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随
私の当協会とのご縁は昭和５５年以来ですので、
ほぼ協会５０年の歴史の半分になります。旧国鉄の
東京建築工事局として加入を当時の石原副会長よ
り勧められたのですが、弥生会館などの宿泊施設も
担当していましたし、運輸省の認可法人でもあり、
お役に立つならばと法人会員としてまた理事とし
て参加した次第です。
今考えますとどうも客寄せパンダの役目らしく、
ゼネコンやサブコンにおられる国鉄ＯＢの方々を
担当者として多数加入しました。私もその後、ホテ
ルメトロポリタンの建設運営そして観光企画設計
社への転身と、２０年以上も観光に関わるようにな
りましたのも何かの因縁でしょう。
国鉄当時は当然国内の仕事ばかりでして転勤も
含め専ら日本中は旅行しましたが、海外旅行はしま
せんでしたので、国鉄退職以来アジアや欧州中心に
多数の国を訪れました。やはり印象に残りますのは
都市と街、そして文化です。自然では四季を問わず
アルプスの雄大な眺望ぐらいで、どの国でも建築物
あっての景観は素晴らしいのですが、広大な平原は
面白くありません。中国にしても万里の長城があっ
てはじめて山並みが美しく映えています。
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副会長 大木健次

これに対し日本の自然は卓越しています。豊かな
四季、山、海、川、湖、何でも有りの美しさは建築
物の必要すらなく、かえってぶち壊しの方が多いと
あっては嘆かわしく、なんとも皮肉な事です。
最近「紀伊山地の霊場と参詣道」が日本では１２
番目の世界遺産に登録され、先日ＴＶで美しい熊
野・吉野の自然と寺社が紹介されていました。その
中でも｢道｣が登録されるのは珍しいということで
話に出ていましたが、先年訪れましたスペインの世
界遺産「サンチャゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」
を思い起こしました。
私は観光バスで安穏と旅しましたが、中世以来巡
礼者が歩くスペイン北部の殺風景な道はロマネス
ク教会を除けば寄り道するところもなく、ただただ
一途に聖地を目指した死にもの狂いの旅だったと
か。大聖堂の広場に面しては病人のための施療院ま
でありました。今は五つ星のパラドールとなってい
ますが、熊野の美しい豊かな森林のなかの参詣道と
は余りにも違います。それこそ日本の世界に誇れる
美しい遺産の一つであり、また文化的景観といえる
のではないでしょうか。

平成１６年度の通常総会と関連行事

報告

平成１６年度通常総会と関連行事が６月１５日に日本工業倶楽部において開催されました。
総会では第１号議案から第５号議案まで内容が審議され、満場一致で承認されました。
・議案
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

第５号議案 役員の一部選任

引き続き、
「日本工業倶楽部の復元保存と改築」について
のセミナーが行われ、館内見学のあと、大勢のご来賓を
お迎えして情報交歓会が盛大に行われました。
なお、情報交歓会ではこの１年間に入会された次の１０社
１名が紹介されました。
〔入会月日順〕

橋本幸男理事の退任にともない、
長嶋秀孝氏（国観連）が新たに選任されました。
・永年功労者表彰 ３名
役員表彰 中村德仁氏
委員
庄司四郎氏、毛利悟氏

㈱坂倉建築研究所、大久保あかね、㈱佐藤総合計画、
㈱インタールクス、㈱リソース・インターナショナル、
日和エンジニアリング㈱、 ㈱宮本忠長建築設計事務所、
新日本空調㈱、三機工業㈱、
㈱イネクス社、㈱ユニ設備設計

平成１５年度事業報告
平成１５年度収支決算報告
平成１６年度事業計画（案）
平成１６年度収支計画（案）

★ 合同会議 報告 ★
４月２０日に、会長、副会長、常務理事、委員長・
部会長・分科会長による合同会議が開かれ、今年度の
各部門の事業活動実施計画と相互の調整が行われまし
た。

★ 記者懇談会 報告 ★
６月７日に、主に観光関係の新聞社・出版社との懇
談会がホテル・メトロポリタン・エドモンドで開かれ
ました。
当協会の事業活動のうち、観光交流空間、観光地
景観および都市観光・都市景観、
「温泉のまちづく
り」フォーラム、エコロジー、コンバージョン、イ
ンテリアなど多様な話題について、和やかななかに
意見交換が活発に行われました。
今回から観光関係だけでなく、一般紙にも声をか
けて幅広く当協会のＰＲに心がけ、今後は総花的な
ものでなく、事業活動の成果がまとまった時点で開
催することになりました。

◆ 海外視察研修旅行のご案内 ◆
既にご案内の通り、今回中国最南端のリゾートア
イランドとして脚光を浴びている「海南島」の視察
研修旅行を企画いたしました。
海南島東海岸に位置する「ボアオ･アクアポリス」
は、国際会議場･大型ホテル･ゴルフ場を備えた中国
最大規模の複合リゾート地として注目を集めてお
り、隣国の観光開発の現況に直に接するこの企画に
ぜひ多数ご参加ください。
1.旅行期間：
平成 16 年 9 月 10 日(金)〜14 日(火)4 泊 5 日
2.旅行費用：179,000 円(会員外 189,000 円)
3.募集人員：30 名
※8 月 6 日(金)を最終締切として追加募集を
行っています。
・
◆ 「御殿場プレミアム･アウトレット」
「アサヒビール神奈川工場」見学会ご案内 ◆
日が迫っておりますが、定員４５名のところ、ま
だ余裕がありますので、ご参加をお待ちしておりま
す。ご参加の方は、事務局(TEL03-3263-4844）まで。
開催日：８月４日（水）参加費：5,000 円
見学場所：
（全行程貸切バスを利用します）
「御殿場ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ」と｢ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ神奈川工場｣
※集合場所は東京駅丸の内側 行幸通り
新しい丸ビル横です。集合時間は９:００です。

協会の夏休み お知らせ
事務局は、８月１１日(水)〜１３日(金)の３日間
夏休みをいただきます。よろしくお願いいたします。
重要事項やお急ぎの向きは、早めにご連絡ください。

☆ 新入会員紹介 ☆
[施工]

三機工業株式会社

(代表者) 専務取締役
黒田 宏
(担当者) 空調衛生事業部 部長代理 島野二三夫
〒100-8484 東京都千代田区有楽町 1-4-1
TEL03-3502-6221 FAX03-3581-5949
業種：建設設備の企画・設計、監理・施工
[設計・調査]

株式会社イネクス社

(代表者) 代表取締役
川村 眞兄
〒153-0053 東京都目黒区五本木 2-3-5，201
TEL03-3791-6610 FAX03-3791-6610
業種：環境デザイン、インテリアデザイン
[設計･調査]

株式会社ユニ設備設計

(代表者) 代表取締役
小川 正晃
〒106-0032 東京都港区六本木 7-8-4 高森ビル
TEL03-3479-1610 FAX03-3479-0434
業種：設備設計・コンサルタント
[メーカー]

株式会社ワイス・ワイス

(代表者) 代表取締役
佐藤 岳利
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-12-7
TEL03-5467-7001 FAX03-5467-7002
業種：オリジナル家具の企画・製造及び販売、雑貨の販売

[設計・調査] 株式会社日刊建設通信新聞社
(代表者) 代表取締役
西山 英勝
(担当者) 企画営業総局 課長 久米 基裕
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-13-7
名古路ﾋﾞﾙ本館

TEL03-3259-8715 FAX03-3259-8730
業種：建設産業界の新聞発行

[個人]

向井 清

〒178-0062 東京都練馬区大泉町 1-24-10
TEL03-3921-8552 FAX03-3921-8552

3 交流部会「ゴルフ会」 報告 3
第８４回「ゴルフ会」が５月１３日に栃木の「ヴ
ェルデ佐野カントリー倶楽部」で開催されました。
優勝
和田信行（ユニオン）
２位(繰下げ)杉浦 司（日光ﾌﾟﾗﾝﾄ工業）
３位
田村 健(大気社)
ﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ 成田 洋(NRT システム)

G 82
101
91
78

H16 N66
36 65
25 66

次回は、11 月 12 日(金)に開催の予定です。

♥編集後記♥
新年度に入り新たな活動計画が着々と進められ
ていますが、この協会だよりやホームページの活動
の場もできるだけ拡げていきたいと思います。
ホームページに会員の方々の活用を目的にした
TOPIC 欄を新たに設けました。第一回目は「食中毒
対策」をテーマにした記事を㈱フジマックさんにお
願いしました。専門分野の話題や新製品の紹介など、
皆様からの情報提供をお待ちしています。
Ｙ．Ｋ

