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12 月
平成１７年の協会の活動報告

前庄司総務委員長の後任として、早や８ヶ月が経過
致しました。総務の仕事の経験が無い上に、知識不足
で、皆様の指導を仰ぐことばかりの日々でありますが、
４月以降の協会の活動の一端をご報告致します。
１．１７年度総会
６月１５日、１７年度総会は綱町三井倶楽部で開催さ
れ、現役員の選任、永年功労者の表彰（６名）、また、
涌井副会長の黄綬褒章の受章に対するお祝いもあり、
セミナー、情報交換においては１６０名の参加者で盛
会に終了しました。
２．各委員会の活動
事業委員会では、三井倶楽部の施設見学会に続き６
月２０日愛知万博（涌井副会長−演出総合プロデュー
サー）の視察研修を行いました。２２名の方が、自然と
の共生−環境万博を、猛暑の中、見学されました。
技術委員会では、各分科会でのテーマに対して毎月
会合を持ち、景観に関するの調査研究、宿泊施設の
安全性に関する研究、インテリアデザインの付加価値
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の重要性、また、エコ旅館の技術指標の作成等行って
います。
建築部会、設備部会では施設見学会を行いました。
５月２３日 羽田東急エクセルホテル（建築部会）
参加５０名
１０月２６日 東京プリンスパークタワー（設備部会）
参加５０名
それぞれ会員同志の交流、技術の交換を行うこと
ができました。また、新たに今年６月より景観法の全
面施行の発動を受けて、当協会も観光空間検討会議
を発展的に改組して「景観特別委員会」を設置し、村
尾会長を座長に当協会の景観に対する役割を明確に
して、観光に係る景観問題について提言を行うべくス
タートしました。
後半も色々と行事等が予定されておりますが、総務
委員会はそれぞれの部会や事業計画がスムーズに
行くよう努力致します。

☆ ＨＯＴＥＲＥＳ ＪＡＰＡＮ ２００６
当協会のホテレス 2006 の実施計画がほぼ決まりま
した。今回は「設備のリニューアルに関する無料相談」
を引き続き開設するとともに、シンポジウム「エコに
無関心な旅館ホテルは世間から見放される」を開催い
たします。協会ブースの展示は、配管類のリニューア
ル前後の現物と写真パネルのほか、新しい配管例をパ
ネルに取り付けて、来訪者が手に触れて実感してもら
えるように計画しております。

発行／社団法人国際観光施設協会
総 務 委 員 会

ご案内 ☆

エコデザイン分科会の研究調査成果を冊子「エコ旅
館の２０指標」に作成し、説明パネルを展示します。
また、会員各社のＰＲの場としてカタログ展示（無
料）のコーナーも設けますのでぜひご利用ください。
会員の皆様方のお客様にも、ぜひお誘いのうえ大勢
のご来場をお待ちいたしております。
なお、協会ホームページで、無料相談の予約受付と
これまでに承った主な相談内容の公開を行ってます。

日 時 2006 年 3 月 14 日（火）〜17 日（金）
場 所 東京ビックサイト 東展示棟
10:00〜17:00（最終日は 16:30 まで）
協会ブース ５Ｍ−１０１(東５ホール)
ホテレスホームページ
協会のホームページ
http://www.jma.or.jp
http://www.kankou-fa.jp

★ ｢東京プリンスホテル パークタワー見学会｣報告 ★
設備部会は今年最後の見学会を 10 月 26 日に建築部会、
インテリア部会の協賛を受け、開催しました。
参加者 58 名は、東京プリンスホテル施設管理部および
鹿島建設建築設計本部からパークタワーの施設概要、建
物内容などの説明を頂いた後、見学を行いました。
芝公園緑の森に囲まれた国内最大級の主宴会場、ガー
デンチャペル、スカイチャペル､森のチャペルそして 27〜31
階のエグゼクティブフロア プレミアムなど普段は見られな
いような所まで見せて頂き参加の皆様は大満足でした。懇
親会では大変おいしい料理にまたまた感激し、大変有意義
な見学会でした。

★ ｲﾝﾃﾘｱ部会セミナー「私の旅と宿り」の報告 ★
今年は、週刊「ホテレス」の甘口辛口批評でご存知のリン
ボウ先生こと書誌学者の林望氏に１１月９日松下電工ホー
ルにて講演を頂きました。冒頭にイギリス古建築を改修し
た人気の宿泊施設の紹介があり、その後、期待通りの辛口
コメントが並びました。
ビジネスホテルは、安価で施設は充分で人的対応も良く
プライバシーがある。一方、旅館は、「布団を敷きに」「お飲
み物は？」部屋のプライバシーが無い。本を読む良質な光
源が無い。ホテルの照明は黒い目の東洋人には暗い。西
洋人の感覚で造られていて、日本の良い伝統を取り入れる
べき等々、多彩な内容で示唆に富んだ講演でした。

★ 忘年交歓会のお知らせ 緊急！★
恒例の福引付の忘年交歓会を 12 月 5 日（月）18 時よ
り目黒雅叙園で開催します。都合により、会場フロアが
変わりました。２階「夢扇の間」⇒４階「鷲の間」
なお、17 時より「百段階段」ほかの施設見学もできます。

◆ 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１８年１月１６日（月） １１時〜１２時３０分
場 所 ：ホテルメトロポリタン エドモント２Ｆ「薫風」
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。

◆ ツーリズムサミット 2005 ご案内 ◆
今年のツーリズムサミットは「スポーツとツーリズム」が
テーマです。スポーツ体験型イベント、スポーツ観戦、国
際大会の誘致など、ツーリズム産業の発展を目指して開
催されます。
日 時 平成１７年１２月６日（火）
場 所 赤坂プリンスホテル「五色の間」
●シンポジウム 15:00〜17:50(無料)
基調講演 スポーツジャーナリスト 二宮清純氏
｢ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽとﾂｰﾘｽﾞﾑによる地域活性化」
●懇親会 18:00〜19:30（会費 10,000 円）
※申込 http://www.tij.jp よりアクセス
※連絡先 TEL:03-5434-8594 FAX:03-5434-8697

◆ メルキュールホテル見学会 予告 建築部会 ◆
昨年オープンの事務所をコンバージョンした「メルキュ
ールホテル銀座東京」の施設見学会を 2 月8 日（水）に行
います。セミナーの講師には、発表当初からの事情を知
るアコージャパン代表取締役社長諸井文雄氏にお願い
する予定でおります。詳細は別途ご案内致します。
◆ チーム･マイナス６％に参加しました ◆
本年 2 月、
「京都議定書」が発効し、日本は 2008 年
から 2012 年の間に、CO2 などの温室効果ガス排出量を
1990 年にくらべて６％削減することが義務づけられ
ました。そこで政府では地球温暖化防止を実現するた
めの国民的プロジェクトと位置づけスタートさせた
のが「チーム・マイナス 6％」です。
この度、当協会は「チ−ム・マイナス 6％」に団体
チーム員として参加･登録し、環境・エコロジーへの
取り組みを鮮明にしました。

3 交流部会 第 87 回「ゴルフ会」報告 3
11 月17 日に秋のゴルフ会が、東京都下の「青梅ゴルフ
倶楽部」にて開催されました。当日は若干気温は低めな
がら快晴に恵まれ、皆さん心地よい汗をかかれたことで
しょう。参加者も 37 名で 10 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。
毎度のことですが、設計事務所の会員の参加が少な
いので、来春の 88 回記念大会では、近場の会場で豪華
賞品を用意しますので是非多数の参加をお願いします。
<結果>
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◆ 秋のカメラ倶楽部撮影会の報告 ◆
11 月 12 日〜13 日、カメラ倶楽部初の一泊バス撮影
会「木曽三宿の旅籠めぐり」が 10 名の参加を得て開
催されました。奈良井・妻籠・馬籠と美しく保存され
た町並み集落を巡り、名品木曽漆器･名物の木曽料理･
紅葉真っ盛りの山々に秋の木曽路を満喫。夕食時には
「伝統的建造物保存」の話題に夜の更けるのを忘れ、
和気藹々！傑作が期待される撮影会でした。

● 事務局 年末年始のお休み ●
１２月２９日（木）〜１月４日（水）

♥編集後記♥
早くも年末を迎えようとしていますが、突然飛び込んで
きた欠陥マンションや欠陥ホテルの建築事件には本当
に驚かされます。今後どのように推移していくのか、同じ
設計や建設に携わる我々にとっては無関心ではいられ
ません。
何はともあれ、罪の無い住民に被害が及ばないことを
見守りたいと思います。
Ｙ．Ｋ

