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通常総会を終えて
綱島三井倶楽部は生憎の雨模様でしたが、都心とは
思えない緑豊かな庭園を望み「景観緑三法」施行の年
に相応しい総会会場でした。多数会員の出席のもと、
村尾会長の挨拶のあと国土交通省の若林観光地域振
興課長よりご挨拶を頂き、その後お蔭様で各議案とも
全会一致で承認されました。
平成１６年度の主要な出来事は事業報告書に譲り
ますが、当協会独自のこととしては第一に協会の移転
でしょう。再開発による移転のための補償金もあり、
健全な財政のもとに関係者のお骨折りで快適な新事
務所を得ることができました。是非会員各位にはたま
り場としてもご利用頂きたく存じます。
第二に久方ぶりに会員数の増加を見たことです。３
名の個人会員と６社もの法人会員の増となりました
のは観光の世紀の到来と私どもの地道な活動に期待
が寄せられていることの証左でして、今後とも執行部

発行／社団法人国際観光施設協会
総 務 委 員 会
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋
2−8−5 多幸ビル九段 2 階
TEL03-3263-4844
FAX03-3263-4845
Ｅ-mail：kankou01@syd.odn.ne.jp
ＵＲＬ： http://www.kankou-fa.jp
２００5 年 8 月１日

副会長 大木健次

は全会員の要望に沿うべく努力をせねばならないで
しょう。
第三に協会事務局の強化がありました。庄司前事務
局長には専任の調査部長として観光立国立ち上げの
重要な時期に協会の行き方を検討して頂くこととな
りました。
新年度の最も重要な協会の課題としては「景観特別
委員会」の立ち上げがあります。これは前々年度来の
観光空間検討会議を発展的に引き継ぐものでありま
して、村尾会長の提唱になる「美しい景観を創る会」
や他の同様な目的を持つＮＰＯ等々とも協調しつつ
活動の場を広げて生きたいものと考えます。
また、こういった広域の取り組みについては定款改
正が必要となりますのでこの検討も今年の課題です。
新執行部一同より本年度もご協力方お願いいたし
ます。

★ 平成１７年度の通常総会

報告 ★

平成 17 年度通常総会と関連行事が 6 月 15 日に綱町三井倶楽部において開催されました。
西洋建築の傑作といわれ優雅な佇まいの会場に来会者一同感嘆され、総会後のセミナー「綱町三井倶楽部の歴
史と概要、リノベーション」及び施設見学では生憎の梅雨空のため素晴らしい庭園をじっくりと鑑賞することが
できませんでしたが、
情報交歓会までの間 160 名近くの参加者を得て盛会裏に一連の行事を終えることが出来ま
した。
総会議案は滞りなく承認され、任期満了に伴う役員改選では村尾会長の再任が決まりました。
総会の次第とあわせご報告いたします。
◇議案
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案
第 5 号議案

平成 16 年度事業報告
平成 16 年度収支決算報告
平成 17 年度事業計画（案）
平成 17 年度収支予算（案）
役員の選任

◇永年功労者表彰 6 名（敬称略）
新井 孝嘉
高野 直樹
鈴木 泰治
中川 誠一
鈴木
裕
中山庚一郎

◇新理事による理事会
役職役員などが決定されました。
◇新入会員紹介 16 社（入会月日順）
㈱ユニ設備設計、㈱ワイス・ワイス、
㈱日刊建設通信新聞社、向井 清、㈱トーエネック、
森 邦夫、 菅家 啓一、大成温調㈱、
㈱シー・アイ・シー、東急リネンサプライ㈱、
観光計画研究室、㈱コトブキ、㈱佐々山建築設計、
㈱ショウエイ、㈱シーリージャパン、伝田 和幸

★ 役員改選 報告 ★
6 月 15 日の平成 17 年度通常総会で役員の改選が
行われ、役員 25 名･監事 2 名が選任されました。直
後に新しい役員による理事会が開催され、下記の通
り会長･副会長･常務理事が決まりました。
今後 2 年間、皆様のご支援ご協力をお願いいたし
ます。

平成 17 年度 役員名簿 （敬称略）
会 長
村尾 成文
副会長
平田 純一
大木 健次
涌井 史郎
常務理事
庄司 四郎
中山庚一郎
山方 茂利
伊藤
肇
花又
昇
理 事
吉田 正嗣
橋本 雅之
長嶋 秀孝
中村 德仁
高山 征雄
横山 孝治
中川 誠一
兼平
慎
大村鐵太郎
青木 健三
森
一朗
桂
真人
金光 義和
立石 博巳
佐藤 陸雄
鈴木
裕
監 事
中山 利通
蔵田
寛

◆ 景観特別委員会の設立 報告 ◆
6 月の景観緑三法の全面施行に先立ち、5 月 17 日
の理事会で「景観特別委員会」の設置が承認され、
当協会の活動領域拡大の一環として新たな事業活
動がスタートいたしました。
委員を協会会員のほか学術経験者・関連団体等幅
広く求め、座長は村尾会長が就任しました。
観光施設・観光地域などについて、美しい景観形
成に向けて議論が重ねられ、問題提起や提言がなさ
れることが大いに期待されるところです。
委員会を支える機関としてワーキングチームが
発足し、実務作業を行うことになりました。

(株) 日本設計

☆ 新入会員紹介 ☆

みはし (株)

[設計･調査]

桐蔭横浜大学

(代表者) 代表取締役 佐々山 茂
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3−53―17 原宿ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 402 号室
TEL03-5414-3198 FAX03-5414-3199
事業内容:ホテル･旅館等、建築設計監理

（社）国際観光施設協会
（株）石井建築事務所
(株) フジマック
(株) 三菱地所設計
(株) 大塚家具
（社）日本観光協会
（社）日本ホテル協会
（社）国際観光旅館連盟
（社）日本観光旅館連盟
（社）全日本シティホテル連盟
(株) 山下設計
(株) ネクスト・エム
(株) 乃村工藝社
(株) 安井建築設計事務所
(株) ピーエーシー
(株) デザインの森
(株) ＩＮＡＸ
(株) アルテジャパン
(株) ヒガノ
(株) リーコ
(株) 観光企画設計社
ヤマギワ (株)
東陶機器 (株)

★ 愛・地球博 視察研修旅行報告 ★
「自然の叡智」をテーマに 35 年ぶりに開催された
大型万博の視察研修が 6 月 20 日、22 名の参加を得
て行なわれました。マンモスラボでは 1 万 8 千年前
の冷凍マンモスにおどろきの声を上げ、各パビリオ
ンを視察後の懇親会では施設概要と運営について
の講演、活発な質疑応答があり「自然と共生」を考
えさせられた「環境万博」視察研修でした。

[メーカー]

株式会社 佐々山建築設計

株式会社 ショウエイ

(代表者)代表取締役 辻 永(担当者)販売促進企画室副主任 横溝明子
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内 1-19-23
TEL044-766-3080 FAX044-755-4288
事業内容：業務用循環濾過装置･周辺機器製造販売

[メーカー]

株式会社 シーリージャパン

(代表者)取締役社長 西村秀之 (担当者)営業企画部長 桂嶋 孝
〒113-0023 東京都文京区向丘 2-28-12
TEL03-3811-3333 FAX03-3814-2727
業務内容：ベッド･家具･インテリア製品の製造販売

[個 人]

伝田 和幸

〒272-0127 千葉県市川市塩浜 4-2-43-1006
TEL047-399-9582 FAX047-399-9582

[設計･調査]

株式会社 ネクスト･エム

(代表者) 代表取締役 中川誠一
〒107-0051 東京都港区赤坂 1-4-21 赤坂ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ 5 階
TEL03-3408-1771 FAX03-3403-7384
事業内容:都市･建築･ｲﾝﾃﾘｱの企画･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ･設計･監理及び販売

[メーカー]

伊藤忠建材 株式会社

(代表者) 東京建設建材部長 須藤由博 (担当者)開発営業部長 福元雄平
〒103-8419 東京都中央区日本橋本町 2-7-1
TEL03-3661-2371 FAX03-3639-9585
事業内容:住宅･建築資材販売、建築設備工事施工、木材製品、建材輸入

[設計･調査]

株式会社 ｵﾌｨｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

(代表者) 代表取締役 河西義明 (担当者)営業部次長 伝田和幸
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-12-12
TEL03-3434-6451 FAX03-3434-3625
事業内容:ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑの設計、ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ、ｵﾌｨｽ機器の製造販売

◆ 事務局の夏休み ◆
事務局は次のとおり、夏休みを取ります。
よろしくお願いいたします。
8 月 12 日（金）〜16 日（火）

♥編集後記♥
毎年のことですが、総会が終るとやっと新年度に
向けて心の準備が出来上がる思いがします。今年は
特に役員改選の年、新しい体制のもと気持を一つに
して、新たな課題に挑戦して行きたいと思います。
Ｙ．Ｋ

