

景気破綻の終盤であった平成 11 年か

としては主力である組合員と㈶大阪府

り、次年度にかけてＯＡＴＡの進むべ

ら 12 年に匹敵する落ち込みとなりま

教職員互助組合による販売に加えて、

き道筋を検討するための委員会を立ち

した。ただ、こういった状況下、なん

比較的遅れていたインターネットによ

上げ、次代に繋がるＯＡＴＡの一つの

とか 100 億円台をキープできました

る販売がＯＡＴＡや組合員扱いとも好

指針構築を目指したいと願っておりま

ことは全組合員の懸命な発券努力の賜

調で従来とは違った新しい販売方法と

す。
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平成22年度
総務・広報・研修部
総務・広報・研修部長

各部の事業計画

成のため、必要に応じて随時開催する
ことといたします。

内田正人

財

務

財務部長

組合諸規程は必要に応じて見直し、

部

小林富久

改定をいたします。
クーポンの発券ミス、手書きクー

今期も我々にとって厳しい状況は続

ポン入力漏れ、報告遅延・漏れがなく

くものと思われます。その中、クーポ

なるように支部長会、事務局と連携し

ン発券高は前年実績の 103％の計画

て、全組合員への啓蒙に努めます。

をたてました。計画を上回るクーポン

事務局職員の意識向上、および業
務知識のレベルアップを計り、明るい
事務局を目指して職員指導を行いま
す。また、各種研修、勉強会、研修旅
行には積極的に参加させます。

発券増を期待しております。
未精算金および未収金の回収に鋭
意努めます。
不良債権発生予防のためのクーポ
ン管理等に努めます。

なお、事務局では今期も「ミス０う

今期も事務局管理体制の検討を続

んどう」「何事にも根気強く、迅速・

け、より確実なる管理体制整備に努め

丁寧・正確に」
「事務所を美しく使おう」

ます。

の標語を基に業務向上に努めます。
㈳全国旅行業協会大阪府支部の集
団検診には、組合員および従業員には
受診を啓蒙し、事務局職員には受診さ
せます。

ＯＡＴＡ早期資金化事業を継続い
たします。
経理規程を遵守し、組合財政の適
正な運営をいたします。
ＯＡＴＡ組合員経営相談窓口「税

ＯＡＴＡニュースを年 3 回発行し、
ＯＡＴＡ連絡協議会加盟の契約先にＯ

理士法人和（なごみ）」の周知啓蒙に
努めます。

ＡＴＡの活動内容をさらに理解してい

事

ただけるように編集に努め、広告収入

業

事業部長

増にも努めます。

部

衣川賢一

組合報「パイプのけむり」は毎月
初めに発行し、送付いたします。

マニュアルを順次作成・改修いたしま
す。

運営に役立つよう努めます。
出席率向上に努め、活気ある支部

団体営業小委員会としては昨年同
様組合員の支援要請に対応できるよう

会運営をすすめます。
ＯＡＴＡクーポン発券増強に努め、

組合及び組合員の利益確保・利便

に受け入れ体制の充実・研究に努めま

教育研修ならびに研修旅行は、国

性向上のため、根幹となるクーポン契

す。大阪府中小企業団体中央会・㈶大

各部と連携しＯＡＴＡクーポンの

内・海外を問わず関係諸団体および契

約施設の拡大に関する基本方針を研究

阪府教職員互助組合等にＯＡＴＡ独自

適正な発券・報告・精算等について協

約先より組合員の営業活動に寄与でき

し、既契約施設の契約内容改善・集中

企画商品を提供していきます。

力します。

るような企画があれば検討いたしま

送客ができるように努めます。

す。

組合員増強小委員会
組合員増強小委員会委員長

西田三郎

22 年度の新規組合員の増強加入目標

IT部長

してさらなる商品開発・企画に努めま

組合員増強小委員会と連携して増強に

藤原雅彦

す。そして、将来的な方向性を研究い
たします。
努めます。
「天神祭船渡御の御金弊船」の実施
の着地型商品とし

協力します。
支部長会主催のレクリエーション

ＯＡＴＡネットワークシステムの

着地型の募集型企画旅行の作成に
組合員増強小委員会として、平成

新規組合員加入促進に関しては、

ＩＴ部

募集型・受注型企画旅行商品に関

発券増強期間を設定します。

を実施します。

安定した運用を目指します。万一シス

各部およびＯＡＴＡ連絡協議会主

テム本体のトラブルがあった場合、調

催の事業に積極的に参加、協力してい

達済の予備機にいつでも置きかえられ

きます。

数を「３社」と定め、以下に述べます

については前項

るよう早急に調整をいたします。

通りの各条項を促進の目途として、組

ての充実にも努め、ＯＡＴＡのさらな

次期ＯＡＴＡネットワークシステ

報交換会 ､ 観光素材説明会等には、各

合員増強目標達成のために邁進いたし

る知名度向上、組合・組合員の収益確

ムの検討を開始し、期中に概要を決定

支部会で支部員の積極的参加を推進し

ます。

保を念頭にさらなる組合の取り組み体

します。

ていきます。

組合員の減少傾向に歯止めをかけ

制・受け入れ体制の充実に努めます。

るべく新規組合員の増強に努めます。

「ＯＡＴＡ特選旅館」としてのＯＡ

組合員に向けホームページ活用の

方向性としてＯＡＴＡの事業方針

ＴＡファーストツアー「宿泊プラン・

インターネットの活用（電子メー

に沿う事業者を重点的に加入の対象と

日本の宿」「団体宿泊プラン」に参画

ル・ホームページ・画像・動画等）の

するよう努めます。

の施設に集中送客することによって、

啓蒙をいたします。

ための勉強会を開催いたします。

組合員により有利な条件提供が受けら

情報機器の故障や陳腐化によるエ

総務部ならびに支部長会とも連携し、

れるよう研究し、実施できるよう努め

ラーをなくす意味でも、早めの機種の

常に相互協力をして組合員増強に努め

ます。

更新を実施していきます。

また、支部長会と連携して各支部会

組合員の端末に起因するトラブル

㈳全国旅行業協会に新規入会の事

において「ＯＡＴＡ特選旅館」参画施

を事前に防止するため各社の端末情報

業者に対し、推薦人の人脈も利用し加

設の商品説明を実施します。「年末お

を収集し、組合としての対応の向上に

入促進に努めます。

買い物ツアー」「かに日和」等のさら

努めます。また、組合員側の責任に関

なる研究・内容充実に努めます。

してもガイドラインを策定します。

ＯＡＴＡ連絡協議会などとも連携
し、未加入事業者への加入推進の依頼
に努めます。
組合員・支部長・各理事など多彩
な人脈を利用し、情報・紹介を得られ
るよう努力いたします。
委員会は新規組合員加入の目標達

ＯＡＴＡの企画商品・各種商品開
発を充実させるべく、研究をいたしま
す。

支部長会
支部長会会長

寺岡位忠

受入機関等とのタイアップ商品の
研究をいたします。
各種事業を継続向上させるための

支部会において、組合員および組
合の利益に繋がるパイプのけむりに掲
載の「ＯＡＴＡ重点取り組み」の周知
徹底に努めます。
また、ファーストツアー参画の「Ｏ

新規組合員加入の促進に関しては、

ます。

ＯＡＴＡに参加要請のある観光情

ＡＴＡ特選旅館」の商品説明会を事業
部と連携し実施いたします。
従業員台帳の整備を毎年実施いたし
ます。

新監事に
山本晃三氏
山本晃三氏（第１支部、㈱コスモト

各支部が充実した支部会を開催、
組合員の声を積極的に取り上げ、組合

ラベルサービス）を新監事に選任した。
山本氏は理事歴１期。
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合同懇親パーティーを開催
総勢404名が参加し、親睦と交流を深める

各種表彰状の贈呈式なども実施
声で懇親会へと移った。
しばし歓談の中、優秀組合員表彰
状贈呈があり、ＯＡＴ A クーポン平
成 21 年度発券上位 15 社を代表して、
㈱ジェットホリディの駒井和久代表取
締役へ徳原理事長より賞状と記念品を
贈呈。また、組合の契約基準に伴うＯ
ＡＴＡクーポン発券上位受入機関 15
社に対して、宿泊施設・船車券（在阪
バス会社）、観光券（施設・食事施設）
の各部門ごとに徳原理事長より表彰状
の贈呈があった。
次に、総会において選任された新監
開会の辞を述べる山形副理事長

事・山本晃三氏（第１支部・㈱コスモ

にうちとけたひとときを過ごし、参加

トラベルサービス）の紹介が行われた。

者は親睦と交流を深め良い情報交換の

また、ＯＡＴ A 連絡協議会では今
協同組合大阪府旅行業協会は３月

パーティーには 404 名の参加し、親睦と
交流を深めた㊤と、祝辞を述べる㈳全国旅
行業協会の川﨑副会長

場となった。

ルファ大阪）の開会の辞で始まり、そ

期役員改選に伴い、退任する各役員に

合同懇親パーティーは、今回と毎年

24 日（水）、大阪市・上本町のシェラ

の後徳原昌株理事長（㈱大阪国際旅行）

感謝状が贈呈され、総会において選任

夏に開催される「納涼ビアパーティー」

トン都ホテル大阪・浪速の間において

があいさつを行った。

された新役員の紹介が壇上にて行われ

の年２回開催されるが、ＯＡＴＡ組合

た。

員と連絡協議会会員が一同に顔を合わ

第 35 回通常総会終了後、ＯＡＴＡ連

次いで、川村智一ＯＡＴ A 連絡協

絡協議会と「合同懇親パーティー」を

議会新会長（カワムラチェーン大阪）

開催し、来賓 38 名、ＯＡＴＡ連絡協
議会会員 280 名、ＯＡＴＡ組合員 86
名の計 404 名が参加した。

宴たけなわの中、中崇ＯＡＴ A 連

せる機会として楽しみにして来られる

のあいさつの後、ご来賓の祝辞として

絡協議会前副会長（かつうら御苑グ

方が多く、限られた時間を有意義にす

大阪府知事・橋下徹様（代理代読）、

ループ）による中締めで、パーティー

ごしさらなる懇親を深める場となっ

社団法人全国旅行業協会副会長・川﨑

は幕を閉じた。

た。

司会には西岡忠弘第５支部長（りん

糺様、大阪府中小企業団体中央会・岡

全国から参加された宿泊・観光・船

くうトラベル）と服部一平ＯＡＴＡ連

本楢雄様（代理代読）よりそれぞれご

車券契約先、案内所の方々が久しぶり

絡協議会前総務部長（共同組合ジャパ

祝辞をいただいた。

ンドライブインセンター）の両氏が務

協定契約機関を代表して、いこい亭

め、山形正副理事長（㈲ツーリストア

菊萬の柴野清代表取締役の乾杯のご発

多数のご参加ありがとうございまし
た。御礼申し上げます。

多数のご参加ありがとうございました。御礼申し上げます。
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来賓ご祝辞

他都市を圧倒する新たな魅力を創出
国内外から観光客誘致
大阪府知事

橋下

徹氏

し上げます。

業界に対する支援の方針も見えつつあ

発信してまいりました。来年度は、イ

ります。

ルミネーションの実施距離をさらに延

大阪府でも、多様な都市魅力を最大

長し、デザインにも磨きをかけるとと

限活かし、国内外から多くの人々を呼

もに、周辺のにぎわいづくりにも工夫

び込むための取組みに力を注いでいま

を凝らしてまいりたいと思っておりま

す。

す。

昨年夏に開催しました「水都大阪

大阪府では、今後とも国内外の人々

日ご出席の皆様方におかれましては、

2009」では、約 190 万人もの方々に

が大阪に来て、見て、楽しめる場を提

日ごろから、旅行業界の健全な発展に

お越しいただき、たくさんの方に “川

供できるよう、他の都市を圧倒する新

ご尽力いただき、また、大阪府観光行

といきる都市・大阪！” の魅力を知っ

たな魅力を創り出し、全国にその魅力

政の推進に多大なご理解・ご協力を賜

ていただけたと思っています。この大

を発信していきますので、皆様方のご

り、厚くお礼申し上げます。

きな成果を一過性のものとすることな

協力をよろしくお願いいたします。

徳原理事長、川村会長をはじめ、本

さて、昨今の厳しい社会経済環境の

く、「水都大阪 2009」の仕組みとノ

最後に、「協同組合大阪府旅行業協

中、観光業界も例外なく大きな影響を

ウハウを活かし、水都大阪のブランド

会」並びに「ＯＡＴＡ連絡協議会」の

受けております。しかし、その一方で、

化を図ってまいりたいと考えており

今後さらなるご発展と、ご臨席の皆様

成長著しいアジア諸国からの訪日外客

ます。また、冬には、「御堂筋イルミ

方のご健勝・ご多幸を心からお祈りい

「協同組合大阪府旅行業協会」並び

数の増加や、国においては「観光立国」

ネーション」を実施しました。期間中

たしまして、お祝いの言葉とさせてい

に「ＯＡＴＡ連絡協議会」の合同懇親

を柱に、次年度の観光予算の大幅な増

の 160 万人にのぼる来訪者はもちろ

ただきます。

パーティーのご盛会を心からお慶び申

額が行われるなど、明るい兆しや観光

ん、内外に向けて大阪の新たな魅力を

組合の存在意義が
改めて見直される時代に
大阪府中小企業団体中央会
会長 岡本 楢雄氏

平成21年度
支

部

コード

山本

晃三

004

㈲いすゞ旅行会

宮崎

征勝

317

㈱日本国際旅行開発

植

健次

080

㈱ジェット観光

多田

文昭

277

ニュートラベルサービス㈱

眞島

右文

288

㈱ニューワールドツーリスト

小林

富久

い問題について対応していく、連携組

030

㈱阪南交通社

畑口

賢哉

織である組合の存在意義が改めて見直

156

㈱浪速観光社

178

日本旅行企画㈱

山根

全勝

371

㈱ジェットホリディ

駒井

和久

409

ワールドツアーシステム㈱

中川

惠市

281

エクセルワールドツアー㈱

中藤

安久

366

㈱アジア航空サービス

ニ輪

泰寛

383

トラベルベストパートナー

牧岡

直樹

398

㈱トラベルウェーヴ関西

角家

篤

にあります。とりわけ中小企業にとり

2

ましては依然として厳しい状況が続い
ております。

されるものと思います。

3

4

先ほど一部業界と申しましたが、太
陽光発電や各種エコ商品などの環境関
連業界や少子高齢化に対応する業界な
ど今後期待されておりますが、皆様に
合同懇

関係の深い観光については、消費の増

のご盛会を心からお祝

加や新たな雇用の創出など、幅広い経

い申し上げます。また、本日、協同組

済効果を生み出すものとして、数年前

合大阪府旅行業協会におかれまして

から大いに注目されております。国で

は、第 35 回通常総会が諸議案滞りな

は平成 19 年１月に観光立国推進基本

く終了されましたことをまずもって心

法が施行され、平成 20 年４月には省

からお慶び申し上げます。

庁再編後初めての設置となる国土交通

平素は私ども中央会の事業活動に格

省に観光庁が設置されました。貴組合

別のご支援とご協力を賜り、この場を

や関係の皆様方におかれてはこれらの

お借りしまして厚く御礼申し上げる次

機運を適格に捉え、より一層結束を強

第でございます。

固にされ、この厳しい時代を切り拓い

貴組合におかれましてはクーポン事
業をはじめ、教育研修事業等、諸般の

5

北嶋

冨士雄

【順不同】

平成２１年度
券

種

クーポン発券上位受入機関１５社

協 定 契 約 施 設名

表 彰 基 準

松園荘 保津川亭
ホテル金波楼
宿 泊 券

ゆのくに天祥

ていかれますように心から念願いたし

白良荘グランドホテル

ます。

琵琶湖グランドホテル

事業を積極的に展開され、旅行業界の

本会といたしましても、「組合の専

振興と大阪経済の発展に大きな役割を

門支援機関」としての役割を果たしつ

果たしておられますことは、誠に心強

つ、国や大阪府などの情報の収集や建

い限りであります。これもひとえに徳

議・要望に、全力を尽くして参る所存

原理事長様をはじめ歴代役職員の方々

でございますので、皆様方の旧に倍す

の献身的なご努力と会員の皆様方の不

るご支援ご協力をお願い申し上げる次

アクロス観光バス㈱

断のご尽力の賜物であり、心より敬意

第であります。

㈱アワーズ アドベンチャーワールド

を表する次第であります。

代表者名

㈱コスモトラベルサービス

1

が一致団結し、各企業では対応できな

親パーティー

組合員名

354

こういう時にこそ、中小企業・業界

協同組合大阪府旅行業協会

ＯＡＴＡクーポン発券上位15社（名）

※ＯＡＴＡクーポン発券上位
税別 16.0% 以上
宴会 10.0％以上
業務用契約

日本交通㈱
船 車 券
（在阪バス）

結びになりましたが、協同組合大阪

大阪バス㈱
近畿観光バス㈱
中央交通㈱

一冨士ケータリング㈱

ご承知のとおり我が国経済は、一部

府旅行業協会の今後、ますますのご発

業界において持ち直しが見られると報

展と、組合員企業のご繁栄、また本日

じられておりますが、個人消費の低迷

ご参会の皆様方のご健勝、ご多幸をご

八っ橋庵とししゅうやかた

や長引くデフレなどにより、全体的に

祈念申し上げましてご挨拶といたしま

㈱マル海

は先行き不透明感が払拭できない状況

す。

観 光 券

㈱よしや

※ＯＡＴＡクーポン発券上位
貸切 12.0％以上
付帯クーポン契約

※ＯＡＴＡクーポン発券上位
食事 16.0％以上
施設 10.0％以上

渡辺水産
【順不同】
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▍OATA組合員紹介 ▍
▍第１支部

日本トラベルサービス
（株）

▍第2支部

大力観光㈱

▍第3支部

㈱関西ツーリスト

年を迎え、50 周年記念ツアーを受け
入れの皆様のご協力により商品化した
いと思っております。
カウンター営業とチケットぴあのス
テーションショップとしての営業に加
え、一般・個人・団体営業や募集方企
画商品パステルツアー「山歩きの旅」
を京阪神 150 店舗にて販売しており
ます。お近くにお越しの際は、お気軽
に立ち寄ってください。
またリピーター化に努めるため、接
客サービス向上と自社商品としては内

弊社は旅行業を始めて 45 年目、Ｏ
ＡＴＡ創立時より組合に加入し、阪神
淡路大震災の翌年に現在の場所に移転

容の充実と、催行保証ツアーの設定を
現在の地（近鉄今里駅前）に事務所

多くすることに力を入れております。

ル耐震補強工事に伴う全館リニューア

皆様もお客様に「山歩きの旅」を一度

インターネットが普及し、不況と相

ルにより、地下鉄谷町線天王寺駅へ通

お勧め下さい。リピーター化間違いな

取り扱いの業務上、ＯＡＴＡへの貢

まって旅行業界は、非常に厳しい時代

じる同ビル地下へ移転しました。装い

しと自負しております。パンフレット

献度は低いですが、社長と息子（写

ですが、グループの国内・海外旅行を

も新たに従来のお客様にプラス新規の

はＯＡＴＡ事務所に置いてありますの

真）の２人体制で頑張って営業してい

中心に「安心・安全・心に残る旅」を

お客様の開拓に社員一同頑張っており

でご利用下さい。

ます。

モットーに、プロ意識に徹し、スタッ

ます。

して 14 年が経ちます。

を移して、10 年が過ぎました。

昨年８月に天王寺駅ステーションビ

フ一同頑張っています。

当社は、今年 2010 年に開業 50 周

今後末永くご利用の程お願いいたし
ます。

▍第4支部

㈱阪南交通社

日帰り視察研修旅行

熊野古道中辺路にオープンした
「古道歩きの里ちかつゆ」を見学

阪南交通社は創業 46 年になります。
昨今の業務形態は、インターネット
「古道歩きの里ちかつゆ」を視察

でのツアー販売が主体となり、関西発
のみならず、関東・中部・九州発の商
品も幅広く展開しております。

阪神高速〜近畿道〜阪和道〜３１１号

一般企業やグループ、学生団体の営

線のルートを通り、11 時 30 分に「古

業も積極的に行っております。

道歩きの里ちかつゆ」に到着。昼食を

今後とも皆様のご協力のほどよろし

いただいた後、牛馬童子〜近露王子間

くお願いいたします。

（約 1.3 ㎞）の熊野古道歩きを体験し
ました。天候にも恵まれ、さわやかな
汗を歩き終え、野中の清水・継桜王子

▍第5支部

も見学しました。

田中観光サービス

熊野古道を散策するにあたっては、
今まで観光バスを止め置きできる場所
もなく、乗用車での個人客も車の駐車
に困っていましたが、専用シャトルバ
スの運行により、車を止め置いたまま
古道歩きができるようになりました。
「古道歩きの里ちかつゆ」もオープ
ンしたばかりで、レストランの団体客
対応にまだまだ改善の余地があると感
じましたが、南海グループさんの前向

昭和 46 年に大阪府和泉市に開業し、

きな取り組みにより、今後は旅行者に

まもなく 40 年を迎えます。

も旅行業者にとっても便利で必要な施

長い間続けてこられましたのは、皆様

設となることでしょう。

方のご支援のおかげだと感謝しており

熊野古道歩きを楽しむ参加者㊤と、「古道歩きの里ちかつゆ」で記念撮影

ます。

今回の研修旅行の実施にあたり多数
参加いただきました組合員様と色々と

また「小回りがきく、きめこまやか

４月６日（火）、総務・広報・研修

「古道歩きの里ちかつゆ」の視察研修

ご配慮いただきました南海グループ様

なサービスの提供」を心がけ、頑張っ

委員会におきまして日帰り視察研修旅

で、39 名の参加をいただいての出発

に心より御礼を申し上げ、研修旅行の

てまいりますのでこれからもどうぞよ

行を実施いたしました。南海電鉄グ

となりました。

報告とさせていただきます。

ろしくお願いいたします。

ループにより３月 27 日オープンした

午前８時に梅田出発し難波を経由、

（福島）
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組合員動向

1泊教育・研修旅行

■組合員異動

三朝薬師の湯 万翆楼を中心に
周辺施設・観光名所を巡る

コード

（平成22年4月15日現在）

組

合

員

名

項

022 ㈱中央交通トラベルクラブ

目

支部

代表者変更
代表取締役

4

大野 康至

所在地・FAX 変更
〒530ｰ0015大阪市北区中崎西1ｰ8ｰ24
アインズビル梅田207

234 ㈱トラベルジャパン

ＦＡＸ．
06ｰ6374ｰ1049

3

電話番号は変更なし
業務範囲（登録種別）変更

322 コスモ観光サービス㈱

大阪府知事登録旅行業

第3ｰ1326号

4

所在地変更
〒583ｰ0027

371 ㈱ジェットホリディ

藤井寺市岡2ｰ12ｰ6
進和ビルディング3F

4

TEL．
FAXは変更なし
代表者変更
代表取締役

372 アクロス観光バス㈱

大阪府知事登録旅行業

取県内の隠れた観光施設、新装なった

第3ｰ2546号

社名変更

三朝温泉「万翆楼」の見学を中心とし

ユニチカビジネスサービス㈱ユニチカトラベル（旧社名）

た１泊教育・研修を１月 19 〜 20 日

代表者変更

に実施し、組合員 19 名が参加しまし

397 ユニチカ㈱

た。

代表取締役

3

安江 健治

登録番号変更

研修初日は朝８時に難波を出発し、
バスで中国道へ。赤松 PA にて小休憩

2

登録番号変更

３月末に開通予定の鳥取道区間と鳥

梅田を経由してアクロス観光サロン

船岡 史朗

大阪府知事登録旅行業

石谷家住宅で記念撮影㊤、
2 日目に立ち寄った米子水鳥公園

後、佐用 IC まで走行。３月末に開通

第2ｰ2532号

所在地・
ＴＥＬ
・
ＦＡＸは変更なし
所在地・FAX変更
413 ㈱Ａ−Ｚトラベルサービス

〒538ｰ0035

大阪市鶴見区浜2ｰ3ｰ44
パークヒルズ鶴見1F106号室

2

する佐用 JCT を車窓より見ながら国

で観察して、鳥たちの生活を教えてい

道 373 号線を西粟倉 IC へ、既に開通

ただきました。ただ昼の時間で、白鳥

済の区間を智頭 IC まで高速ドライブ

たちが飛び立っていて少なかったの

して智頭へ。林新館にて昼食後、ボラ

が、残念！

ンティアの河村さんの案内で智頭宿の

壮観だそうです。この後、弓ヶ浜半島

石谷家住宅、漫画やＴＶドラマ「夏子

を境港へ出て「水木しげるロード」を

135

菅野観光サービス

菅野

勲雄

1

の酒」のモデルとなった諏訪酒造、西

バスで走り、ゲゲゲの鬼太郎のモニュ

333

㈱名阪旅行社

鎌田

淳司

1

河克己映画記念館、塩谷出店を見学。

メントたちを車窓より見物。大漁市場

278

おかじまトラベル㈱［破産申立による］

岡嶌

三和子

1

開通済の河原 IC まで走行して鳥取市

のお食事処弓ヶ浜にて昼食。魚介類の

の荒木又衛門の墓と羅漢さんの襖絵で

買物をして、米子 IC へ戻り寿城でお

知られる玄忠寺を参詣。田中住職の楽

茶とお菓子をいただき、ゆっくり休ん

■船車券

しいご説明にひとときを過ごした後、

だ後、米子 IC から大阪へ予定通り 18

近

国道９号線から山陰道青谷 IC 〜はわ

時過ぎに無事帰着。

■宿泊券

朝の早い時間と夕方が

ＦＡＸ．
06ｰ6913ｰ5812
電話番号は変更なし

■組合員脱退

（平成22年4月15日現在）

コード

組

合

員

名

代

表

者

OATAクーポン新規協定契約先
畿

バ

名

平成22年4月15日現在

ス

06077901

㈱ウイング

い IC を経由して三朝温泉万翆楼に 16

今年は寒い冬でしたが、この２日間

静

岡

県

伊 東 温 泉

74100801

ホテル暖香園

時半頃到着。３班に分かれて、係の方

は暖かい晴天に恵まれ、有意義な研修

大

阪

府

中

区

06240901

大阪シティホテル京橋

の案内で館内施設を見学。各自部屋に

旅行となりました。ご協力いただきま

滋

賀

県

瀬

田

入室後、新装なった薬師の湯へ入浴。

した各施設さん、ありがとうございま

06385101

ロイヤルオークホテル スパ＆ガーデンズ

宴会はルーム係さんの手踊りと豪華な

した。また、現地にてお待ちいただき、

広

島

県

湯

坂

07352101

ホテル賀茂川荘

料理を楽しんで研修第１日目の夜は更

翌日もバスに一緒にご乗車いただいた

徳

島

県

阿

市

08679701

土柱ランド新温泉

けてゆきました。

「かつうら御苑」グループの中常務様

翌日はお世話になった三朝温泉の万

と大阪から２日間お世話いただいた同

翆楼を９時出発、赤碕にある大山乳業

グループの大平氏には格別のご高配を

の近代的な工場を案内していただき新

賜りまして、厚く御礼申し上げます。

鮮な牛乳を試飲。おいしさの秘密に全

次回もより良き研修が出来ますよう

員ナットク。乳製品の買物も楽しんだ

委員一同更なる研鑽に努めますので、

後、山陰道を名和 IC 〜米子南 IC まで

ご参加・ご協力の程よろしくお願い申

走行、米子水鳥公園を館長さんの説明

し上げます。

（瀧本）

地

波

■観光券
長

野

県

長

野

73700101

信州そば蔵

長野店

岐

阜

県

高

山

04873901

飛騨めん処

板蔵

和 歌 山 県

紀 伊 田 辺

76700201

海鮮問屋

兵

庫

県

明

石

06550103

明石焼工房 たこや 蛸老亭

香

川

県

小豆島内海

78700201

二十四の瞳・岬の分教場

■提携業社
アミイファクト㈱

さんふらわあトラベル㈱

支部

丸長

田辺店

連絡協議会コーナー

8

2010.05.01 ／第 159 号

定時総会を開催

第19回

あいさつする川村会長㊤と中村副会長

22年度の事業・予算など決まる
Ｏ Ａ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 は ３ 月 24 日

【第 5 号議案】 平成 22 年度収支予算

れ、議案について審議に移った。

（案）の件

（水）、シェラトン都ホテル大阪・大和

○

の間において「第 19 回定時総会」を

【第 1 号議案】 平成 21 年度事業報告

開催した。

【第 7 号議案】 その他の件

の件

服部総務部長の司会進行の下、川村

【第 2 号議案】 平成 21 年度収支決算

会長があいさつに立ち「足元の悪い中
おおぜいの方にご参集いただきまこと

【第 3 号議案】 平成 21 年度監査報告

役員が報告後審議されたが、いずれも
原案通り可決承認され、安藤副会長の

の件
【第 4 号議案】 平成 22 年度事業計画

続いて中村副会長が議長に指名さ

○
以上の議案について、それぞれ担当

報告の件

にありがとうございました」とお礼を
述べた。

【第 6 号議案】 役員改選の件

閉会の辞で幕を閉じた。
（広報部・松岡）

（案）の件

記念講演

大阪観光大学
教授 尾家 建生氏

「ニューツーリズム時
代の観光戦略」を語る
ＯＡＴＡ連絡協議会総会終了後、大

地域密着型、テーマ型）を一般的観光、
新しい観光産業に替えることから話が
始まった。
先生からいただいた参考資料に基づ
いて▶情報通信革命とオンライントラ
ベル・ビジネスについて▶新しい観光
の重要な要素（食によるまちづくり）

阪観光大学の尾家建生教授による記念

の取り組みについて▶グローバル化に

講演が行われた。観光産業の成長分野

よるインバウンドビジネス▶新しいと

と戦略について考える、時代の大きな

ころではクルーズ顧客の新マーケット

変革の中で成長の限界を乗り越える

開発▶地域のネットワークによる観光

「考え方の転換」をテーマで講演をい

促進─など、あらゆる視点から観光に

ただいた。

ついてお話をいただいた。
（広報部・松岡）

ニューツーリズム（体験型、交流型、

様々な視点から観光について語った尾家氏

和やかに合同懇親パーティー

議会前総務部長お２人の司会進行で和
やかに懇親会が始まった。
席上、来賓ごあいさつ・乾杯の後、
優秀組合員表彰・発券上位受入機関表
彰など賞状と、記念品が贈呈された。

協同組合大阪府旅行業協会とＯＡＴ

懇親パーティーであいさつする川村会長

連 絡 協 議 会 280 名（ 会 員 276 名、

また、ＯＡＴＡ連絡協議会の退任役

Ａ連絡協議会の合同懇親パーティーが

ご 招 待 ４ 名 ）、 組 合 124 名（ 組 合 員

員への感謝状贈呈と新役員が紹介され

シェラトン都ホテル大阪４階・浪速の

86 名、来賓 38 名）計 404 名が出席し、

た。

間で総会に引き続き開催された。

西岡第５支部長と服部ＯＡＴＡ連絡協

告

知

欄

平成22年4月 現在

『創業 75 周年のリーガロイヤルホテル』75 周年パーティプランを 8,000 円でご用意しました。
シェフ渾身の特選お料理をお楽しみください。

大 阪 府

リーガロイヤルホテル

岡 山 県

下電ホテル

３月末にツイン 16 室、玄関、ロビー、和洋宴会場（70 名）と大宴会場の入口をリニューアル
オープンしました。

平成22年3月

和歌山県

ホテルシーモア

80 名収容洋式宴会場をご用意いたしております。

平成22年3月

岐 阜 県

宝生閣

飛騨高山温泉 宝生閣は高山随一のロケーションと癒しにこだわった露天風呂付客室 11 室を４月改装
オープン。

平成22年4月

三 重 県

プレミアリゾート 夕雅 伊勢志摩

大宴会場床板を全面新装リニューアルしました。収容 200 名です。

平成22年1月

兵 庫 県

銀波荘

赤穂の銀波荘は 2010 年 10 月、新設の温泉施設『海遊大浴苑』をオープンします。海と空に溶け込
む露天風呂が自慢です。

平成22年4月

大 阪 府

帝産観光バス

代表取締役社長に亀岡寛冶が就任しました。

平成２２年３月

和歌山県

アドベンチャーワールド

鹿児島県

霧島観光交通

大阪営業所開設

鹿児島県

霧島ホテル 高千穂館

全室内装改修工事 16 室が４月末に完成。

平成22年4月

鹿児島県

霧島ホテル

平成 22 年７月 14 日〜 15 日㈭ 15 時まで全館休館。

平成22年4月

和歌山県

和歌山マリーナシティ

和歌山マリーナシティ・黒潮市場２階の和食レストラン『荒磯』が 200 席に増床リニューアル！

平成22年4月

大 阪 府

なんばグランド花月

なんばグランド花月は皆様に愛され 22 年、京橋花月はオープンして２年、皆様に笑いを提供いたします。

平成22年4月

「2010 ナイトアドベンチャー」を４月 29 日〜５月４日は 21 時まで、７月 31 日〜８月 30 日は
20 時 30 分まで営業。
大阪市淀川区東三国 6-19-12 第三田村マンション 606 号室

平成22年4月

平成22年4月
平成22年4月

※お断り：ご提供いただいた原稿を広報部で一部編集している場合がございます。

