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平成 30 年度協会活動報告
常務理事
本年当協会は創立 65 周年を迎え、鈴木会長のご指
導のもとに公益社団法人として会員皆様のご協力を
得て活発に活動致しております。年初より国内外で
様々な懸案が続出して内外の首脳が各国を訪問して
積極的な外交を展開して問題点の解決に努力されて
おられました。その間 訪日外国人は 10 月末現在、
2,611 万人に達し年内には 3,000 万人を凌駕する予
定で、観光業界は活況を呈しております。訪日客の
増大と経済効果を維持して 2019 年のラグビー世界大
会 2020 年のオリンピック、パラリンピックに対して
CSV の旗印のもと協会一同心を一つにして進みたい
と思います。
6 月の本年度総会はホテルグランドパレスで開催
され、ご来賓の観光庁参事官 黒須 卓 様の御挨拶を
賜り、会長、副会長より昨年度の報告、今年度の計画
等が報告され、議事は全て承認されました。
記念セミナーは大日方 邦子様(冬季オリンピック
アルペンスキー金メダリスト通算 5 大会出場、金、
銀、銅 10 個のメダルを獲得されたスーパーアスリー
ト、平昌 2018 オリンピック日本選手団団長、
電通 パ
ブリックリレーション所属)『Beyond 2020～ユニバ
ーサル社会を目指して～』と題してご講演を賜り参
加者全員が大きな感銘を受けました。2020 年に向け
た素晴らしい講演会となり、交流親睦を深めました。
広報委員会は黎明 322 号から紅葉 325 号 まで 4 回発
行され、協会広報活動の中枢として 内外に発信して
協会活動を周知いたしました。
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立石博巳

なお 11 月初め現在の会員数は正会員 242 名社、
賛助会員数 46 名社、推薦会員 3 名社、会員合計 281
名社であります。
創造委員会では従来の委員会、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予算及び重要事
項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)各部会において講演会、見学会、調査会等特に
インテリア部会は総会を行い、外部の会との共同開
催を含め催しを行ない会員相互の交流親睦を深めて
市民の方々へのアピールに努めました。
10 月 2 日三菱地所設計さんの 10 階の特別ルーム
にてＣＳＶの中間報告会が開催され約 100 名の方々
が出席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 47 回国際ホテルレスト
ラン・ショーに向けて別掲の様様々な企画を立てて
実施の予定です。全会員参加で総力をあげて内外に
当協会の存在をアピールしたいと考えております。
総務委員会で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
法人としての 7 年目を定着させるように努めます。
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」
をもって努力いたします。

２０１９ホテレス実行委員会

委員長

浅野

一行

第 47 回 2019 国際ホテル・レストラン・ショーは、平成 31 年 2 月 19 日（火）～22 日（金）、例年通り東京
ビッグサイトにおいて開催されます。協会ＣＳＶ活動における年間集大成として、一昨年より、会員の皆様に
はホテレスショーへの全員参加をお願いしております。参加形態は、テーマチーム参加、ＣＳＶパネル参加、
ＣＳＶ社名参加の 3 通り。申込み期日は過ぎておりますので、既にお申込み頂いているかと思いますが、お忘
れの方がいらっしゃいましたら、是非、テーマチーム参加やＣＳＶパネル参加にて、御社の技術・ノウハウを
協会活動の一環として社会にＰＲして頂くか、もし叶わぬ場合はＣＳＶ社名参加にお申込みいただきます様
お願いいたします。
さて、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、③旅するここ
ろ、④匠のこころ、⑤エコ・小のこころに、⑥交流部会と⑦耐震研究会を加えた 7 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・旅館の最新事例紹介を中心に、業界の
ホットな話題にせまります。 前回、好評を博した、会員間の交流の場「サロン」は、今回も引続き開催いた
します。交流を深めるまたとないチャンスですので、是非ご参加ください。お酒と簡単なおつまみも用意いた
します。

「都市と地方をむすぶ河川を巡る旅」
セミナー報告
建築部会長 崎山 茂
建築部会では 10 月 25 日 42 名の参加のもと、東京
の水辺から河川の上流に目を向け、東京農業大学地
域創成科学科の宮林茂幸教授をお迎えして、農林業
の生産地であり水源でもある上流地方とそれらを消
費する都市との関係を考えるセミナーを開催しまし
た。
過疎化や森林の崩壊など上流地域の抱える問題と、
それを解決するために下流の都市との間でサステナ
ブルな関係を構築することが如何に重要かを豊富な
実例を交えて語っていただきました。観光に役立て
ながら行動すべきことが多々あると感じた 2 時間で
した。

インテリア部会セミナー 報告
ｲﾝﾃﾘｱ部会ｾﾐﾅｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 本杉勝彦
平成 30 年度インテリア部会主催セミナーグループ
によるセミナーが工業デザイナーの奥山清行様をお
迎えし、11 月 9 日お茶の水のワテラスコモンで開催
されました。160 名を超える参加者で会場は満席とな
りました。フェラーリのデザインから始まり北陸新
幹線や数々の工業デザインを手掛けられ、デザイン、
物へのこだわりなどや職人とのふれあいなどいろん
な興味ある話が聞けました。イーゼルを前に話しな
がらのスケッチも数多く手掛けてきた歴史を感じさ
せてくれました。交流会でのサプライズでは書かれ
たスケッチ９枚と手掛けた商品数点をプレゼントす
る企画があり、集めた名刺から選ばれ話の感動に合
わせてビックなプレゼントとなりました。

2018 年度設備部会交流会の結果報告
設備部会長 藤野健治
平成 30 年 11 月 12 日（月）
、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、
「ZEB/ZEH 関連の動向
と今後の課題」～健康・快適なゼロエネルギー建築を
考える～と題して芝浦工業大学教授の秋元孝之先生、
「2019 年ラグビーW 杯日本開催における経済的効果
及び観光の特徴」と題して人財・経営コンサルタント
の笹田学氏に講演頂きました。また、第二部では、講
師を交えて 100 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：平成３１年月 1 月１０日（木）
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）
[賛助]株式会社プリンスホテル

(代表者) 資産管理部（担当者) 資産管理部建設企画ﾁｰﾑ
部長 池上龍治
課長 林 正彦
〒170-8428 東京都豊島区東池袋 3-1-5
TEL 03-5928-1125
FAX 03-5928-1125
営業内容:ホテル
[賛助]甲信食糧株式会社

(代表者)代表取締役
(担当者) マネージャー
中込武文
青山弘樹
〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地 2-1-2
TEL055-273-4561 FAX055-273-6801
営業内容: 外食用、給食用総合食品食材販売
新規出店アドバイス、メニュー提案
[設計]株式会社アイケージー

(代表者) 代表取締役
(担当者)
池貝知子
加藤佐恵子
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-13-6 第 2 伊藤ビル 6F
TEL03-6277-3544
FAX03-6277-4744
営業内容:建築企画、設計、監理、コンサルタント業務、
インテリアデザイン企画
[ﾒｰｶｰ]株式会社ファリ・サービス

(代表者) 代表取締役 鈴木裕也
〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-3-12
計測器ランドビル
TEL03-3255-8059
FAX03-3255-8050
営業内容:輸入家具販売
[賛助]一般社団法人

松本市アルプス山岳郷

(代表者) 代表理事
(担当者)
齋藤元紀
福澤佳代
〒390-1520 長野県松本市安曇 209-1
TEL0263-94-2221
FAX0263-94-2239
営業内容: 自然環境の保全と活用
[ﾒｰｶｰ]

アルティ株式会社

(代表者)代表取締役社長 柴田正己
〒106-0047 東京都港区南麻布 4-11-30 南麻布渋谷ビル 1F
TEL03-5449-2500
FAX03-5449-2920
営業内容:家具の売買及び輸出入、照明・絨毯・布地他売買、
インテリアデザイン企画設計他

[ﾒｰｶｰ]

ウシオライティング株式会社

(代表者)代表取締役 (担当者) 東京営業 3 課主任調査役
椿 隆二郎
木村武之
〒140-0032 東京都中央区八丁堀 2-9-1
TEL03-3552-8287
FAX 03-3552-8027
営業内容: 各種照明、映像、演出機器、システムの製造、販売
[賛助]株式会社メックデザイン

(代表者)代表取締役 井上和夫
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 4-31-2 パレーゼ山手 1F
TEL 03-6914-6880 FAX03-6914-6887
営業内容:舞台美術のﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｵﾍﾟﾚｰﾄ、電動チェアの製造・
販売

[ﾒｰｶｰ]株式会社よし与工房

(代表者)代表取締役 (担当者)メタルクンスト事業部
南澤雅也
部長 内城思裕意
〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-25-19
TEL03-6277-4445 FAX 03-6277-4419
営業内容: 装飾金物のデザイン、設計、製作、施工

[設計]

ＨＢＡ株式会社

(代表者) 代表取締役
若狭明宏
〒106-0046 東京都港区元麻布 3-4-23
TEL03-5447-6121
FAX03—5447-6122
営業内容: 内装設計業務及びグラフィックデザイン、アート
コンサルタント業等関連業務

第１１１回ゴルフ会結果報告と次回予告
会長代行 杉浦 司
秋のゴルフ会が１１月 1５日（木）に「高坂カント
リークラブ 米山コース」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。
皆さん難しいグリーンに苦戦しながらも、大激戦を
制したのは、スミノエの清水様でした。
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。

事務局の年末年始の予定
仕事納め：平成３０年１２月２８日（金）
仕事始め：平成３１年 １月 ７日（月）

♥編集後記♥
今年もあと一月余りとなりました。明年はラグビー
ワールドカップの開催と翌年の東京オリンピックを
控えたいへん重要な年になります。
近年訪日観光客の増加が著しい反面、受け入れる側
の人手不足の問題が深刻な状況にあり、
訪日が益々増
加するオリンピック時にどのように対応したらよろ
しいのか、私達協会の役割として観光施設に対する提
言やその検証について、
大いに期待されることになる
と思われます。
期待に応えられますよう全員で取り組んで参りた
いと思います。
Ｙ．Ｋ

