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会長の時間(挨拶・報告)
本日の例会は、タスパークホテルの辻田耕一さんにゲスト卓話をお願いしま
した。辻田さんにはお忙しいところをお出で頂きありがとうございます。
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辻田さんは先日も朝日新聞に紹介記事が出ておりましたし、以前に山形新
聞でも紹介されたと記憶をしておりますが、タスパークホテルの立て直しにご尽力
頂けるとお伺いしております。いうまでもなくタスは私たち長井ロータリークラブの
活動拠点でもありますので、辻田さんの手腕にご期待申し上げるところでありま
す。しかし、大きなホテルの運営に日からを発揮された方にとっては、田舎の小
さなホテルという大きな環境の違いがあり、大変なご苦労もあろうかと思います
が、先ほど申し上げたようにタスは私たちの拠点であると同時に、長井市のシン
ボルと言っても過言ではないと思いますので、よろしくお願いします。
さて、本日の衆議院選挙が公示されました。31 日の投票日までの 12 日
間各党の論戦が行われますが、争点はコロナ対策と景気対策等であると思い
ますが、日本の行く末を決める胎児な選挙であると思います。その中でも、コロ
ナで大きな影響を受けた飲食業や観光業の振興策などの景気対策は国民の
関心事であると思います。当然ながら観光に関係のあるタスは今日の辻田さん
のお話にも関係してくるものと思われます。岸田首相は、一段グレードアップした
GO TO キャンペーンを行っていきたいとの話もしておりますし、GO TO イート
などの地域における独自の取組も行われています。これはこれで打撃を受けた
業界としては期待が大きいことは当然でありますが、一方で、その財源に対する
話は不透明ではないかと思います。
個別の対先はもとより、全体の景気対策として大型補正予算を組んでいくこ
とや野党中心に消費税減税、給付金などの政策を訴えていますが、いずれも
財源についての明確な話はないと思います。すでに 1200 兆円を超える国債、
すなわち借金を抱えている状況で、さらに新たな借金に頼るしかない政策では
ないかと思います。そのことは、若い人の将来負担を増大させることになるので
はないのかと思います。景気は良くしてほしい、コロナで我慢して旅行を格安で
行きたい、楽しみたいという等の気持ちは十分わかるものの先行きの心配もある
ことを踏まえるべきと思います。単なる心配事、取り越し苦労であればよいので
すが、いずれ日本の今後の在り方が問われる時が来るものと思います。ただし、
時期は私がいなくなることは明らかではないかとも思います。
最後に、コロナの状況は減少傾向が続き、制限の続いていたものの緩和が
一部行われています。私たちの活動も夜例会の自粛やイベントの中止等を行
ってきましたが、徐々に緩和していくなどの話を本日の理事会でしてきたところで
す。一方で、依然として第 6 波が来ることが心配されるとの専門家の話もあり
ますので、基本的な感染対策は引く続き行いながら、活動して行きたいと思っ
ていますので、よろしくお願いし、挨拶と致します。
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幹事報告
・長井北中より空気清浄機贈呈のお
礼状が届きました。
・理事会報告です。夜例会の検討を
し１２月２１日クリスマスパーティーの
開催を予定することにしました。その
他，地区補助金，植樹の管理，会
員増強，ピアノ贈呈式の段取りを検
討しました。ＩＭ，４クラブ合同の時
期についての報告もありました。
・早退届 渡部 堅一 会員

各種報告

プログラム委員会
２０２１－２０２２

・１１月のプログラムについて理事
会のご承認をいただきました。周知
致します。
横山 照康 委員長
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・新入会員候補者のご推薦ありがと
うございます。勧誘をすすめてまいりま
す。
尾形和夫委員長

６０周年記念事業
・１０月２４日１３時より，ピアノ
贈呈式及び演奏会を実施いたしま
す。
尾形和夫委員長
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会ニコニコＢＯＸ
大道寺信会長 ゲストを歓迎して。
村田剛 幹事 ゲストを歓迎して。
横澤寿彦会員 辻田様本日はありがとう
ございます。
尾形和夫会員 ゲストを歓迎して。
遠藤伴明会員 ゲストを歓迎して。
小笠原信吾 ゲストを歓迎して。

遠藤 伴明 委員
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ゲスト卓話
１ 自己紹介
専門学校在学中，国際的なホテルに従事したいと考えておりました。卒業後にホテル
日航成田に就職し，成田空港の開業と同じ年にホテルマンとしての第一歩を歩み始め
ました。
その後，ホテル日航成田は，ゴールドマンサックス・グループに買収されました。そのとき
のＧＳさんとのご縁から，関西空港に隣接するホテルに関するプロジェクトを行うため，
同ホテルへの異動を命じられました。同ホテルのプロジェクトが無事終了し，ホテル日航
成田に戻りました。ホテル日航成田においては副総支配人を経て総支配人を務めており
ました。
還暦を迎え，仙台市に所在するホテルＪＡＬシティ仙台の総支配人を仰せつかりま
した。同ホテルにおける業務終了後，長井市のタスパークホテルの支配人のお話をいた
だき，現在の職を拝命しております。

ゲスト卓話
株式会社タスパークホテル 総支配人室付
辻田 耕一 様
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２ 日本のホテルの流れ
① 東京オリンピックが開催された昭和３８年ころ，第一次ホテルブームがおきまし
た。ホテルニューオータニがＵＢ・プレハブ工法を採用し，普及のきっかけとなりまし
た。
②
第二次ホテルブームを牽引したのは鉄道会社でした。西武鉄道がプリンスホテル
を，東急鉄道も東急ホテルを立ち上げました。
③
第三次ホテルブームは航空会社が，「これからはビジネスホテルの時代」として
新たな流れを作り出しました。それまで主流であったフルサービスではないビジネス
ホテルを普及させたのです。
④
外資系のファンドが第四次ホテルブームを巻き起こしました。既存のホテルを買
収し，ファンドの傘下におさめたのです。
⑤
第五次ホテルブームは不動産会社によります。三井不動産や森ビルなどがホテ
ル経営を始めたのです。
⑥
７～８年前から，星野リゾートをはじめとする再生型ホテル経営が広がりまし
た。これを第六次ホテルブームと位置づけることが出来ます。
このとおり，これまで，６回のホテルブールがありましたが，それぞれの時代に勢いがあ
る資本がホテルに目を向けて発生させたものということができます。
３ タスパークホテルについて
タスパークホテルの運営には官公庁が関与しております。官公庁との付き合い方という
のは私にとっても初めての経験であり，新しい課題に立ち向かうこととなりました。また，
３４年経過した建物の維持管理についても工夫を凝らさねばなりません。
タスパークホテルは，客室数が５６部屋と比較的部屋数が少ないため，収益の柱
は，宿泊ではなく宴会が中心となります。現在，宴会場を改修しておりますが，改修の
暁には，みなさまにもぜひご利用いただきたいと思います。また，知名度のあるシャロアと
いう展望レストランもございます。シャロアが移転した事実をマスコミ各社に報道をしていた
だいた関係か、シャロアは賑わいをみせております。
また，部門毎の独立採算制を導入する，ホテルマンの育成，苦情処理システムの確
率など，すべきことは様々ございます。
４ 今後について
この地におけるタスパークホテルの位置づけからすれば，タスパークホテルに寄せられたご
期待は大きいと感じますし，また，私に課せられた職責はとても大きいと感じております。
そのご期待に沿えるよう，一生懸命，務めてまいります。
本日の出席率
８４．６２％
次回例会
10 月２６日(火)12：15～
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