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令和元年協会活動報告
常務理事 立石博已
本年度協会は 66 周年を迎え、鈴木会長のもと公益
社団法人として会員皆様のご協力ご支援を得て活発
に活動いたしております。年初から国内外で様々な
懸案があり内外の首脳が往来して積極的な外交が展
開され問題の解決に努力し、国内では天皇陛下、皇
后様の御即位、元号が令和元年となり新しい時代の
幕開けとなりました。その間訪日外国人数は 10 月末
で 2691 万人に達し、年内にはラグビー世界大会の訪
日客を含め増大して大きな経済効果を期待できると
思考します。
6 月の本年度総会はホテルグランドパレスで開催
され、ご来賓の観光庁波々伯部室長のご挨拶を賜わ
り、会長、副会長より昨年度の報告今年度の活動計
画が報告され議事は全て承認され、臨時理事会にて
新年度の新役員が委嘱され新体制が発足いたしまし
た。また 6 名の方々の功労者表彰が行われました。
功労者の方々おめでとうございます。
記念セミナーは講師に太田資暁氏(太田道灌 18 代
目子孫)をお迎えして「江戸の成立ちと江戸城天守閣
再建〜未来へつなぐランドマーク〜」と題して素晴
らしいご講演を頂き、参加者一同感銘をいたし交流
親睦を深めました。広報委員会は黎明 326 号から紅
葉 329 号まで 4 回発行され協会広報活動の中核とし
て内外に発信して協会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 237 名社、賛助
会員 45 名社、推薦会員 3 名社、会員合計 285 名社で
す。
創造委員会は従来の委員会、分科会、部会、研究
会の合同会議を含めた会長直轄の会として会の重要
事項、予算等を協議いたしました。各委員会、分科
会、交流部会(建築、設備、インテリア)に於いては
講演会、見学会、調査会、総会を行い外部の会との
共同開催を含め催を開催会員相互の交流親睦を深め
外部、市民の方々へアピールしました。
10 月 9 日三菱地所設計さんの 10 階の特別室でＣＳ
Ｖの中間報告会が開催され 100 名以上の方々が参加
され、各会の活動報告がなされ懇親会で交流を深め
ました。ホテレス実行委員会では第 48 回国際ホテル
レストランショウに向けて別掲の様々な企画を立て
て実施の予定です。今回開催場所は幕張メッセとな
ります。総務委員会は協会活動の中枢として各会の
活動をサポートして下期の各行事をスムーズに運営
し公益社団法人としての 8 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)
をもちまして努力いたします。

HOTERES JAPAN 2020 ご案内
ホテレス実行委員長 浅野一行
東京ビッグサイトが、東京オリンピック・パラリンピック関連機関によって使用される予定のため、今回に
限り、場所を幕張メッセに移しての開催となります。オリンピックを直前に、ますます活況を呈する観光業界
の勢いで、多少の距離のバリアなど、軽く乗り越えてしまいましょう。
さて皆様、ホテレスショー協会ブースへの参加申し込みは、済まされましたでしょうか。ホテレスショーへ
の出展は、当協会が標榜する観光ＣＳＶ活動の年間総括事業であり、全員参加をお願いしています。進行して
いる公益活動を発表することで、協会のプレゼンスを広く社会に示すと同時に、会員の皆様の技術・ノウハウ
をアピールしていただく絶好の機会です。申込期限は過ぎてますが、お忘れの方はまだ参加可能ですので、
是非、お申し込みください。
今年度も継続テーマ「日本のこころ」のもと、①木づかいのこころ、②巧みのこころ（新 UD 客室研究）、
③巧みのこころ（AI 研究）
、④旅するこころ、⑤匠のこころ、⑥エコ・小のこころに⑦交流部会と⑧耐震研究
会を加えた 8 チームが展示とセミナーを行います。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・旅館の事例紹介を通じて計画・デザインの最新潮流を探り、業界のホットな話題にせまります。観光施設
ライブラリーもご期待ください。

「三菱電機ソリューションプラザ」
見学会の報告
設備部会長

藤野健治

ホテルや宿泊施設の様々なニーズに対し設置され
る設備関連機器も日々開発が進み様々な最新技術が
導入されてきております。
令和元年 10 月 7 日（月）
、設備部会による第 1 回施
設見学会として「三菱電機ソリューションプラザ」の
見学会を開催し、最新技術の紹介を頂くとともに様々
なニーズに対するトータルソリューションの提案に
つき説明頂きました。15 名の方に見学して頂き
見学の後は懇親会場に移動し会員間の懇親を深める
ことが出来ました。

小田原文化財団・江之浦測候所
見学会の報告
ｲﾝﾃﾘｱ部会 注目施設見学ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
長尾俊夫
令和元年 10 月 24 日（木）、参加者 27 名が相模湾を
見渡す山間に向かった先は現代美術家杉本博司氏が
構想創設したなんだか特別の場所、測候所？。
氏の有名な「海景」写真作品が並ぶ一つの軸ギャラ
リーは「夏至光遥拝」線、もう一つの「冬至光遥拝隊
道」が日の出軸に配され、氏の集めた宝物、構築物が
絡まり展示構成された文化公園施設ともいえる。
「天
空のうちにある自身の場を確認すること、それがアー
トの起源」という杉本氏のことばとともに魅せられま
した。

設備部会全体交流会の報告
設備部会長 藤野健治
令和元年 11 月 27 日（水）
、設備部会交流会をイン
テリア部会、建築部会の協賛を得て開催致しました。
第一部のセミナーでは、「性の多様性と LGBT」～
TOKYO2020 に向けた関連の動きと課題～と題して
レインボーノッツ代表 五十嵐ゆり氏、
「トイレから
考える性的マイノリティへの配慮」と題してＴＯＴＯ
株式会社 岡田美紀氏に講演頂きました。
また、第二部の交歓会では、講師を交えて 80 名を
超える参加者による交歓会を行いました。途中、余興
も交え、大いに懇親を深めることが出来ました。

賀詞交歓会 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：令和 2 年 1 月１4 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。

☆新入会員紹介☆（入会順）
[メーカー]

株式会社 銘林

(代表者)代表取締役
(担当者)取締役 特販部
根本 修
営業部長 有馬康雄
〒136‑8605 東京都江東区新木場 1‑16‑8
TEL 03‑3521‑3141 FAX 03‑3521‑3155
営業内容:木質内外装製造卸
[メーカー]

ミネベアミツミ株式会社

(代表者)ｽﾏｰﾄ製品事業部
(担当者) SALIOT ｾｰﾙｽﾕﾆｯﾄ
副事業部長 小峯康生
上田美香
〒108‑8330 東京都港区三田 3‑9‑6
TEL 03‑6758‑6867 FAX 03‑6758‑6760
営業内容: ベアリングなどの機械加工品事業、電子デバイス、
小型モーター等の電子機器事業、自動車部品、産業機械事業
[個人]

大澤

実

ランズ アンド ライフ クリエイト 代表

〒132‑0021 東京都江戸川区中央 4‑5‑15‑701
TEL･FAX 03‑3653‑5380
営業内容:造園業務全般

第１13 回ゴルフ会結果報告と次回予告
ゴルフ会 会長代行 杉浦 司
秋のゴルフ会が 11 月 7 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、5 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、住之江工芸の荒巻様でした。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。

♥編集後記♥
早いもので新しい元号令和元年もあと一月余りで
閉じようとしています。
今年は、来年のオリンピック、パラリンピックに
向けての準備の他、ラグビーの世界大会開催なども
あって訪日外国人数も多くなり、業界にとって大変
慌ただしい一年であったことと思います。
そのような中で協会の活動は、今年もＣＳＶの理念
のもとに、着実に実績を残すことが出来たと思いま
す。来年はいよいよオリンピック、パラリンピック
の本番の年、期待される事業も益々多くなるかと思
いますが、期待に応えられますよう、全員参加で努
力してまいりたいと思います。
Ｙ．Ｋ

