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待ち遠しい東京 2020 大会対策
副会長
第３２回オリンピック競技大会、東京２０２０パ
ラリンピック競技大会の開催まで、残すところ、あ
と１年となりました。約３０日間の熱い闘いが繰り
広げられます。第３２回オリンピック競技大会の観
戦チケット抽選申込が、５月２８日に締め切られま
した。６月２０日には、観戦チケットの抽選結果が
発表され、一喜一憂されている方も多いのではない
かと思います。私は、開会式の観戦チケット当選に
期待しながら、この原稿を書いております。どの種
目を申込むのがよいか、なかなか決めることができ
ず、締切日ギリギリの申込となりました。皆様は、
いかがでしたか？、私が開会式の観戦チケットを申
込んだ理由は、日本が誇る最高のエンターテインメ
ントを肌で感じたい！と思ったからです。開会式
（７月２８日の２０時から２３時）の総合統括には、
狂言師の野村萬斎氏が就任しました。狂言という日
本の伝統を軸としながら、様々な日本独自のコンテ
ンツが繰り広げられるのが、今から非常に楽しみで
す！
観戦チケットに話を戻します。種目によっては、
秋頃の２回目、来春の３回目の抽選や、当日券もあ
るようですので、しばらく様子を見ることとしまし
ょう。弊社には、全種目の決勝戦の観戦チケットを

兼平 愼

申込み、総額で７０万円以上となった社員もいるそ
うです。その金額を考えると、８Ｋテレビを購入し、
自宅でのんびり観戦するのも悪くないかな、という
考えも浮かびますね（参考までにですが、８Ｋテレ
ビを今購入する場合、７０インチですと５６万円、
来年はもっと安くなること期待しています）。
全国ホストタウンに目を向けてみましょう。着々
と受入準備が進んでおり、選手の練習風景を一目見
ようと、ファンがホストタウンに足を運ぶことは、
地域活性化に繋がります。政府は、２０２０年の訪
日観光客数目標を４,０００万人として掲げていま
す。訪日観光客が、日本人３人の周りに１人いる事
になります。日々、ゆりかもめを利用して通勤して
いると、車内では様々な国の言葉が聞こえてきます。
まるで、海外に来ているようです。先日は、若い外
国人に席を譲って貰い、嬉しい反面、自分のお年寄
り化に戸惑ってしまいました。
最近では、観光公害が叫ばれており、京都市は、
「市
民生活と調和した持続可能な観光都市推進プロジェ
クトチーム」を５月２２日に立ち上げました。観光
公害を解決する糸口となって欲しい。２０２０年の
夏のゆりかもめがどうなっているのか、心配なのは、
私だけでは無いようです。

令和元年度の通常総会関連行事 報告
去る６月１２日、ホテルグランドパレスにて、令和元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、推薦候補者が満場一致で承認されました。
総会に先立ち観光庁より波々伯部宿泊業活性化調整室長にご挨拶をいただきました。
【議案】・平成３０年度事業報告
兼平副会長
・令和元年度事業計画
涌井副会長
・平成３０年度収支決算報告
花又副会長
・令和元年度収支計画
花又副会長
・役員の選任採決後の新理事による理事会において、役職が一覧の通り決定されました。
議案採決終了後、永年功労者表彰が行われ、次の６名（敬称略）の方々が受領されました。
≪委員・幹事永年表彰≫
長尾俊夫、浅野一行、野出木貴夫、清水 聡、佐藤岳利、江中伸広
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 209 名）
観光庁 審議官 金井昭彦 氏
日本観光振興協会 理事長 久保成人 氏
全日本シティホテル連盟会長 清水嗣能 氏

新役員一覧
[会長]
鈴木 裕
[副会長]
涌井 史郎
兼平 慎
大内 政男
[常務理事]
立石 博巳
寺本 昌志
浅野 一行
野出木 貴夫
[理事]
久保田 穣
福内 直之
佐藤 英之
粉川 季雄

㈱観光企画設計社
東京都市大学
㈱乃村工藝社
建築設計工房 M 一級建築士事務所

㈱ワイス・ワイス
㈱グリッド・デザイン
㈱スターツ総合研究所
鹿島建設㈱
(公･社)日本観光振興協会
(一･社)日本ホテル協会
(一･社)日本旅館協会
(一･社)全日本ｼﾃｨﾎﾃﾙ連盟

[理事]
花又 昇
淀川 正敏
石橋 裕之
佐々山 茂
安藤 勢津子
岡野 正人
崎山 茂
遠藤 幸雄
吉田 伸典
大草 徹也
藤野 健治
熊谷 光治
[監事]
福井 稔
佐藤 四郎

令和元年総会関連行事セミナーの報告
事業委員長 岡野正人
総会に続き、同じ会場でセミナーが行われました。
今年は、太田道灌 18 代目子孫の太田資暁（すけあき）
様をお招きして『江戸の成り立ちと江戸城天守閣再建
～未来へつなぐランドマーク～』
と題してご講演頂き
ました。冒頭、太田道灌の時代の政治情勢が説明され
ました。1457 年に道灌は江戸城を築きましたが、こ
れは室町幕府の命による、隅田川を挟んだ千葉氏に対
する城だったと説明されました。徳川家康よりも 150
年も前に江戸城を築き、
戦国の世に負け知らずの名将
でした。同時に「山吹の里」伝説に代表される優れた
文人で、その名声を嫉んだ上杉定正に謀殺されました。
後の世の判官贔屓の江戸の民には「道灌さん」と呼ば
れ大変人気がありました。江戸時代、太田家は水戸徳
川家の家老として続いたことが紹介されました。当時
最大の江戸城は、明暦の大火（1657）で焼失した後、
再建されることはありませんでした。講演の後半は、
その幻の江戸城天守閣の再建のお話しでした。世界に
類を見ない日本の伝統と文化を代表する「国の宝」の
ランドマークを再建しようと提言され、
日本観光の目
玉となり、更なるインバウンド招致にも繋がると説か
れました。太田資暁様の講話は、歴史絵巻を観る様で、
とても興味深い内容でした。セミナーは 180 名を超す
参加者を集め、大盛会となりました。

オフィス・ハナマタ
㈱安井建築設計事務所
㈱JR 東日本建築設計
㈱佐々山建築設計
㈱日建スペースデザイン
エム・オー・プランニング
㈱日本設計
パナソニック㈱
ＴＯＴＯ㈱
㈱三菱地所設計
㈱三菱地所設計
㈱フジマック
福井 A・U システム計画
㈱日比谷アメニス

プルマン東京田町 ランチョンセミナー 報告
建築部会長 崎山 茂
5 月 14 日、改元後初の施設見学会フランスのホテ
ルチェーン、アコーによるプルマン東京田町で行ない
ました。参加人数は 58 名。この田町駅東口付近は運
河が入り込み屋形船の船着場もあり、湾岸への出入口
になっています。山手線新駅も隣に生まれ、これから
更に活気づくエリアに再開発の中核として生まれた
ホテルです。フランスのアコーグループの上級ブラン
ドとして日本初めての出店です。ランチを戴いた後の
お茶を楽しみながらのセミナーで施設の説明を聞き、
続いて客室やレストランを見学しました。コンセプト
は「水と芸の街・田町」の伝統を継承し「かぶく」を
キーワードとしたとのこと。その言葉通りにカラフル
で楽しい、遊び心豊かなインテリア、家具が印象的で
す。ロビーも開放的で入りやすく、レストランは再開
発の人工地盤デッキを庭園として臨む。9 階のバーも
含めて、また客として訪れてみたいものです。

水上セミナー第 4 弾 報告
6 月 6 日梅雨合間の好天の下、第 4 回水上セミナー
を開催しました。参加人数は 37 名。前回と同じ江東
区高橋船着場から発して湾岸エリアを周るルートで
すが、今回の主旨はゼロメートル地帯の低い橋桁を潜
りそれらを下から触る試みと、これまで行かなかった
新木場貯木場の打ち捨てられた(?)現状を確かめ、最
後に、工事が進むオリンピック施設を遠望して新しい
東京の姿を思い描くことにあります。
深川の木場が夢の島沖の新木場に移転したのは半
世紀前の話だが、丸太材での輸入や国内輸送が減った
ことで殆どが空いた水面のままです。これをどうする
かは「木づかい」や東京農大宮林教授のセミナーでも
学んだ「上流域の森林と下流域の都市の関係」と繋が
る大テーマです。最後に築地対岸の豊海の入江を眺め
海外からの大型ヨット停泊池をつくる夢をまちふね
みらい塾阿部理事からお聞きし、湾岸の未来を改めて
感じました。

新入会員紹介☆（入会順）
[メーカー]浜新硝子株式会社

(代表者)代表取締役
(担当者)東京営業所 営業部長
過能史光
中村 剛
〒130-0011 東京都墨田区石原 1-1-8 ノナカビル 5 階
TEL03-6658-8171 FAX03-6658-8174
営業内容: 板ガラス製品の設計・加工・販売

第１1２回ゴルフ会結果報告と次回予告
会長代行 杉浦 司
春のゴルフ会が 5 月 23 日（木）に「立野クラシッ
クゴルフ倶楽部」にて開催されました。
当日は絶好の天気に恵まれ、6 組で競技が行われ
ました。皆さん距離のあるコースに苦戦しながらも、
大激戦を制したのは、ゼンテリアの丹治様でした。
参加企業の皆様からの協賛のお陰で、表彰パーティ
も大変盛り上がり、楽しい親睦の場となりました。
次回も立野クラシックゴルフ倶楽部にて計画する
予定です。多数の参加をお待ちしています。

♥編集後記♥
令和元年度通常総会が行われ、滞りなく終了しま
した。総会後に開催されたセミナーや情報交換会は
大変な盛況で、会員相互の交流を一層深めた充実し
た一日となりました。
冒頭鈴木会長よりご挨拶があり、協会が当面目標
とする具体的な課題として五つのテーマが示されま
したが、今年は役員改選の年でもあり新体制の元で
それぞれの指針に沿って気持ちも新たにして全員で
取り組んでまいりたいと思います。
Ｙ．Ｋ

