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創立６０周年事業への積極参加を期待します
協会は今年創立６０周年を迎えることになりまし
た。また、昨年度より公益社団法人に認定されました。
これも会員皆様のご支援ご協力のお蔭と感謝してお
ります。この機会にこれからの当協会のあり様を再確
認し広く社会に認知して頂く事を意図し、平成２６年
国際・ホテルレストラン・ショーに当協会ゾーンを設
定し広報活動をすることを決定しました。
当協会は、唯一観光のハードの面の研究・啓蒙活動
を通して社会に貢献しています。設立当初は観光施設
の国際化に向けてインターナショナルスタンダード
をキャッチアップする活動が主体でありましたが、す
でにその目的が達成された今、これからの活動理念が
問われています。
当協会は「持続する観光」の切り口で、
『エコ・小』
エネルギー活動を展開してきました。身近なテーマか
ら掘り起こすという趣旨で、旅館・ホテルのエネルギ
ーの最小化のお手伝いをするべくホテルレストラン
ショーにて「エコ達人村」を 4 年にわたり開村しアド
バイス活動を行なってきました。その成果が認められ
今年から「エコ・小」活動が補助金事業として環境省
から指定されました。また、昨年より対象範囲を広げ
また多くの会員の皆様が参加して「木材利用と林業再
生」をテーマとして研究・発表をしたところ多数の方
から継続してほしいという反響を得ています。

発行／公益社団法人国際観光施設協会
総 務 委 員 会

６０周年事業実行委員会
委員長 鈴 木 裕

公益社団法人となりました当協会は、会員の皆様の
ノウハウを十分に活かした社会のお役に立つ組織と
なるべきだと思っています。各企業のビジネスモデル
としては難しいフリーでオープンソースというシス
テムを確立していければと思います。すなわち、皆で
持ち寄って作ったノウハウを共有し持ち帰ってもら
い発展利用してもらう、あるいは一般に公開し社会の
役に立てるというシステムを上手く作ることで社会
と会員皆様のお役に立てる協会となることを目指し
ます。
こうした観点から６０周年事業はできるだけ多く
の会員の方に参加頂いて皆でこれからの協会の中核
活動を作り上げていきたいと思います。会員の皆様の
得意な分野を考慮し次の５つのテーマを 60 周年事業
として立上げます。多数の会員の皆様のご参加をお願
いします。
総合テーマ
「美しい日本文化とエコ技術」
活動内容
1・自然と共生する建築・まち（パッシブ建築）
2・エコの現代技術（省エネルギー）
3・木の力（木材利用）
4・美しいしつらえの文化（インテリア）
5・エコ達人村

平成２５年度の通常総会と関連行事 報告
去る６月１４日、ホテルメトロポリタン・エドモントにて、平成２５年度通常総会が開かれました。総会
議案については滞りなく承認され、任期満了に伴う役員改選では中山会長、涌井、山方、森、鈴木の４名の
副会長が再選されました。
総会に先立ち観光庁より寺田 観光産業課長にご挨拶をいただきました。
議案・平成２４年度事業報告
・平成２４年度収支決算報告
・平成２５年度事業計画
・平成２５年度収支計画
・役員の選任

森 副会長
山方副会長
森 副会長
山方副会長

・永年功労者表彰 4 名（敬称略）
≪委員・幹事永年表彰≫
安藤勢津子、大草徹也、本杉勝彦、浅野吉丸
・退任役員は 5 名（敬称略）
横山孝治、小関政男、佐藤英嗣、北泰幸、
関口仁也

情報交歓会では観光庁ほか観光関係団体より
多くの方々のご臨席を賜り次の方々にご祝辞をいただ
きました。
（参加者１４９名）
観光庁次長 志村 格氏
日本観光振興協会副会長 舩山龍二氏
日本政府観光局理事
福本啓二氏

余興としまして立石博巳氏より歌舞伎「声色」

河竹黙阿弥作「三人吉三巴白波」
大川端の場 お嬢吉三
ほかを披露していただきました。

役員改選報告 ６月１４日の平成２５年度通常総会で役員２５名・監事２名が改選され、新しい役員による
理事会で下記の通り会長・副会長・常務理事が選任されました。（敬称略）
＜理事＞
＜会長＞
金光 義和
元・アルテジャパン
中山 庚一郎
（株）石井建築事務所
八木 忠彦
元・大気社
＜副会長＞
佐藤 四郎
（株）日比谷アメニス
涌井 史郎
東京都市大学
馬場 博久
美和ロック（株）
山方 茂利
（株）フジマック
淀川 正敏
（株）安井建築設計事務所
森
一朗
（株）デザインの森
横山 豊
元・森村設計
鈴木 裕
（株）観光企画設計社
加藤 徹
ＴＯＴＯ（株）
＜常務理事＞
江中 伸広〈新任〉 建築家
伊藤 肇
元・三菱地所設計
兼平 慎
（株）乃村工藝社
寺本 昌志〈新任〉（株）ﾒｯｸ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
立石 博巳
（株）ヒガノ
石橋 裕之〈新任〉（株）ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本建築設計
花又 昇
（株）大塚家具
浅野 一行〈新任〉（株）日本設計
＜理事＞
代
正一〈新任〉 パナソニック（株）
見並 陽一〈新任〉（公・社）日本観光振興協会
＜監事＞
橋本 雅之
（社）日本ホテル協会
春口 和彦
（有）オフィスカズ
中村 義宗
（一・社）日本旅館協会
福井 稔
福井Ａ・Ｕシステム計画
中山 智雄
（一・社）全日本ｼﾃｨﾎﾃﾙ連盟

ホテル西洋銀座 お別れ見学会
バブル時代を代表するホテル、ホテル西洋銀座が
閉館しました。５月３１日のテレビニュースや翌日
の朝刊では、このホテルの閉館の話題で持ちきりで
した。この時代は、日本人に、ワインや宝石など、
西洋のお金持ち文化の本質を教えてくれた時代でも
ありました。日本の高級ホテル文化も、この時に磨
かれたものでしょう。インテリア部会施設見学会グ
ループは、閉館間近の５月２０日にお別れ見学会を
催しました。募集期間２週間でしたが、３６名の会
員が集まり、このラグジュアリーなホテルのインテ
リアを楽しむことができました。
ホテル西洋銀座は１９８７年開館。旧セゾングル
ープの総帥・堤清二さんの趣味と姿勢にあふれた日
本初のラグジュアリーホテルであり、バブル期の東
京を代表するホテルでした。会員の皆さんの良き思
い出も多くあったことと思います。
見学会を実現してくださったホテル西洋銀座の皆
様に感謝申し上げます。

P 第１０１回ゴルフ会 報告 P
５月９日（木）春のゴルフ会が姉ヶ崎ＣＣにて 6 組
で開催されました。初参加者も加わり、良い親睦の
場となりました。
次回は１１月２１日（木）同じコースで開催を予
定しています。多数の参加をお待ちしております。

☆
[メーカー]

新入会員紹介

☆（入会順）

クリーンエア・スカンジナビア㈱

(代表者)代表取締役
(担当者)営業部 ｱｶｳﾝﾄｾｰﾙｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ
スタファン・ヤンソン
熊 谷 直 人
〒108‑0073 東京都港区三田 1‑3‑39 勝田ビル 6F
TEL03‑5427‑6505
FAX03‑5427‑6507
業務内容：分煙機の取扱い

[設計・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ]㈱ミラクルキッズ
(代表者)代表取締役 本 杉 勝 彦
〒175‑0082 東京都板橋区高島平 6‑2‑5 華飾材市場 7F
TEL03‑5967‑1742
FAX03‑5967‑1744
業務内容：インテリアの企画設計、内装工事、ホテル・旅館の経
営コンサルタント

[賛助会員]㈱比叡ゆば本舗ゆば八
（代表者）代表取締役社長 八 木 幸 子 (担当者) 八木 裕
〒520‑0043 滋賀県大津市中央 4‑3‑10
TEL077‑522‑7398
FAX077‑525‑7128
業務内容：ゆばの製造・販売

♥編集後記♥
平成２５年度の通常総会が開催され、公益目的事
業を中心とした平成２５年度の事業計画が発表さ
れました。公益目的事業１「エコ・小」を提言する
事業の中に「日本の新しい観光立国への挑戦におけ
る、ハードの部分に会員企業が持つ優れたエコ技術
や思想を整備し、役立たせるための普及・啓蒙活動
に取り組む」とありますが、協会の活動のためばか
りではなく、我々各企業のビジネスチャンスと捉え
て、この機会を大いに活用しつつ事業を盛り上げて
まいりたいと思います。
Ｙ．Ｋ

