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平成 28 年 協会活動報告
常務理事 立石博巳
本年当協会は創立 63 周年を迎え鈴木会長の指導の
もと名実ともに公益社団法人として活動を強力に推
進しております。年初より国内外で様々な問題がお
き米国の大統領選も決着をみて 1 月にはトランプ氏
が就任の予定であります。世界はその動向を注視し
ております。なお 10 月末の発表によりますと訪日外
国人観光客は 2000 万人を超えて観光業界は活況を呈
しております。訪日客の増大と経済効果を期待し
2020 年のオリンピック・パラリンピックを控え、
ＣＳＶの旗印のもと皆様と心を一つに進んで行きた
いと思います。
本年度総会は三菱ビル、エムプラスコンファレン
スで開催されご来賓の観光庁観光産業課長西海重和
様を始め 159 名社の方が出席され、すべての議案が
採決を得て実行に移される運びとなりました。
セミナーは(株)三菱地所設計の清水 聡部長のご講
演で「大手町連鎖型再開発プロジェクトの現状と今
後の展開」のテーマで明治、大正、昭和の丸の内開
発の歴史から大手町に繋がる内容の詳細を承け賜り
感銘を頂き大盛況で 194 名の方が参加されその後の
交流会も 203 名が出席され交流、
親睦を深めました。
広報委員会では情報誌、黎明 314 号から紅葉 317
号まで 4 回発行され協会広報活動の中枢として内外
に発信、活動を周知いたしました。

なお 11 月初め現在の会員数は、正会員 221 名社、
賛助会員 45 名社、推薦会員 3 名社、合計 269 名社で
前年より増加致しました。
創造委員会では従来の合同会議を含め会長直轄の
委員会として会の重要事項を協議致しました。
各委員会、分科会、交流部会(建築、設備、インテ
リア、各部会)において講演会、見学会、調査会等外
部の会との協同開催も含め催し会員相互の交流親睦
を深めて、市民の方々へのアピールに努めました。
ホテレス実行委員会では第 45 回国際ホテル・レス
トラン・ショーに向けて別掲のように様々な企画を
立て実施の予定です。全会員参加で総力を上げて、
内外に当協会の存在をアピールしたいと考えており
ます。
総務委員会は協会活動の中枢として各会の活動を
サポートし、下期の各行事をスムースに運営し公益
法人として 5 年目を定着させるよう努めます。
また会員相互の親睦と情報交流が活発にはかられ
ビジネスチャンスが生かされ「三方良し」の精神が
達成されますよう(目くばり、気くばり、心くばり)
をもって努力いたします。
会員の皆様を始め関係各位のご支援ご協力を何卒
よろしくお願い申し上げます。

ＨＯＴＥＲＥＳ ＪＡＰＡＮ ２０１７
ホテレス実行委員会

委員長

浅野一行

第 45 回 2017 国際ホテル・レストラン・ショーは、平成 29
年 2 月 21 日（火）〜24 日（金）
、例年通り東京ビッグサイトに
おいて開催されます。前号の協会だよりにてご報告させて頂き
ましたように、全員参加によるＣＳＶ活動をさらに推進すべく、年間活動の総決算であるホテレスショーへの
参加を、当協会の全会員（個人・賛助会員は除く）にお願いすることになりました。
参加形態は、既にお知らせしております通り、メイン参加、パネル参加、ＣＳＶ参加の 3 通りです。申込み
期日は過ぎていますので、既にお申込み頂いているかと思いますが、お忘れの方がいらっしゃいましたら、
是非、メイン参加やパネル参加で、会員各社の技術・ノウハウを協会活動の一環として社会にＰＲして頂くか、
叶わぬ場合はＣＳＶ参加にお申込みいただきます様お願いいたします。
さて、今年度も継続テーマ「日本のこころ」のもと、
①旅するこころ、②木づかいのこころ、③匠のこころ、④エコ・小のこころ
の 4 チームをメインに開催しますが、今回から新たに交流部会と耐震研究会が加わりました。
好評のホスピタリティデザインセミナーでは、注目ホテル・旅館の最新事例紹介を中心に、業界のホットな
話題にせまります。ホテル・旅館・観光施設ライブラリーも規模を拡大されます。ご期待ください。

インテリア部会セミナー

☆ 新入会員紹介 ☆（入会順）

ホテルオークラの伝統美 報告
11 月 10 日に淡路町ワテラスコモンにてホテルオー
クラの伝統美と題してセミナーが行われました。昨
年の 8 月で閉館しましたが数々の伝統芸術と思い出
が解体と共に消えていきました。
当協会の川村眞兄会員と青木健三会員が協会誌に
思いを述べられましたが、今年のセミナーで思い出
の再現をお二人にお願いしました。反響は大きく過
去最大の 180 名の参加者を集めました。オーナーの
ホテルへの想いや設計者や専門家がどの様に時代背
景と共にデザインのコンセプトを作り上げていった
かを映像とお二人の情熱的な解説で参加者を 50 年前
に引き戻していました。

[賛助会員]

豊洲新市場見学会 報告

[メーカー]

10 月 17 日「東京湾岸の観光資源を知る」という主
旨で、7 月の「水上セミナー」に続き、豊洲水産仲卸
売場棟を見学しました。
参加者は限定の 20 名でした。
工事はほぼ完了し開場を待つばかりです。衛生や機
能面の充実が目的のため、施設内のインフラは見学
ルートを含めて築地に遥かに優るが、その分ごった
返すような活力は観光客には見え難いでしょう。
興味深かったのは新市場埠頭を取り巻く水辺の公園
と、そこから自由に上れる売場棟の屋上公園です。
都の施設ならではのチャレンジで、ベイエリアの新
しい魅力となることを期待します。

ホテルエディット横濱 見学会 報告
11 月 25 日、インテリア部会は、ホテルエディット
横濱見学会及びセミナーを開催しました。参加者は
50 名でした。ホテルと分譲マンションが１棟に融合
した全国でも稀な複合施設として誕生。「自分らし
い旅の時間を編集（ＥＤＩＴ）できるライフスタイ
ルのホテル」でした。仕切りのない１階のフロント、
レストラン、ミーティングスペースなど従来の宿泊
特化ホテルにないデザインでした。お忙しい中開催
いただいたＵＤＳ様、参加者の皆様に感謝しており
ます。

賀詞交歓会開催のお知らせ
新年を寿ぎ会員相互の交流を深めましょう。
日時：平成２９年１月１０日（火）
１１時〜１２時３０分
場所：ホテルメトロポリタン エドモント１Ｆ
「クリスタルホール」
千代田区飯田橋 3‑10‑8 TEL03‑3237‑1111(代)
交通：JR・地下鉄「飯田橋駅」より徒歩５分
※会費は無料です。開催時間にご注意ください。

温泉の素.com 株式会社

(代表者)代表取締役

（担当者）営業課長

鈴木健太郎

宮下季代子

〒395‑0156 長野県飯田市中村 6‑3
TEL0265‑28‑2777 FAX0265‑28‑2011
営業内容:浴槽水管理、ビル管理、塩素資材販売
[メーカー]

Arper Japan 株式会社

(代表者)代表取締役社長

（担当者）営業本部長

ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ ﾎﾞﾚｯﾘ

鹿子木浩二

〒107‑0061 東京都港区北青山 2‑7‑22
TEL03‑5775‑0008 FAX03‑5775‑0009
営業内容:イタリア製家具 輸入販売

株式会社アースクリーン

(代表者)代表取締役

小川 弘
〒338‑0832 さいたま市桜区西堀 8‑14‑1
TEL048‑855‑3050 FAX048‑854‑1780
営業内容:建築企画設計、コンサルタント、環境機器開発
[賛助会員]株式会社ガーデンバール＆コーヒージャパン

(代表者)代表取締役

山﨑紀文
〒550‑0014 大阪市西区北堀江 1‑2‑27
AXIS SOUTH 四ツ橋ﾋﾞﾙ 6F
TEL06‑6532‑5450 FAX06‑6543‑1776
営業内容:カフェレストラン運営事業、食生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ開発事業、
輸入ワイン、コーヒー豆の企画販売

P 第 107 回ゴルフ会の報告と次回予告 P
秋のゴルフ会が 11 月 17 日（木）に「泉カントリ
ー倶楽部」にて開催されました。当日は天候にも恵
まれ、6 組で競技が行われました。
大激戦を制したのは、かいせいの秋山様でした。
初参加の方もおられましたが、表彰パーティーでも
和気あいあいとした雰囲気の中、とても盛り上がっ
た大会になりました。
次回は違うゴルフ場にて計画する予定です。多数
の参加をお待ちしています。

📷📷カメラ倶楽部主催📷📷
秋の古都鎌倉散策 報告
11 月 12 日（土曜日）秋晴れの好天に恵まれた中、
参加者７名で鎌倉長谷地区を散策しました。改修が
済んだ国宝鎌倉大仏の高徳院、御本尊の十一面観音
は木造では日本一の大きさといわれている長谷寺、
大仏次郎を初め鎌倉文士といわれる文学者達の資料
を集めた鎌倉文学館など長谷の代表的な名所を巡り
撮影、こだわりの料理を提供する割烹蕎麦の食事処
波と風店での会食は、とても楽しい談笑の一時とな
りました。
行楽シーズン真っ只中のせいか鉄道は満員、観光
道路も満員という盛況で、外国人観光客が多く見ら
れ、そのパワーに驚かされる一日でもありました。

