
　組合員の皆様、受入機関の皆様、暑
中お見舞い申し上げます。
　平素は、皆様方には格別のご支援ご
協力を賜わっておりますこと紙面をお
借りし御礼申し上げます。
　さて、今春の役員改選より新役員の
もと今期事業計画に沿って活動を致し
ております。
　新役員および事務局職員も「組合員
のため、組合のため、何をなすべきか、
何ができるか」を常に考え最善の努力
を誓い職務に励んでおります。
　長期に渡る景気低迷が続く中、本年
５月に発生した新型インフルエンザは

我々観光業界全体に大きな打撃を与
え、今もその傷跡に苦しんでいるのが
現状であります。
　ＯＡＴＡでは、ＯＡＴＡ連絡協議会
と連携し、事業部で取り組んでおりま
す「ファーストツアー　日本の宿」の
個人・団体の宿泊プランの増売に努力
をしており、ＯＡＴＡブランド商品と
して育ててまいります。来期には更な
る旅館の皆様の商品提供を期待してお
ります。
　恒例となりましたＯＡＴＡ連絡協議
会主催の「納涼ビアパーティー」は盛
大に開催され、猛暑と不景気風を吹き

飛ばすべく、熱気溢れる懇談の場とな
りました。
　また、㈱全旅とも協力関係をより強
固なものとし、組合員の利便性の向上
に努めてまいります。
　ＯＡＴＡの基幹事業となりました
「天神祭　船渡御の 300 人乗り御金幣
船貸切事業」は本年度も昨年に続き
早々と乗船券を完売することが出来ま
した。浪花の夜空に打ち上がる百花繚
乱の花火の下「ＯＡＴＡ丸」が不景気
風を吹き飛ばすべく、祭囃子の中、景
気良く船列に加わりました。
　私達は「相互扶助の精神」と「信用
と保証のＯＡＴＡ」をＯＡＴＡの原点
とし頑張ってまいります。皆様にはよ
り一層のご支援ご協力を賜わりますよ
うお願い申し上げます。
　終わりに、暑さ厳しい折柄、皆様の
ご健勝と事業の益々の発展をお祈り申
し上げ、暑中のご挨拶とさせて頂きま
す。

日本三大祭の一つ、天神祭「船渡御」が7月25日に行われ、OATAは今年も旅行業者として唯一の貸切船を運航
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▎天神祭「船渡御」  7月25日開催

　日本三大祭の一つ、天神祭「船渡
御」が 7月 25 日に行われ、協同組合
大阪府旅行業協会の貸切船は 288 人
の参加を得て 100 隻を超える船列に
加わりました。4年目を迎える本事業
は、旅行業者で唯一の貸切船運航とし
て定着し、今年は土曜日の開催と重な
り早々と定員に達しました。受付時は
小雨模様でしたが出航直前に天気は持
ち直し、参加者は船同士の「大阪締
め」や約 5千発の花火を満喫し大盛
況でした。本年も成功裡に終えること
ができ、関係各位の皆様に改めて御礼
申し上げるとともに、今後とも本事業
に対しご支援ご協力をお願い申し上げ
ます。

御金幣船貸切事業は
今年も大盛況
協同組合 大阪府旅行業協会
理事長  徳原　昌株
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　暑中お見舞い申し上げます。平素は
組合運営に何かとご協力いただき、誠
にありがとうございます。
　財務を担当し２期目に入っています
が、財務としての責任の重さを今まで
以上に感じながらの毎日です。
　さて組合運営の根幹であるＯＡＴＡ
クーポン事業につきましては、今期も
前期同様、前期実績の 102％発券の
計画を立て、皆様にご協力をいただい
てまいりました。昨年来の不況の中、
天下のトヨタまでが多額な赤字を計上
するなどし、我々の旅行業界にも逆風
が吹き続きました。その中２月から４
月までは悪いながらも健闘の３カ月で
した。しかしながら５、６月は「クー
ポン発券増強期間」が設定され、これ
からという時に新型インフルエンザと
いう嵐が吹き荒れ、非常に厳しい２カ
月でした。しかし６月半ばからは少し
ずつ持ち直しており、これからに期待
しております。
　また組合の大きな事業である天神祭
「船渡御」の集客については、組合員・
事務局で約 240 名の集客とのことで、
昨年以上に収益向上に寄与するようで
す。ありがとうございます。
　まもなく下期に入りますが、組合と
しても収益向上の努力と共に、経費削
減に努めてまいります。皆様方にも上
期の分を取り戻すべく、より一層ＯＡ
ＴＡクーポン発券に努めていただきま
すようお願い申し上げます。
　なお、周知の通り組合では《ＯＡＴ
Ａ組合員経営相談窓口》を「税理法人
　和（なごみ）」に設置しております。
お気軽にご相談ください。

　「一事（いちじ）を経（へ）ざれば
一（いっ）智（ち）に長（ちょう）ぜず」
　俗諺（ぞくげん）「一つの事をやり
遂げてはじめて一つの知恵が身につ
く」ふつうの人間はいっきょに総合的
な知を身につけることは難しい。試行
錯誤を繰り返しながら、一つ一つの困
難をクリアして経験を積み、視野を広
めてゆくしかないと思われる。経験の
重要性を説く格言。総務部前部長はじ
め暦代部長が築いてきあげてきた実績
を検証しつつ、平成 21年度事業計画
が、羊頭（ようとう）狗（く）肉（に
く）になることなく委員一同と共に実
行に取り組んでいきます。
　事務局体制が変更になった関係で組
合員の皆様にはご不便をおかけしてい
ますが、職員も努力しておりますので
ご理解ください。今後共組合運営にご
協力お願いします。

　暑中お見舞い申し上げます。
　ＯＡＴＡのＩＴといえば「ＯＡＴＡ
ネットワークシステム」の事と思われ
るかもしれません。会員の皆様には毎
日のクーポン発券、精算や修正などの
クーポン発券端末としてのイメージし
かないかもしれませんが、それを支え
るホストシステム、データーベースま
た受け入れ機関に対する支払い業務に
関する一連の作業、保守などがありま
す。大切な発券データーを間違いなく
処理し、受け入れ先へ報告送金を確実
に処理できるよう日々絶え間なく動い
ております。今期は総務・広報・研修
部から独立した組織となり一段とその
役割が重くなったと受け止めていま
す。
　目的の第一はいうまでもなくＯＡＴ
Ａネットワークシステムの安定運用で
す。そのためには事務局内部での日々
の機器管理、保守、データー管理等を
遅滞なく運用することは当然ですが、
開発会社や担当者と連絡を密にしてト
ラブルの発生をなくすべく話し合いを
始めております。
　また事務局内部のデーター管理や事
務局と組合員の皆様との相互の情報伝
達を遅滞なくおこなえるよう準備を整
えつつあります。
　今やＯＡＴＡ自体、組合員の皆様も
ホームページや、ブログ等を通じて独
自の情報を消費者に対して発信してい
かなければならない時代になっていま
す。事実、本年の天神祭船渡御の販売
もホームページでの販売が相当数に
上っております。このように消費者向
けのホームページの充実を図ることも
さることながら、組合員の皆様にも情
報発信の大切さをご理解いただけるよ
う順次勉強会を開催していきたいと
思っております。
　ＩＴ（インフォメーション・テクノ
ロジー）は単に技術的なものだけでな
く、昨今はＩＣＴ（インフォーメーショ
ン＆コミュニュケーション・テクノロ
ジー）といわれております。情報をた
だ発信するだけでなく、そこに双方向
の意思の伝達が不可欠だと思います。
　ＩＴは他人事でなく商売繁盛のツー
ルであると認識したいと思っていま
す。

　組合員の皆様には事業部に対しまし
て日頃から多大なご協力を頂きまして
誠にありがとうございます。事業部長
としましては２期目を務めさせて頂い
ております。まだまだ未熟ですが、今
期も新たな事業委員の協力を得ながら

　組合員の皆様には暑さ厳しき中、
日々お過ごしのこととお見舞い申し上
げます。
　昨年４月に支部再編成が実施され

　支部長会会長として、前支部長会会
長の「ＯＡＴＡは常に勝ち組みたれ」
という昨年のＯＡＴＡニュース盛夏号
の気持ちを引き継いで、ベテランと新
任の５支部長の協力のもと今後２年間
頑張っていきたいと思っています。
　組合員の皆様には、各支部長に対し
て要望や意見等をＱ＆Ａ、会員の声と
してどんどん出してほしいと思いま
す。支部長はそれらの案件を支部長会
でまとめ、理事会にて協議いただき組
合員に正確に伝える。このことによっ
て支部長会も活発になると思っていま
す。「パイプのけむり」のペーパーの
報告だけではなく、毎月の支部会を時
間の無駄と思わず有意義なものにして
ほしいと思っております。
　まずは支部会に出席すること。その
ために「パイプのけむり」の支部長会
報告に平均出席率の表がついておりま
す。各自が関心を持っていただきたい
と思います。
　次に、事業の柱であるＯＡＴＡクー
ポン発券増強期間・春期（５‒６月）
は新型インフルエンザや不況の影響で
対前年に遠く及ばず残念な結果に終
わってしまいました。秋期（10‒11月）
には一層の皆様のご協力をお願いする
と共に、新しい視点での取り組みをご
提案してほしいと思っております。
　また支部長会主催のレクリエーショ
ンは、組合員とその家族、友人のため
の行事です。今年は、個人では体験で
きないパーティプランによる夕食会、
ＵＳＪの今年の目玉「スターライトパ
レード」の見物を盛り込んだＵＳＪに
決定いたしました。上記の基本プラン
のほかに、朝または昼から入園する基
本プランに合流して組合員の皆様のみ
ならず家族、友人などお誘い合わせの
上参加していただきたいと思います。
　支部長会では組合員のためになる、
役立つことを今後とも考え実行してい
きたいと思っています。その一環とし
て６月に各支部会でＡＩＵ・ＯＡＴＡ

事業遂行に努めて参りたいと思います
のでよろしくお願いいたします。
　まずは組合の大きな事業の１つとな
りました「天神祭　船渡御」貸切事業
も受け入れ体制の充実を図り、従来か
らのＯＡＴＡの垂れ幕・のぼり等に加
え、ＯＡＴＡオリジナルの「うちわ」
「スタッフＴシャツ」を作成しました。
各理事・各委員・事務局職員には受け
入れ当日の準備等では炎天下の中ご協
力頂き感謝申し上げます。今回で貸切
事業としては３回目を迎え本年も無事
完売でき、組合員の皆様にもご協力い
ただいたことに改めて感謝申し上げま
す。
　事業部では組合員の利便性向上と契
約施設の減少の現状を踏まえて、かね
てより希望がありました「全旅クーポ
ン」の各組合員の店舗にて発券して頂
けるよう検討・交渉の結果、システム
導入の運びとなり、秋のシーズンに向
けて準備を進めております。組合員の
皆様にはＯＡＴＡクーポン未契約部分
を埋めて頂け、事務局引き取りの手間
も省け、精算はＯＡＴＡクーポンにて
処理して頂けますので、ぜひご登録の
上ご活用ください。
　「ファーストツアー　宿泊プラン」
（ＯＡＴＡ特選旅館）をこれまで以上
に “使いやすい商品” を基本とし、団
体プランと個人プランのさらなる内容
充実に向けてさらに検討・研究をして
いきます。まだまだ皆様の希望通りの
商品ではありませんが、今後も各事業
委員と共にまた支部会での意見も頂き
ながら、商品価値の高い設定になるよ
う努めて参りたいと思います。
　同じく「ＯＡＴＡブランド」である
ＡＮＡ「航空券＋宿泊」プランのパン
フレットの設定・作成を継続しており
ます。今後の仕入れ・商品展開に役立
つ商品でもありますので、取扱の仕方・
案内等も検討・研究をして組合員の皆
様には「宿泊プラン」と同様にご販売
にご協力の程宜しくお願い致します。
「年末お買い物ツアー」は組合員のご
要望もあります新コース設定や内容充
実に向けまして、取り組んで参ります。
　「ＯＡＴＡブランド」の確立（商品
設定の充実等）と組合の根幹でもある
クーポン事業に関しては今後も協定機
関の契約拡大を図れるように、組合・
組合員を取り巻く状況を把握し、「何
をすべきか」「何ができるか」を考え
ながら事業委員会一丸となって事業推
進に努めて参りますので、組合員の皆
様の率直な意見・希望をいただきなが
ら、事業部としてどう汲み取り、どう
活かしていけるかを考えながら、ご期
待・ご要望に添えるよう努めてまいり
たいと思いますので、今後も組合員の
皆様の多大なるご協力をよろしくお願
い申し上げます。

129 社５支部制で新しく出発いたし
ましたが、現在までにアクシデントも
含め３社が退会され、すでに 126 社
となっております。特に前年度は「年
間５社加入」を目標としましたが、残
念ながら「新規加入ゼロ」という最悪
の結果となり、自身の微力さを自らが
恥じている次第です。
　本年は「年間３社加入」を目標とし、
平成 21年度事業計画に基づいた諸事
項を支部長会の系列のもと各支部長と
協力し、また、総務部とも連携しなが
ら新規加入促進に努めて参ります。
　また、組合員各位ならびにＯＡＴＡ
連絡協議会様などの受入機関の方々の
側面的な情報提供のご助力ご支援をい
ただきながら、組合員増強のための努
力をしていきたいと存じております。
　何とぞ「組合員増強目標達成」のた
め、よろしくご支援のほどお願い申し
上げます。

 活動と今後の方針
 各部・委員会
平成21年度

 総務・広報・研修部
一事を経ざれば一智に長ぜず

部　長　内田　正人

 財 務 部
OATAクーポン発券、下期に期待

部　長（専務理事）　小林　富久

 事 業 部
OATAブランド確立に向けて

部　長　衣川　賢一

 支部長会
組合員に役立つ事業を展開

会　長　寺岡　位忠

 I T 部
ITを商売繁盛のツールに

部　長　藤原　雅彦

 組合員増強小委員会
目標達成のためさらに努力

委員長　西田　三郎
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■船車券

近 畿 貸 切 バ ス 06009901 ㈱ロマンス

近 畿 貸 切 バ ス 06466501 旅交房

近 畿 貸 切 バ ス 06850901 ㈲日の丸レンタカー

■宿泊券

長 野 県 善 光 寺 73100201 善光寺宿坊　常住院

静 岡 県 土 肥 温 泉 74100701 牧水荘　土肥館

福 岡 県 博多駅付近 79101301 ホテルニューオータニ博多

■観光券

兵 庫 県 姫 路 06415901 太陽公園

兵 庫 県 東 浦 06801501 淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」

岡 山 県 総 社 77700101 吉備路もてなしの館

岡 山 県 倉 敷 77700201 星野仙一記念館

島 根 県 松 江 07856501 松江城

島 根 県 松 江 07856502 武家屋敷

島 根 県 松 江 07856503 小泉八雲記念館

■提携業社

㈱ティーワイティー （ Ｔ Y Ｔ ）

　組合員動向
■組合員異動　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年7月20日現在）
コード 組　合　員　名 項　　　　　　目 支部

234 ㈱トラベルジャパン
FAX 変更

3
FAX.06ｰ6374ｰ1049

022 ㈱中央交通トラベルクラブ 八尾営業所の廃止 4

暑中お見舞い申し上げます。
　支部員の皆様のご協力を得ながら、
再度、支部長としまして支部運営に努
めて参り、早４ヶ月が過ぎました。
　４月からの支部会では私自身の準備
不足等で支部員の皆様には色々な面で
ご迷惑をおかけしましたが、ご協力の
お陰様で何とか支部会を運営して参り
ました。岡本前支部長が進めてこられ
た「支部会を活発な意見・情報交換の
場とする」との意識付けが、支部員の
皆様の意識の中にも浸透し、支部の雰
囲気にも現れてきたように感じられま
す。支部員の皆様が今の現状と将来の
展望等を共に考え、議論できる場と
し、更に自分たちにとっての大きな受
け皿ともいえる組合の今後を考え、気
持ちを共有できるような支部会にして
いけるようつとめていきたいと考えて
おります。また有意義な提案をして頂
きながら、力不足でまだまだ支部員の
皆様の期待に添えるような所まで来て
いないのが現状ですが、相互扶助に基
づく「仲間力」とでもいうような力を
支部全体の力として生かしていけるよ
うに、支部長としまして頑張っていき
たいと思っております。
　支部会の出席率・組合行事への参加
協力等につきましては、日頃の業務の
お忙しい中支部員の皆様にはご協力頂
きまして、他の支部と比べましても遜
色ない現状ですが、今後は支部として、
より意識を持ってより魅力ある支部会
運営を支部員の皆様と共に進めて参り
たいと思います。
　支部会終了後も毎回、お時間の許す
限り懇親会を開催させて頂き多数の支
部員様の参加をいただいております。
この機会を継続し、支部会では出しに
くい意見も頂けますので今後も支部員
の親睦と意見交換の場として活用して
いきたいと思っておりますので、
支部員の皆様にはできる限りご参加頂
けますようお願い申し上げます。
　２度目の支部長ということで、これ
までの経験を生かして少しでも充実し
た支部会運営ができるように「組合の
活力は支部会から」という基本姿勢で
支部員の皆様の意見をいかに汲み取り
活かしていけるかを考えながら、また
『組合の方向性をどう考えていくのか』
を意識しながら皆様の意見をいただ
き、期待に添えるよう努めてまいりた
いと思っておりますので、これからも
支部員の皆様のご協力をよろしくお願
い致します。

　今年は繁忙期の５月６月に新型イン
フルエンザが嵐のように襲いかかり、
非常に大きな傷跡を残していきまし
た。厳しい暑さの中、組合員の皆様方
には傷跡の修復のため日々走苦されて
おられるのではと、暑中ともどもお見
舞い申し上げます。
　私、第２支部の支部長として引き続
き３期目を務めさせて頂くことができ
ますのは支部員皆様のご支援と先輩理
事、委員のご指導のお陰と存じておる
次第です。
　支部会運営につきましては、第２支
部独自のスタイルを打ち立て、支部員
の皆様に満足を頂けるよう常に思考い
たしておりますが、中々結果を見るこ
とができません。しかしバス関連の支
部員様からのバス業界の情報提供、ま
た毎回の支部会で一言欄を利用した支
部員様から頂く受入施設などの各種情
報の交換など、支部員の皆様の多大な
ご協力により少しは前へ進むことがで
きたのではないかと考える次第です。
　今後もＯＡＴＡなどの各種行事への
積極的な参加協力、支部会出席率の向
上などを目標に挙げ、更に日常業務に
役立つ楽しい支部会を目指してまいり
ますので皆様のご指導とご鞭撻をよろ
しくお願い申し上げます。

　支部長として２期目を迎えました。
皆様の協力によりスムーズな支部会の
運営ができていると思っております。
支部員は 27社ですが、組合三役の小
林専務理事、全旅協大阪府支部長の松
本氏など多彩な人材と各委員も充分に
役目を務め、私も今日まで何とか役目
を務めさせていただいております。出
席率は昨年並みですが、あと少しだけ
向上させたいと思っています。
　持出支部会として８月に支部長会主
催のレクリエーションに参加します。
　昨年は連絡網の整備を致しました
が、今期は支部親睦会規約の改定を４
月に行いました。昨年に引き続き８月
に親睦１泊旅行を木曽路方面へ行くこ
とになりました。当日選挙があるよう
ですが、不在者投票でもして多くの参
加を期待しております。
　ＯＡＴＡクーポン発券増強春期は残
念な結果に終わりましたが、秋期には

　旅行業界各社の世代交代が進み、厳
しい環境の中、今まで以上に様々な考
え方で、しのぎを削っておられること
と思います。
　特に今年は新型インフルエンザの影
響もあり、５̶６月発券増強月間の成
績を見れば、例年以上に厳しい年にな
りそうです。
　以前からもＯＡＴＡ会員内だけでな
く、支部内での競合も多々見受けられ
ますが、今まで以上に増加するのでは
ないでしょうか。
　昨今の余裕のない厳しい経営環境の
中、仕事上の「取った取られた」は、
常識的且つ紳士的範囲内に於いて当た
り前のこととして、支部会では情報交
換や営業上の相談、遊び等気軽に話が
でき、楽しく仕事をするための活力の
場となるよう支部運営に努めます。そ
うすることが、ＯＡＴＡ全体及び各社
の利益につながるものと考えますの
で、今後も積極的な支部・組合行事へ
の参加をお願いします。

　４月に支部長に就任させて頂いてか
ら、あっという間に時間が過ぎていま

保険事務所さまによる災害補償保険、
特別補償制度等についての説明会を実
施し、各支部からのＱ＆Ａに対して「パ
イプのけむり」にて回答いたしました。
　また今後、ファーストツアー特選旅
館のＰＲを兼ねて、事業部と協議の上、

商品説明会を各支部で実施しようと考
えています。
　終わりに暑さ厳しき折、皆様方のご
健勝と事業の益々の発展をお祈り申し
上げると共に今後とも組合運営にご協
力をお願いします。

他支部を引き離して３支部の実力を見
せつけたいものです。
　今後とも活発な意見や組合行事の参
加などを期待しております。変わらぬ
ご支援、ご協力をお願いします。

す。５支部の方々は、支部会への参加
も積極的で、皆さんに支えられながら
何とか務めさせていただいています。
本当にありがとうございます。
　さて、今年度はサーチャージの高騰
が終息を迎え「さあこれから！」とい
う時期に新型インフルエンザを迎えて
しまい、私たち旅行業界には厳しい状
況となっています。こんなときにこそ、
５支部という縁で出会った皆さんとの
パワーを集結するときです。
　５支部は支部会への出席率の高さを
利用し、１回１回の支部会の内容の充
実を図りたいと考えています。昨今、
膨大な情報が満ち溢れ、お客様のニー
ズも多様化しています。たとえば、高
速道路料金の細分化により車を使って
旅行をする方が多く見受けられます。
それに伴い空前のペットブームによ
り、家族の一員としてペットを連れて
出かける方も増えています。そんな時、
情報をスムーズにお客様に提供できる
ように、一会社では限りのあるあまり
知られていない情報交換を、５支部は
積極的に行いたいと思っています。
　また、５支部といえば支部内に関西
国際空港があります。関空も決して明
るい状況ではないですが、もう１度関
空を見直し、そこから集客を目指せる
ような魅力ある情報も交換したいと考
えています。
　それが、ひいては売り上げ向上に、
そしてＯＡＴＡクーポンへの発券率
アップへとつながることは間違いない
のですから…。

 活動と今後の方針
 第1支部～第5支部
平成21年度

 第1支部
組合の活力は支部会から

第1支部長　衣川　賢一

 第2支部
支部独自のスタイルを打ち出す

第2支部長　西田　三郎

 第3支部
出席率向上へ努力

第3支部長　寺岡　位忠

 第4支部
出席したい支部会へ

第4支部長　藤方　義勝

 第5支部
OATAのMR.BRAINに…

第5支部長　西岡　忠弘
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　ＯＡＴＡ総務・広報・研修部の教育
研修事業の一環として、平成 21年６
月 11日㈭、新阪急ホテル月の間にお
いて隠岐観光連絡協議会よりＯＡＴＡ
組合員のみの皆様を対象とした観光情
報説明会を開催しました。
　隠岐地区の各観光協会、宿泊施設の
次代を担う若い方が中心になり隠岐へ
の集客への取り組みの一環としての説
明会でした。
　開会にあたり隠岐観光連絡協議会副

　残暑お見舞い申し上げます。
　第４支部の７月支部会は博多・中洲
横の「春駒」で執り行いました。
　ＡＮＡユニットを使い、プロペラ機
に揺られながら福岡空港に到着。芙蓉
別館の畳席で、いすテーブル対応の和
食を堪能しました。雨の影響で予定し
ていた大宰府天満宮はカットし、美女
の案内人が待つヤフードームのバック
ヤードツアーに参加しました。
　東京ドームよりも広いスタジアム
は、最新鋭の設備で最高の観戦が期待
できる構造でした。今度は試合を見に

会長で隠岐汽船株式会社・社長木下典
久様よりの挨拶で始まりました。㈱あ
いらんど常務取締役・角橋隼人様の司
会で進められました。
　内容は隠岐諸島についての概要説
明、ツアーガイド斉藤一志氏、観光情
報説明、隠岐観光連絡協議会戸田さお
り氏、モデルコース説明・提案、隠岐
観光連絡協議会横地兼平氏よりおのお
の説明があり、その後質疑応答となり
散会となりました。組合員の皆様は大

第４支部持ち出し支部会・研修旅行 行きたいです。春駒での夕食の後は皆
さん三々五々。ＡＮＡホテルに門限が
なくてよかったですね。
　２日目は日本３大朝市の呼子朝市で
散策。ちょっと廃れていたのが残念で
した。名物イカの姿造り昼食を味わ
い、唐津曳山展示場を見学。昨日に引
き続きゆらりゆらりで関西空港に無事
着陸。
　13名というギリギリの人数で支部
会は成立しました。藤方支部長、ご参
加いただいた皆様、最後までご協力あ
りがとうございました。　　　（岡田）

“小さな島で大きな発見”
隠岐諸島観光情報説明会を開催

変熱心に聞き入り、知識を得ていただ
きました。
　今後の隠岐への送客につながること

を期待しております。
　参加者 37社 43名でした。

（総務・広報・研修部長　内田）

ヤフードームのバックヤードツアーに参加

OATA組合員43名が参加した隠岐諸島観光情報説明会

◀ヤフードームのダグアウトで記念撮影



北港ツーリスト
代表者 福島　嘉雄
日本トラベルサービス㈱
代表取締役 岡本 豊一郎
菅野観光サービス

代表者 菅野　勲雄
商都観光佐々木交通社

代表者 大森　正子
㈱高槻旅行サービス
代表取締役 東 田　 正
㈱平和観光
代表取締役 原郷　文美
㈱扶桑ツーリスト
代表取締役 内田　正人
㈲トラベル北大阪
代表取締役 三好　三郎
朝日旅行サービス

代表者日笠　 康 夫
おかじまトラベル㈱
代表取締役 岡嶌 三和子
ホビートラベル㈱
代表取締役 山本　昇蔵
㈱都トラベルサービス
代表取締役 衣川　賢一
㈱新日本ツーリスト
代表取締役 香川　悦二
㈱名阪旅行社
代表取締役 鎌田　淳司

㈱西日本トラベルサービス
代表取締役 永野　末光
大阪国際ツーリスト㈱
代表取締役 榊原　規夫
㈱照南トラベルサービス
代表取締役 池田　一雄
㈱中央国際旅行
代表取締役 森本　宏一
㈲ツーリストアルファ大阪
代表取締役 山 形　 正
丸山観光サービス

代表者 丸山　壽雄
㈲平和観光サービス
代表取締役 田中　英夫
㈱日本国際旅行開発
代表取締役 植　 健 次
大東トラベル

代表者 西 村　 清
アクロス観光バス㈱
代表取締役 舩岡　正夫
大力観光㈱
代表取締役 田 原　 明
日昇観光

代表者 西田　三郎
㈱サンフレンズトラベル
代表取締役 比留田 高久
㈱商都観光交通社
代表取締役 三野　正男
北港観光バス㈱（ツアーズ北港）
代表取締役 首藤　俊樹

㈱西日本旅行
代表取締役 中西　一博
㈱コスモトラベルサービス
代表取締役 山本　晃三
三協マネジメント㈱  南海コスモツアーシステム
代表取締役 清水　康市
日本ツーリスト

代表者 箸尾　茂男
ＣＩＣ ＴＯＵＲＳ㈱
代表取締役 新 田　 尚
㈲スイートトラベル
代表取締役 瓢　 哲 生
㈲日本キャリートラベル
代表取締役 山本 由美子
㈱ドリーム・ステージ
代表取締役 津田　飛鳥
㈱アカデミートラベル
代表取締役 竹村　佳子

㈲いすゞ 旅行会
代表取締役 宮崎　征勝
喜楽観光案内所

代表者日比 かず子
コスモス観光社

代表者 瀧本　伸幸
東大阪観光商事㈱
代表取締役 石賀　セツ子
㈱東大阪旅行会
代表取締役 山 下　 進

㈱三洋旅行社
代表取締役 石井　信一
㈱伏見ツーリスト
代表取締役 薦 田　 光
㈱ジェット観光
代表取締役 多田　文昭
㈱グリーンサービス
代表取締役 嶋津　研二
㈱アベノ観光
代表取締役 村田 加代子
㈱トラベルジャパン
代表取締役 藤 田　 武
㈱阪神観光開発
代表取締役 井阪　康男
ニュートラベルサービス㈱
代表取締役 粂川　靖彦
㈱カンゲキトラベル
代表取締役 池脇　一夫
㈱ニューワールド・ツーリスト
代表取締役 小林　富久
㈱センターツーリスト
代表取締役 松本　武夫

ｅ－旅行社
代表者 暮部　修司

ＺＩＰＡＮＧ㈱
代表取締役 北田　良子
㈱Ａ-Ｚトラベルサービス
代表取締役 辻 　 智

㈱旅の企画室
代表取締役 松 本　 晃
㈱日本リゾートセンター
代表取締役 江端　妙子
日本レジャー観光㈱
代表取締役 磯 部　 容
国際トラベルオーサカ

代表者 馬部　和夫
㈱日本案内通信ニチアントラベル
代表取締役 杉谷　知界
㈲メルヘン
代表取締役 湯村　美恵
㈲トラベルアイ
代表取締役 礒谷　克司
㈱関西ツーリスト
代表取締役 寺岡　位忠
ワールド・ツアー・サービス
代表取締役 鈴木　隆利
㈱大阪ガイドセンター
代表取締役 大平 喜美子
㈱８８観光
代表取締役 吉村　和子
㈲アヴァンセルコーポレーション アヴァンセル ツーリスト
代表取締役 石黒　公子
㈱サン太陽トラベル
代表取締役 菅野　雄夫
ユニチカビジネスサービス㈱ ユニチカトラベル
代表取締役 吉田　俊朗
ＪＵ観光合
代表取締役 三原　和幸

㈱ジェイ・エイチ・アール
代表取締役 薮　 英 昭

大阪観光協会
代表者 畠山　正治

摂陽観光
代表者 藤原　雅彦

㈱中央交通トラベルクラブ
代表取締役 大野　準一
㈱阪南交通社
代表取締役 畑口　賢哉
フジツーリスト

代表者 藤 本　 謙
大和ツーリスト

代表者 山口　弘祐
㈱浪速観光社
代表取締役 北嶋 冨士雄
日本旅行企画㈱
代表取締役 山根　全勝
大阪暁観光

代表者 楠井　保次
協和トラベル

代表者 西 谷　日天
三井トラベルサービス

代表者 三井　正次
㈱大阪那須観光
代表取締役 西田和　滋
㈱ジャパンライフトラベル
代表取締役 藤方　義勝

㈱大喜ツーリストサービス
代表取締役 粟野　典秀
コスモ観光サービス㈱
代表取締役 小 西　 昭
㈱歓喜旅行サービス
代表取締役 吉 村　 実
㈱サンアイトラベル
代表取締役 岩津　博之
㈱庄司商店 粉浜リカーツーリスト
代表取締役 庄司　廣美
メモリー・ツーリスト

代表者 永本　国子
㈱ジェットホリディ
代表取締役 駒井　和久
㈱ワイワイトラベル
代表取締役 吉岡　紘一
大栄観光㈱
代表取締役 笹井　一生
㈱太陽旅行
代表取締役 福田　経三
㈱トラベルファミリー
代表取締役 高橋　哲也
ワールドツアーシステム㈱
代表取締役 中川　惠市

田中観光センター
代表者 田中　洋子

㈱大阪国際旅行
代表取締役 徳原　昌株

南大阪観光社
代表者 山崎　富也

北信太ツーリスト
代表者 小笠原 義久

㈱旅えのぐ
代表取締役 源　 次 郎
エクセルワールドツアー㈱
代表取締役 中 藤 安 久
㈱かつらぎ観光社
代表取締役 川 﨑　 糺
大阪大栄旅行

代表者 前田　栄次
㈱日旅ツアーズ
代表取締役 加 藤　 學
平和旅行社

代表者 田口 美千代
㈱新空港サービスエージェンシー ユニオンツアーズ
代表取締役 南　 睦 雄
新関西トラベルサービス

代表者 松尾 眞知子
㈱さくらトラベル
代表取締役 堤　 次 郎
㈱ナイスツーリスト
代表取締役 渋 田　 尚
㈱アジア航空サービス
代表取締役 二輪　泰寛
㈲泉州観光
代表取締役 定久　元治
トラベルタウン大阪

代表者 坂口　郁夫

関西トラベルエージェンシー
代表者 金子　延久

トラベルベストパートナー
代表者 牧岡　直樹

大阪観光社
代表者 岡野　和俊

りんくうトラベル
代表者 西岡　忠弘

㈱トラベルウェーヴ関西
代表取締役 角 家　 篤
㈱はんなんトラベル
代表取締役 片山　茂男
トーヨートラベル㈱
代表取締役 堀内　宏昭
新日本旅行サービス㈱
代表取締役 安田　由紀
㈱ＳＥＴＯＵワールドツーリスト
代表取締役 瀬藤 たみ子
パインツーリスト

代表者 松下　安利
サン日旅

代表者 奥田　武生
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　ＯＡＴＡ連絡協議会は今年は役員改選の年ではございませんが、一部役員退
任された方がございますのでお知らせいたします。

納涼ビアパーティー
総勢378名が参加

　協同組合大阪府旅行業協会とＯＡＴ
Ａ連絡協議会の合同役員会が５月 20
日、大阪市北区のホテルコムズ大阪で
開催された。
　服部ＯＡＴＡ連絡協議会総務部長の
司会・進行で、大阪府旅行業協会・徳
原理事長並びにＯＡＴＡ連絡協議会・
川村会長の挨拶があった。
　その後、大阪府旅行業協会の内田総

合同役員会

合同役員会であいさつに立つ川村会長

今年度の事業方針を協議

■ 告　知　欄 ■
愛 知 たつき別館葵 7月14日よりリニューアルオープン。海栄RYOKANSグループとして徳川の海『葵』として出発 平成21年７月

サイパン タビックスジャパン 夏はリゾート！！　リゾートならタビックスのサイパンをお勧めください。 平成21年７月

和 歌 山 アドベンチャーワールド 7月31日から8月30日までは夜9時まで営業。感動のナイトマリンライブをお楽しみください。 平成21年７月

三 重 ナガシマリゾート 「ガーデンホテルオリーブ」9月に大宴会場(吉祥の間）をリニューアルオープン 平成21年9月

大 阪 大阪水上バス 『アクアライナー』では〔水都大阪2009〕開催期間限定で1日乗り放題チケット発売します。 平成21年7月

山 梨 秀峰閣湖月 ４０帖・３０帖の特別室を作りました。露天風呂は家族5～6人は入れます。合わせて身障者用露天風呂もオープン。各部屋の露天風呂から富士山が良く見えます。 平成21年7月

グ ア ム ワールドブライダル グアム日航ホテル　風の教会は5千組の挙式を迎え、6名様の料理やダブルシンガーをプレゼント実施中！！ 平成21年7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。

平成21年7月21日 現在

　ＯＡＴＡ連絡協議会恒例の「納涼ビ
アパーティー」が７月 16日に大阪市
天王寺区のシェラトン都ホテル大阪
で、盛大に開催された。
　連絡協議会からは 214 名、OATA
組合員 132 名、招待者 32 名　総勢

暑中見舞い号をお届けします。名刺広告では多くの方々に
ご協力いただき、誠にありがとうございます。

（広報部・松岡和裕）

  お知らせ

 OATA連絡協議会・退任役員　　                         　　　（敬称略）
役　職 所　属 氏　名

広 報 部　部　　長 浜名湖グランﾄﾞホテルさざなみ館 苗 村  健 造
研 修 部　副 部 長 ホテル浦島チェーン 竹 本  政 寿
第三支部　副支部長 旅情館紫光 松 本  恵 詳

務・広報・研修部長と、ＯＡＴＡ連絡
協議会、服部総務部長により双方の役
員紹介を行い、その後、今期の活動に
ついての協議を行った。
　連絡協議会からは、ビアパーティー
や日帰り研修等、例年実施している事
業を行う、と提案。
　また、組合からは、天神祭りの件、「特
選旅館」の件や、支部会の際の宣伝活

378 名の多数の参加があり、服部総
務部長の司会で進められた。
　川村智一・ＯＡＴＡ連絡協議会会長、
徳原昌株・大阪府旅行業協会理事長の
挨拶の後、小林専務理事兼財務部長の
乾杯の発声で開宴。グラスを傾けなが
ら連絡協議会会員とOATA組合員との
間に懇親の輪が大きく広がり、時間が
経つのを忘れる一時であった。また恒
例の楽しい大抽選会も合わせて行われ
た。　　　　　　（広報部・松岡和裕）

あいさつする川村会長㊧、納涼ビアパーティー
には総勢378名が参加した

動について説明があった。その他活発
に提案、討議を行い、今年度の活動方

針を決定した。
（広報部・苗村健造）

連絡協議会コーナー

OATA組合員 暑 中 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す　2009年　盛夏 掲載は各支部コード番号順です

第1支部

第2支部

第3支部

第4支部

第5支部
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