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早いもので、当協会が飯田橋ビル 2 号館より現在
の飯田橋2 丁目8−5 多幸ビル九段2 階に移転して、
2 年が経過致しました。新しい環境のもと事業の拡
大を図りつつ活発に活動している各委員会、部会に
感謝しております。
少し具体的に活動状況を報告したいと思います。
会員増強特別委員会(大木委員長) の各企業等へ
の働きかけの結果、5 月から 9 月迄の理事会で入会
が承認された個人とメーカーを含めた会社は 10 件
に達し、さらに増強に向け働きかけていかれる予定
であります。
｢旅館観光地｣｢ホテル都市｣｢インテリア｣の 3 分科
会からなる技術委員会も｢吾妻広域町村圏温泉のま
ちづくりフォーラム｣「ホテルの安全性に関する研
究」｢保存したいインテリア｣とそれぞれテーマに基
づき、活発に活動されています。
｢建築｣｢設備｣｢インテリア｣の 3 部会も 10 月迄に、
それぞれ会員の交流促進を目的にした施設見学会
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(コンラッド東京、マンダリンオリエンタル東京、
湯巡り万華郷)を実施され、数多くの会員同志の懇
親を深めていただきました。
ホテレス実行委員会も、ホテレスʼ07 出展に向け
て、前進的なテーマによる新しい視野に立った展示
会にすべく準備中であります。
新に法制化される公益法人制度改革(平成 20 年
10 月 1 日より施行)に対応する新公益法人移行準備
委員会(委員長は会長、副委員長は副会長が就任)が
発足し、当協会の独自性を見失わないよう、様々な
面から議論を重ね、検討していくべくスタートいた
しました。
総務委員会は、当協会の事業活動について機関誌
「観光施設」及び「協会だより」を通し情報開示し
ながら、新しく入会された会員、各社にも期待され
る協会を目指し、運営がスムーズにいくよう努力し
ていく所存であります。

◇ＨＯＴＥＲＥＳ ＪＡＰＡＮ ２００７ ご案内◇
当協会のホテレス 2007 の実施計画の概要が決ま
りました。近年ますます多様化する社会の関心事に
「ユニバーサルデザイン」の重要性があげられます。
今回は、ホテレス 2007 の主テーマになっている
「ホスピタリテイ」の中心的テーマとして「バリア
フリー」を取上げることとしました。
特色は、言葉だけで思い違いをしているバリアフ
リー対策を根本から見直し、実際に有効な手段を見
出すための展示とセミナーの開催を予定していま
す。
セミナーは、ホテレスが主催するカンファレンス
の一環として、タイトルを「こうすれば喜ばれ、売
り上げもあがるバリアフリー対策」とし、バリアフ

リー対策実践者のホテル・旅館の代表者、また、設
計者、施設の利用者の代表者によるパネルデイスカ
ッションを予定しています。
展示ブースでは、バリアフリー対策の実例として、
客室で最も関心を呼ぶと思われる設備について製
品を展示し、使い方を提案したいと考えています。
また、例年通り「バリアフリーなんでも相談の無料
相談コーナー」を開催します。
また今回も各社のＰＲの場としてカタログコー
ナーを用意しますのでご利用ください。会員の皆様、
ご関係の方々をお誘いのうえ、多数のご来場をお待
ちしています。

日 時：2007 年 3 月 13 日(火)〜16 日(金)
場 所：東京ビッグサイト 有明・東京国際展示場
10：00〜17：00（最終日は 16：30 まで）
協会ブース 東 4 ホール（詳細位置は未定）
ホテレスホームページ
協会ホームページ
http://www.jma.or.jp/hcj
http://www.kankou-fa.jp

★ 企業見学会「ヒガノ」報告 ★
インテリア部会の企業見学グループは、10 月 19 日株
式会社ヒガノ様の協力を得て見学会を行うことが出来
ました。今回は設計関係者も多く集まり、35 名の参加と
なりました。参加者は日向野社長の熱弁に耳を傾けて、
情熱をかけた物創りの説明に聞き入っておりました。工
場見学後の感想は鍛冶屋から転じた発明家との印象を
受けました。場所を変えての懇親会では食べ放題の食事
も用意され、和気藹々と各人名刺の交換を行い、一足早
い忘年会の雰囲気となる事が出来ました。

★ 施設見学会「湯巡り万華郷」報告 ★
設備部会は建築部会・インテリア部会の協賛を得て施設
見学会を 10 月4 日に開催しました。見学先は浦安に設置さ
れた約10.000 坪の広さを誇る本格的温泉施設『湯巡り万華
郷』で、通常見ることが出来ない機械室(ボイラー、水処理、
発電機室)などを見学後、体験入浴を行いました。外空間と
は全く違う異空間の中、5 ゾーンに分かれた温泉場に 38 個
のバラエテイ豊かなお風呂が点在していました。それらの
温泉を堪能した後の懇親会は、館内宴会場で浴衣に着替
えての大変リラックスした会となり、万華郷伊藤社長様の
建設時の裏話などの説明を伺い、参加者からの質問など
大いに盛り上がった楽しい会となりました。参加者から大
変好評を頂き盛会でした。

★インテリア部会セミナー報告★
本年度セミナーは「世界に飛び出す日本のインテリアデ
ザイナー 小坂竜 橋本夕起夫 森田恭通」 ホテルを語る
とのタイトルで 10 月 30 日（月）松下電工㈱にて 230 名の参
加者のもと盛況に開催されました。
商業施設のデザインからスタートし、現在はホテルのイ
ンテリアをも手がけ、世界を舞台に活躍している講師お三
方の各々の講演が行われた後、日建スペースデザインの
安藤さんによる絶妙なｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰぶりで、各自のﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟ
ｲﾝﾄになった作品や設計料の交渉の仕方に至るまで、クイ
ズ番組のような○×式の回答を中心に、活気に満ちたやり
取りが行われました。その後の交流会にも講演者の出席
を戴き、会場の熱気が遅くまで続きました。

◆ 忘年交歓会のお知らせ ◆
2006 年も国内国外共荒々しく暮れようとしています。
既に会員の皆様にはご案内通り国際観光施設協会主催
の「忘年情報交歓会」を 12 月 6 日（水）PM18：00〜20：
00 で国際文化会館にて開催します。
会員の皆様にはご多
忙中のおり万障お繰り合わせの上参加をお願いします。

事務局からのお知らせ
＜賀詞交歓会＞
日 時：平成 19 年 1 月 15 日(月)11 時〜12 時 30 分
場 所：ﾎﾃﾙ ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ ｴﾄﾞﾓﾝﾄ 3F「千鳥の間」
会 費：無料です。

事務局 年末年始のお休み
12 月 29 日(金)〜1 月 4 日(木)

◆ 「ツーリズムサミツト２００６」 ご案内 ◆
今回で 5 回目の開催となり、今回は「食文化とツーリ
ズム」を取り上げ、我国が世界に誇る食文化と観光をど
のように結び付けるかについて、業界の枠を超えた講師
の方々をお招きし、ご講演いただきます。
日
会

時 12 月 12 日（火） 15：00〜17：00
場 赤坂プリンスホテル「五色の間」

☆ 新入会員紹介 ☆（入会順）
[メーカー] 沖電気工業株式会社
(代表者)(ISC)IP ｼｽﾃﾑ本部長 (担当者) 事業企画担当部長
木村 廣志
寺岡 秀康
〒335-8510 埼玉県蕨市中央 1-16-8
TEL03-3454-2111 FAX03-3798-7793
業務内容：情報通信ｼｽﾃﾑ、半導体、ﾌﾟﾘﾝﾀ分野における
商品、技術及びｿﾘｭｰｼｮﾝの提供

[メーカー] 大河通商株式会社
(代表者)代表取締役社長
何
軍
〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-5-6 ｱﾌﾟﾛﾝﾋﾞﾙ 5F

TEL03-5822-2888 FAX03-5822-2388
業務内容：ｶｰﾍﾟｯﾄ施工販売、ホテル消耗品、量販向け商品

[メーカー] 日本電気硝子株式会社
(代表者)代表取締役社長
(担当者)建材事業本部営業部担当主任
井筒 雄三
佐藤 吉洋
〒520-8639 滋賀県大津市晴嵐 2-7-1

TEL077-537-1700

FAX077-534-4967

業務内容：特殊ガラス製品の製造・販売及びガラス製造
機械の製作・販売

3 交流部会 第 89 回「ゴルフ会」報告 3
11 月 17 日春と同じ埼玉県飯能市の「武蔵丘ゴルフク
ラブ」にて開催されました。大変良い天気に恵まれ参加
者も41名と大盛況のうちに終えることができましたし、
懇親会も和気藹々とした雰囲気で親交が深まりスタッ
フ一同胸を撫で下ろしています。
春の大会は来年 5 月 11
日に千葉県近辺で開催の予定ですので、今回都合で出ら
れなかった方は是非参加されますよう宜しくお願いし
ます。
【結果】

優勝

花又 昇

(大塚家具)

74.0 ﾈｯﾄ

準優勝

宮本三千夫

(竹中工務店)

74.4

３位

大木健次

(国際観光施設協会)

75.6

ＢＧ

宮本三千夫

(竹中工務店)

84

ｼﾆｱ優勝

大木健次

(国際観光施設協会)

♥編集後記♥
早いもので今年も気ぜわしい師走になってしまいま
した。年の瀬になっていつも思い浮かべることは「今年
も恙無く過ごせたかな」との安堵の気持と「来年こそは」
との期待の思いの繰り返しです。ただ、最近どうも前者
のウエイトが多くなってしまったように思います。ある
法話に「あこがれをそして夢を自分から捨てないで」と
の言葉がありました。
私も来年こそは実現できそうな夢のある計画を立て
たいと思っておりますが、皆様は如何でしょうか。
皆様の計画が実りある年でありますようにお祈りい
たします。
Ｙ．Ｋ

