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思想しつつ、生活しつつ、祈りつつ
今年度総会は小雨降りしきる自由学園明日館で
開催され全ての議案は全会一致で承認されました。
会員各位に改めて御礼申しあげます。
今回会場は姫井事務局長の母校（校舎はひばりが
丘所在）ということで設定されましたが、繁華街池
袋にありながらここには周辺とは一線を画した広
い空間の中にヒューマンスケールの美しい木造建
築群がありました。恒例のセミナーでは、自由学園
十文字学園長から標題の学園のモットーを中心と
した創立者羽仁夫妻の学園設立とその後の発展の
お話を伺い、宮井建築設計室代表からはフランク・
ロイド・ライトと高弟の遠藤新が羽仁夫妻と知り合
い設計したいきさつ等を興味深く伺い、建築当初の
姿に完全復元した施設を見学しました。たまたま帝
国ホテルの設計のため１９２０年代に来日してい
たライトと羽仁夫妻の学園設立が同時期で、教会で
出会いお互いその思想に共鳴したそうです。
かってライトの住宅建築をシカゴ郊外で見学し
た記憶が甦りました。オークパークといいましたが
そこではライトのアトリエなど多数の建築が美し
い街路と豊かな自然の中に息づいていました。この
自由学園明日館は有料ですが公開されています。
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会員には一見をお勧めします。
総会で決議しました重要事項に景観問題への極
的な取り組みがあります。昨年来景観問題特別委員
会で討議され、何れ機関誌で詳しくは紹介されます
が、｢景観形成に関する国際観光施設協会の行動指
針｣として景観緑三法の公布に即して会員の活動方
向を示唆しています。観光交流空間の質的向上のた
めにも、美しく魅力的な景観を創造・保全・再生･
整備を図らねばならないからです。そういう意味で
８０年を経て見事に美しく再生された木造建築の
会場は、まさに適切であったと思います。
恒例のパーティは本館で開かれましたが、場所の
選定の良さもあって予想以上の盛況となり、２階の
床が抜けるのではと心配している方もおりました。
総会で来賓挨拶をいただいた国土交通省の柴田総
合観光政策審議官も再度ご来臨されましたし、学園
のご好意で生徒によるバイオリンコンサートも協
会としては前例のないことでした。最後は渋滞のた
め遅れてこられる藤野参議院議員のため、飛び入り
で立石理事の歌舞伎声色（こわいろ）のハプニング
まであり、まさに多士済済の協会を印象付けました。
事業委員会他関係の皆さまご苦労様でした。

◇ 平成１８年度の通常総会と関連行事の報告 ◇
平成 18 年度通常総会と関連行事が 6 月 15 日に自由学園･明日館において開催されました。
大正 10 年に建設されたﾌﾗﾝｸ･ﾛｲﾄﾞ･ﾗｲﾄの設計による歴史的建築物として、国の重要文化財に指定されている会場
は、都心の一角にあって一服の清涼剤を思わせる佇まいに来会者一同興味深く身をおかれていました。
総会後のセミナー「自由学園の教育、ﾌﾗﾝｸ･ﾛｲﾄﾞ･ﾗｲﾄと遠藤新の建築」と施設見学ならびに情報交歓会まで 150
名近くの参加者を得て、盛会裡に一連の行事を終えることができました。
総会議案は滞りなく承認され、また 17 年度の景観特別委員会での研究成果としてまとめた「景観形成に関す
る行動指針」の報告をおこない賛同いただきました。

◇会長挨拶要旨
観光立国を国策として数年が経過、この間様々な活
動がなされてきた。昨年景観緑三法が制定され、観光
基本法は観光立国推進基本法へ全面的に改正されよ
うとしている。当協会はこれまでも温泉地のまちづく
りや省エネ問題、コンバージョン問題、安全･安心問
題などに取り組んできたが、この時期をとらえ観光交
流空間の一層の整備･活性化のために今般策定した景
観行動指針にそって活動領域を拡げていくと共に、会
員増強を図っていくこととする。
◇ご来賓挨拶要旨
国土交通省 総合観光政策審議官 柴田耕介氏よ
りこれまでの活動を高く評価いただくと共に、今後更
に質の高い観光施設の整備について、一層の研鑽と官
民一体となった観光立国の推進に向けての活動に強
い期待を示された。
◇議案
第 1 号議案 平成 17 年度事業報告
第 2 号議案 平成 17 年度収支決算報告
第 3 号議案 平成 18 年度事業計画（案）
第 4 号議案 平成 18 年度収支予算（案）
第 5 号議案 役員の一部選任
◇役員の選任 報告
第 5 号議案として３理事（横山孝治氏 高山征雄氏
中村德仁氏）の退任に伴う役員の一部選任を行い下記
原案通り承認されました。
内川正人氏（個人会員）
太田雅晴氏（社団法人全日本ｼﾃｨﾎﾃﾙ連盟 専務理事）
中村義宗氏（社団法人日本観光旅館連盟 専務理事）
◇新入会員紹介 10 社（入会月日順）
㈱ネクストエム、伊藤忠建材㈱、蔵田 寛
シーアイ化成㈱、㈱エーアンドエム、エレクター㈱
伊藤 肇、福井 稔、㈱豊中産業
三菱電機エンジニアリング㈱

☆ 協賛催しのご案内 ☆
（社）日本経営協会主催のＳＰＡフェスタ 2006 に協
賛いたしました。近年、温水浴施設の開業が活発化し
ています。本フェスタは豊かな生活文化を創造し、美
と健康、寛ぎと癒しの快適な環境の場を創造する目的
で開催されます。ご興味ご関心のある方は招待券を
さしあげますので、事務局まで申し出ください。
会期：7 月１２・１３・１４ 10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト東展示棟
なお、初日１２日のセミナーでは「ホテルのリニュ
ーアルと最新施設」と題し㈱観光企画設計社が講演し
ます。

調査部長の交代報告
昨年４月より調査部長として外部関係の業務を担
当してきた庄司四郎氏が６月３０日で退任され、新た
に理事・調査部長として内川正人氏が就任しました。

☆ 新入会員紹介 ☆
[メーカー] エレクター 株式会社
(代表者)代表取締役
(担当者)執行役員ＦＭ営業本部長
柳家
隆
高階 幸昌
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-15-1 渋谷ｸﾛｽﾀﾜｰ 8F

TEL03-5766-8155 FAX03-5766-8191
業務内容：鋼製線材組立棚卸売
[メーカー] 株式会社 豊中産業
(代表者)代表取締役
(担当者)経営企画室 室長
中原 信哉
田中 俊平
〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-5-12 日本橋 MM ﾋﾞﾙ 6F

TEL03-3281-9351 FAX03-3281-9353
業務内容：木製品製造･販売、建材商品開発
[メーカー] 三菱電機エンジニアリング株式会社
(代表者)取締役副社長 営業統括部長 (担当者)営業統括部計画部 担当部長
大黒 志郎
荒木
将
〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5

TEL03-3288-1103 FAX03-3288-1575
業務内容：映像製品・ﾒﾃﾞｨｱ製品・ｱﾒﾆﾃｨ製品の取扱い
[個 人] 伊 藤
肇
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 111 番地

TEL･FAX03-3203-8130
[個 人] 福 井
稔
〒224-0048 神奈川県横浜市青葉区柿の木台 13-61

TEL･FAX045-972-5053

3 交流部会 第 88 回「ゴルフ会」報告3
5 月 26 日に春のゴルフ会が、埼玉県飯能市の「武蔵
丘ゴルフクラブ」にて開催されました。当日は皆さん
の心がけが良くうす曇りで風も無い絶好のコンディ
ションに恵まれました。参加者も 41 名（うち女性 3
名）で 11 組と大盛況のうちに終えることができスタ
ッフ一同胸を撫で下ろしています。当ゴルフ場でのタ
イガーウッズがマークしたドライバーの飛距離には
唖然としました。
秋の大会は 11 月の下旬に開催の予定ですので、今
回都合で出られなかった方は是非参加されますよう
宜しくお願いします。
ﾈｯﾄ
優勝
（ユニオン）
71.6
土屋
照雄
【結果】
準優勝
３位
BG＆ｼﾆｱ優勝

三原 敬太
武内 光道
高田 謙二

（ﾊﾟﾝｲﾝﾃﾘｱ）

72.4

（立川ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ） 72.8
（大成建設）
73.8

♥編集後記♥
総会において発表された「景観形成に関する行動指
針」は、わが国唯一の観光交流空間全体をとらえた調
査・研究を行う技術集団として、より高度な観光の国
づくりのため更なる活動領域の拡大を宣言したもの
であり、観光界全体に対して大きなインパクトを与え
るものになったと思います。
観光発展のために貢献する協会の活動の拡大は、そ
れだけやり甲斐もあり、楽しみが増すことではありま
すが、その分その成果を期待されることでもあり、改
めて責任の重さを感じざるをえません。期待に添える
よう気持を引き締めて全員で立ち向かわなければな
らないと思います。
Ｙ．Ｋ

