協会だより
Japan Tourism Facilities Association

No.76

5月

発行／社団法人国際観光施設協会
総 務 委 員 会
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋
2−8−5 多幸ビル九段 2 階
TEL03-3263-4844
FAX03-3263-4845
Ｅ-mail：kankou01@syd.odn.ne.jp
ＵＲＬ： http://www.kankou-fa.jp

世 界 一 美 し い 国 へ
ホテレスショーの「エコ達人村」が成功裡に終わり、
3/16 の報告会では参加各社の明るい報告があり、次年
度への積極的な意見が多く出された。この協会の存在
すべき一つの方向が見えてきた感じがする。
「エコ達人村」のエコの考えによる小エネルギーの
システムは、今観光業界が渇望していることであり、
政府もさまざまな政策で支援し、観光関係 7 団体が協
力する事業である。この活動が広がっていくと、数兆
円の事業規模になる可能性もある。
しかし、足元を見ればこの国は政治的にも、経済的
にも大変な危機にある。
トヨタやＪＡＬ問題、そしてＧＤＰさえも中国に抜
かれるという、世界のなかで日本だけが落ち込んでい
くような恐ろしさを感じる。その中に生きる私たちは、
今どこに目を向け、何をなすべきなのか。
生産でも技術でも世界一を達成した、この栄光の国
家に生きる人びとを再び奮い立たせる次の目標は、
２０世紀には考えられなかった自然環境、文化の
世界一ではないだろうか。
ユーラシア大陸と太平洋の間にあるという日本の
この有利な地理的条件、美しい自然と季節の変化、や
さしい生活文化などを、独特の美意識で磨き上げるこ
とにより、世界一美しい国は実現可能であり、そして
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真似されることのない独自のものになる筈である。
今日も地下鉄の車内で中国人かアジア系の旅行客
と同席したが、目は明るく輝き、カジュアルな服装で
あるがいい靴を履いていて、豊かな人たちとひと目で
わかる。ところが残念なことに日本にはまだ価格が安
いことが第一と思う人が多い、感動を求める旅と量産
品の販売とを混同している。海外では日本商品、日本
文化は高い価格で売れているのに、その大本で美しい
日本の夢を安売りするのは、冒涜であり、まったくの
裏切りである。正当な価格で質の良い旅を提供する勇
気を多くの企業が持つことが望まれる。
・観光立国 美しい国づくりへの支援と助成
・そしてインバウンド 3000 万人
・地域は生き残りを賭けている
・環境の時代、小エネルギーへの流れ
・施設が老朽化し改装しなければならない
まさに新しく生まれ変わる大きなチャンスである。
エコ達人村は技術者の立場から、自然と人の共生を
考えた小エネルギーのシステムを工夫し、環境と経済
性にチャレンジしょうとしている。
この協会がその美しい日本の夢を実現する一翼を
担っていることを認識していただきたい。

平成２２年度の通 常 総 会 と 関 連 行 事

お知らせ

平成２２年度の通常総会および当日の関連行事の概要が決まりました。当協会総会会場にふさわしい場所を検
討してまいりましたが、新しくオープンするホテルも時期的にあわず、改修建物も適当な対象物もないことから
本年度は利便性がよいホテルメトロポリタンエドモントを会場に選定しました。
セミナーは作曲家の三枝成彰氏に講演していただくことにしました。三枝氏は東京芸術大学音楽学部卒業、同
大学院修了。代表作として、オラトリオ「ヤマトタケル」やライフワークとして「忠臣蔵」
「Ｊｒ．バタフライ」
等、オペラ作品を数多く手掛け、ＮＨＫ大河ドラマ「太平記」
「花の乱」ほか、映画音楽では「二十四の瞳」で日
本アカデミー音楽賞の優秀賞を、｢優駿｣「椿姫」で最優秀賞を受賞されており、2007 年に紫綬褒章を 2008 年には
プッチーニ国際賞を授与されています。
このほか国内各地でイベントの音楽プロデュースを手掛けたり地方の活性化に熱心に取り組まれておられます。
そこで今回は、テーマを『人を呼ぶまちづくり』と題し当協会副会長の涌井史郎様との対談形式で進めることに
しました。示唆に富んだお話が伺えると思います。是非奮ってのご参加をお願いします。

平成２２年度の通常総会と関連行事
日時 平成 22 年 6 月 15 日（火）
13 時 30 分〜19 時 30 分
場所 ホテルメトロポリタンエドモント
〒102-8130 東京都千代田区飯田橋 3-10-8

スケジュール（予定）
･通常総会（薫風の間）
13 時 30 分〜14 時 45 分
･セミナー（万里の間）
15 時 15 分〜17 時 15 分
･情報交歓会（悠久の間） 17 時 30 分〜19 時 30 分

エクシブ箱根離宮 見学会 報告
３月２日 ６０名の参加者を得て、宮ノ下の旧奈良
屋旅館跡地に開業した「エクシブ箱根離宮」を見学し
ました。
同館は美術館を思わせるエントランスをはじめ「離
宮ノーブル＆ラグジュアリアス」をコンセプトに、建
物からインテリアに至るまで贅を尽くしたその佇ま
いは、奈良屋旅館以来からの植栽された樹木の数々も
含め、温泉好きの日本人はもとより、世界の人々に日
本の観光施設の素晴らしさを演出してくれていまし
た。

ロッテシティホテル錦糸町 見学会 報告
３月２４日参加５６名で、オープン直前の「ロッテ
シティホテル錦糸町」を見学しました。
窓の外には世界一の高さを誇る新東京スカイツリ
ーを望む事が出来、究極の癒しホスピタリティ―を追
求した快眠ルーム、また、女性のおしゃべりを意識し
たロングソファーツインルームなど、特に女性をター
ゲットにしたホテルでした。
更には 1 階にロッテならではの日本初、チョコレー
トファクトリーが配されており、ここでしか味わえな
いスィーツの数々も新たな観光スポットとなる事で
しょう。

住友３Ｍ企業見学会 報告
３月４日 ３３名の参加、住友３Ｍを見学しました。
３Ｍの技術基盤を展示と解説で用途応用のニーズへ
つなぐ場がＣＴＣであった。
年間六千人の来館者があるという驚きに満ちた技
術の紹介を受けた。新開発のフィルムによるデジタル
サイネージにはじまり、輝度上昇フィルムや、構造用
接着テープ、デュアロックファスナーなど。新しい発
想が生まれる実感を伴った展示館だった。
一方、ガラスフィルムの性能計測が行われている
「ガラスハウス」の体験見学では、遮熱体感で
ｎａｎｏ性能を確認。飛散防止フィルムの層間変位に
よるガラス破壊実験も目の当りにして、改めて安全と
環境対応が喚起された。

合同会議 報告
４月２０日に合同会議が開催され平成２２年度の
各部門の事業活動計画が発表されました。その概要は
以下の通りです。
①交流３部会（建築･設備･インテリア） 会員相互の
交流促進のため施設見学会 ex 東京スカイツリーや会
員企業の研究所や新製品見学のほか、人間の根源的な
色についてのセミナーなどを企画します。
②旅館観光地分科会 ｢温泉のまちづくり｣フォーラ
ムの新候補地での実施、観光地評価ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの研
究による評価手法を活用した観光交流空間のまちづ
くり研究会（夏会は城崎温泉）の開催、エコ達人の無
料相談会の継続サポートを推進します。
③ホテル都市分科会 昨年度からの研究テーマ｢安全

な避難のあり方｣について利用者にとって判り易い避
難経路図の制作を目指します。
④インテリア分科会 保存したい(残したい･大切に
したい)建物の中のインテリアの調査、文化･技術の継
承、室内空間の安全面からインテリアを考えて参りま
す。

◆ 年会費 お振込みのお願い ◆
4 月 1 日付で、平成２２年度の年会費「請求書」を
発送させていただきました。早めにお振込みください
ますようお願いいたします。

☆ 新入会員紹介 ☆（入会順）
[設 計] 宮城大学 事業構想学部
(代表者)准教授 竹 内
泰
〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑 1-1

TEL022-377-8361 FAX022-377-8390
業務内容：建築設計 インテリア設計

[施 工] 日比谷総合設備㈱
(代表者)取締役常務執行役員
(担当者)新規事業推進部
東京本店長 福木盛男
環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 部長 金子昌史
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-4-1

TEL03-3454-1262 FAX03-3454-1410
業務内容：給排水衛生空調電気 ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ他 設計施工

[個 人] 久住有生
左官株式会社 代表取締役
〒162-0824 東京都新宿区揚場町 2-12-610

TEL03-3513-6691 FAX03-3513-6692
業務内容：左官工事業 デザイン業 又付帯する一切の事業

[個 人] 春口和彦
有限会社オフィス カズ 代表取締役
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-7 山本書店ビル

TEL03-5276-2674 FAX03-3419-5266
業務内容：編集プロダクション コンサルティングなど

[個 人] 青木邦博
〒177-0045 東京都練馬区石神井台 7-24-7

TEL03-3928-7789 FAX03-3928-7789

カメラ倶楽部主催「お花見」のお知らせ
４月１７日実施の計画でお知らせしました深大寺
と神代植物園の散策は、悪天候のため延期いたしまし
た。改めて下記の日時に実施いたしますのでご参加く
ださいますようご案内いたします。
日
時 ５月８日（土曜日）午前１０時集合
集合場所 ＪＲ三鷹駅改札口
費
用 食事代蕎麦御膳３，０００円位
詳細は事務局へご連絡ください。

♥編集後記♥
春とはいえ、これまでに経験したことが無いような
寒暖の差の激しい変動、突然のアイスランドの火山大
噴火など、この天変地異ともいえる状況に、観光業界
にも大きな影響が出てくることが心配されます。その
ようななか、新年度を迎えて我が協会の活動は新しい
企画が目白押しです。状況に影響されることなく、新
年度が良い年でありますよう頑張ってまいりたいと
思います。
Ｙ．Ｋ

