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平成 26 年協会活動報告
常務理事 立石博巳
本年当協会は創立 61 周年を迎え、名実共に公益法
るため、新会員を含めた会員全体に対するサービス
人としての基礎を固めることとなりました。本年度
を検討し公益法人として市民への呼びかけに広報と
は安倍内閣のアベノミクスの成果が問われる年とな
共に力を注ぎます。
りましたが、
6 月から 9 月のＧＤＰが 1.6％減となり、
各委員会、分科会、交流部会（建築、設備、イン
首相も増税を 17 年 4 月まで延期し総選挙に突入する
テリア部会）においてセミナー、講演会、見学会、
事となりました。選挙を通じてさまざまな評価が下
調査会を催し会員相互の交流親睦を深めて市民の
されると思われます。私共は政治の新改革、経済の
方々へアピールに努めました。
新発展を期待し、オリンピック開催を控え種々の問
ホテレス実行委員会は第 43 回 2015 年国際ホテ
題がありますが、みんなで心を一つにして立ち向か
ル・レストランショーに向けて別掲の様にユニーク
っていきたいと思います。
かつ盛り沢山の企画を立て実施の予定です。今回は
本年度総会は 6 月 16 日「コートヤード・バイ・マ
昨年好評だった 60 周年企画を引き継ぎ 4 つのテーマ
リオット東京ステーション」で開催され御来賓の観
のもと、このホテレスショーにおいて企画展示ＰＲ
光庁観光産業課長石原 大 様をはじめ 74 名の方が出
を行い、1500 人の集客を目標とし、会員参加で総力
席されました。議題はすべて承認され会員一同心を
をあげ内外に当協会の存在をアピールしたいと準備
新たにして公益法人として 3 年目の活動に入りまし
しております。
た。
総務委員会は協会活動の中枢として各活動をサポ
広報委員会では情報誌黎明 306 号から紅葉 309 号
ートし、下期の各行事をスムーズに運営し公益法人
まで新編集長のもと 4 回発行され協会広報活動の中
として 3 年目を定着させるようつとめたいと思って
枢として内外に発表し協会周知に努力いたしました。 おります。また、会員相互の親睦と情報交流が活発
なお、10 月末現在の会員数は正会員 212 名社、賛
にはかられビジネスチャンスが生かされるよう「目
助会員 43 名社、推薦会員 1 名 合計 256 名ですが、
くばり、気くばり、心くばり」をもって努力いたし
会員増強委員会においては会員増強はもとより、経
ます。会員の皆様始め関係各位のご支援ご協力を何
済状況が厳しくなる中現会員の退会対策の強化を図
卒宜しくお願い申し上げます。

第４３回 2015 国際ホテル・レストラン・ショーのお知らせ
ホテレス実行委員会 委員長 浅野一行

第 43 回 2015 国際ホテル・レストラン・ショーは、平成 27 年 2 月 17 日（火）〜20 日（金）、例年通り東
京ビッグサイトにおいて開催されます。昨年度は、協会創立 60 周年事業で大いに盛り上がりましたが、今年
度も前回と同じようなスタイルで協会の活動を広く社会にアピールしていくことになりました。
総合テーマは、「日本のこころ」。これをうけて、4 つのテーマ
（チーム１．匠のこころ―ＪＡＰＡＮ ＤＥＳＩＧＮ日本の美―、２．
旅するこころ―滞在して楽しい観光地づくり―、３．木づかいのここ
ろ―木による美蓄のすすめ サスティナブルな地域活性をめざして
―、４．エコ・小のこころ―見える化は美しい利益を生む―）が、
4 日間を通じ展示及びセミナーを開催します。さらに、今回は 19 日
（木）に、会場内の別のセミナー会場で、当協会による建築設計セミ
ナー「ホテル・旅館の開発＆デザイン ―最新潮流― 」を開催し、
注目の最新事例を担当者の生の声でご紹介します。
また、昨年に引き続き、ホテル・旅館・観光施設ライブラリーも設置します。

インテリア部会セミナーグループセミナー報告書
斉藤 上太郎氏 講演会
11 月 11 日御茶ノ水ワテラスコモンにてキモノデ
ザイナー斉藤上太郎氏のセミナーを開催しました。
京都に 81 年続く近代染織作家の礎を築いた家系の三
代目、そして現代空間にマッチするファッションと
してのキモノを追求する新進気鋭の作家でもある
斉藤氏は、現在インテリアやプロダクトデザインの
世界でもご活躍中です。
キモノコレクションショーのＶＴＲ上映や着付け
ライブの演出、興味深いお話に受講者 131 名は釘付
けとなり、楽しませて頂いたひと時でした。
ロイヤルパークホテル ザ 羽田 見学会・ｾﾐﾅｰ報告
10 月 27 日、インテリア部会は、9 月 30 日オープ
ンしたロイヤルパークホテル the 羽田の見学会・セ
ミナーを開催しました。日本初のトランジットエリ
アがあるホテルですので、キャンセル待ちが 20 名以
上、再度開催の希望があるほどの大人気でした。
講師は、同ホテル、戸張浩幸総支配人とメックデザ
イン・飯島雅朗統括ディレクターにお願いしました。
日本初の施設ですから、斬新な発想も苦労もあった
ようです。オープン直後に見学会・セミナーを実現
してくださった、㈱ロイヤルパークホテルズアンド
リゾーツ様と㈱メック・デザイン・インターナショ
ナル様に感謝しております。
第 15 回観光交流空間のまちづくり研究会 お知らせ
今回は国有地を種地として老朽化したビルを建て
替えるという斬新的な手法を用いた「大手町連鎖型
都市再生プロジェクト」に学びます。
これから大手町タワーには、ラグジュアリーホテル
の「アマン東京」、温泉を備える高級旅館「星のや
東京」、サービスアパートメントのトップブランド
「アスコット・ザ・レジデンス」などの宿泊施設が
開業を予定しており、観光的ポテンシャルの向上が
期待されます。まち歩きでダイナミックに生まれ変
わる大手町を見て刺激を受けましょう。
日時：１２月９日（火）１０：３０〜１５：３５
まち歩き：１０：２０〜１１：５０
研 究 会：１３：１０〜１５：３５
研究会会場：丸の内２丁目ビル１０階スタジオ
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２７年１月１３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３Ｆ
「千鳥の間」
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。

事務局 年末年始のお休み
１２月２７日（土）〜１月４日（日）

☆ 新入会員紹介 ☆（入会順）
[設計・ｺﾝｻﾙ]

㈱ＮＴＴファシリティーズ

(代表者)常務取締役 建築事業本部長 (担当者)建築事業本部 事業企画部
横 田 昌 幸
担当課長 牛 垣 和 正
〒108‑0023 東京都港区芝浦 3‑4‑1 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｰｸﾀﾜｰ
TEL03‑5444‑5912 FAX03‑5444‑5605
営業内容：建築物・電力設備のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、企画、設計、保守、
維持管理など

[ﾒｰｶｰ]

越井木材工業㈱

(代表者)代表取締役
(担当者)東日本ＳＤ部 部長
越井 潤
古 市 圭 太
〒272‑0133 千葉県市川市行徳駅前 1‑27‑17
TEL047‑395‑6321 FAX047‑395‑6324
営業内容：木材加工業

[ﾒｰｶｰ]

㈱住之江工芸

(代表者)代表取締役社長
(担当者)東京支店 支店長
井 川 清 茂
吉 見 孔 一
〒108‑0041 東京都港区芝 4‑8‑2
TEL03‑6435‑0753 FAX03‑6435‑3017
営業内容：建築設計施工、室内造作設計施工、店舗設計施工、
家具製造販売

[施工]

㈱大気社

(代表者)代表取締役社長
(担当者)環境ｼｽﾃﾑ事業部東京支社
上山 悟
営業部長 吉 川 和 男
〒160‑6129 東京都新宿区西新宿 8‑17‑1 住友不動産新宿ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ
TEL03‑5348‑7123 FAX03‑5348‑7133
営業内容：空調設備、給排水・衛生設備、塗装ﾌﾟﾗﾝﾄの設計・施工・
製作

P 第１０4 回ゴルフ会 報告 P
秋のゴルフ会が 11 月 6 日（木）に「グリッサンド
ゴルフクラブ」にて開催されました。当日は雨の天
気予報をうまくかわし、いつもの和気あいあいとし
た雰囲気とともに、初参加の方と女性の参加者にさ
らに場を盛り上げていただきました。ゴルフ競技は
激戦のなか、日光プラント工業㈱の杉浦 司様が優勝
されました。次回（来春 5 月開催予定）は会員の方
より宿泊付きゴルフ会の提案を受けており、楽しめ
る企画にするべく計画中です。多数のご参加をお待
ちしております。

♥編集後記♥
2014 年もあと一月あまりで閉じようとしています。
今年も会員皆様のご努力により、公益法人としての
活動が活発に展開されました。特に毎年 2 月に開催
されるホテレスジャパンに於いて、今年実施した特
別企画が大好評でしたので、その後の活動にも勢い
が付けられたように感じました。
新しい年に向けた活動計画が着々と進められてい
ます。明年も実りある年になりますよう全員で協力
してまいりたいと思います。
この協会だよりも今回が 99 号となり、来春発行さ
れる次回で 100 号を迎えることになりました。
100 号を記念して特別拡大号を企画したいと考え
ております。皆様からの情報やご意見等を含めた寄
稿をお待ちしております。
Ｙ．Ｋ

