
２０２３年３月 
会 員 各 位 

 
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会  

 
第８３回定時総会（横浜）等の開催について 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、第８３回定時総会並びに諸行事を別添のとおり開催いたしますので、ご案内申

し上げます。今回は、横浜みなとみらいにあります「横浜ロイヤルパークホテル」で６６月月６６日日

((火火))に「中小ビルの経営を考える集い」、７７日日（（水水））に講演会、総会、懇親パーティーを、

また８８日日((木木))に懇親ゴルフ会と懇親旅行会を開催いたします。 

 参加を希望される方は、４月月７７日日（（金金））までに各所属協会事務局宛に別添参加申込書

をご提出いただきますようお願いいたします。 

  

今回の懇親ゴルフ会は、名匠井上誠一氏が手掛けた名門コースとして、その伝統と格式

を守り続けている「湘南カントリークラブ」で行います。林間丘陵コースでありながら、フェア

ウェイは広くティーショットを打ちやすい反面、ドッグレッグや打上げ、打下ろし、グリーンは

ほとんど砲台形状となっているため、飛距離と小技の両面を駆使して攻略していくコースと

なっています。 

 また懇親旅行会の１泊２日コースは、横浜、箱根エリアを巡ります。１日目、午前中はぴあアリ

ーナＭＭをご見学いただき、都市型循環式ロープウェイYOKOHAMA AIR CABINへのご乗車、

続いて横浜港内クルーズと横浜みなとみらいの街をお楽しみください。昼食は横浜中華街にご案

内いたします。本場の中国料理をご堪能ください。昼食後、箱根へと向かい、モネ、ルノワールな

どの印象派の作品やガラス工芸など魅力あふれるポーラ美術館をご見学いただきます。宿泊先

は、箱根のクラシックホテルとして有名な富士屋ホテルにご宿泊いただきます。 

２日目は箱根ロープウェイにご乗車いただき、大涌谷へと向かいます。ロープウェイから

は眼下に広がる谷の景色や芦ノ湖も一望できます。大涌谷では１つ食べると７年寿命が伸

びるといわれている黒たまごを是非お召し上がりください。昼食は、芦ノ湖畔・箱根ホテル

のランチをご堪能ください。昼食後は、周辺にございます箱根関所や駅伝ミュージアムでの

箱根散策をお楽しみください。 

 日帰りコースは、「三渓園見学コース」と「中華街周辺散策コース」の２コースをご用意いたしま

す。午前中は１泊２日コースと同様、ぴあアリーナＭＭのご見学、YOKOHAMA AIR CABINへの

ご乗車、横浜港内クルーズ、横浜中華街での中国料理をご堪能いただきます。「三渓園見学コー

ス」は生糸貿易で財を成した原三渓により造園された三渓園をガイド付きでご案内いたします。広

大な敷地は歴史的な建物や季節の花が楽しめる庭園となっております。また、「中華街周辺散策

コース」は横浜赤レンガ倉庫、横浜マリンタワー、日本郵船氷川丸など見所が一杯です。 

 どちらのコースも、神奈川の魅力をご満喫いただける旅となっております。お誘い合わせのうえ、

是非ともご参加下さいますようご案内申し上げます。   

敬 具 
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第８３回定時総会並びに懇親行事日程表

定時総会及び関連行事　【横浜ロイヤルパークホテル】

行　　　事 場　　　所 備　　　　　　考

１６：００ 主催：連合会政策委員（中小ビル振興担当）

～  第１部   16:00～　パネルディスカッション 等

２０：００  第２部   18:20～　懇親会

行　　　事 場　　　所 摘　　　　　　要

１３：３０

１４：３０

　【総会次第】

  　１．開　　  会

  　２．歓迎挨拶

  　３．議長選出

 　 ４．議　　  事

　  ５．会長挨拶

　  ６．来賓挨拶

 　 ７．閉　 　 会

１７：００

～

１9：００

日　　　時

６／6
（火）

講    演    会

懇親パーティー

中小ビルの経営を
考える集い

１５：００

日　　　時

～

１６：３０

総　   　　　会

６／7
（水）

～

３階　「鳳翔」

①演題　　横浜まちづくり展望(仮)
   講師　　堀田　和宏　様
　　　　　　 横浜市 都市整備局長
②演題　  横浜ﾐｭｰｼﾞｯｸｼﾃｨ構想について(仮)
　 講師　　染谷　誓一　様
　　   　　　ぴあ株式会社　執行役員
               ライブ・クリエイティブ担当役員

３階　「鳳翔」

３階　「鳳翔」

３階　「鳳翔」
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懇親ゴルフ会

懇親旅行会（日帰りコース）

(徒歩10分) 10:30

　

13:30　～　15:15

　 　

16:00着(予定)  

※※ぴぴああアアリリーーナナMMMMのの見見学学はは公公演演開開催催日日とと重重ななっったた場場合合はは中中止止ととななるる可可能能性性ががごござざいいまますす。。

班班①①  「「三三渓渓園園見見学学ココーースス」」        ババススににててごご案案内内

三渓園をご見学されない方は

班班②②　　「「中中華華街街周周辺辺散散策策ココーースス」」　　　　散散策策後後のの集集合合場場所所　　横横浜浜中中華華街街東東門門((朝朝陽陽門門))　　1155::1155集集合合

　　自由散策　(横浜赤レンガ倉庫、横浜マリンタワー、日本郵船氷川丸など)

懇親旅行会（１泊２日コース）

　

(徒歩10分) 10:30

11:15 〜 12:00 12:15　～　13:15 14:45　～　16:00 16:30

※※ぴぴああアアリリーーナナMMMMのの見見学学はは公公演演開開催催日日とと重重ななっったた場場合合はは中中止止ととななるる可可能能性性ががごござざいいまますす。。

富士屋ホテル
〒250-0404　神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
TEL 0460-82-2211(代表)

 

9:30　～　10:00 (徒歩1分) 　～　11:00 11:30　～　12:30

　

12:45　～　14:30

※ 時間等内容変更の可能性がございますので、ご了承願います。

※ 懇親旅行お申し込みの方には、総会当日詳細な旅程表をお渡し致します。

(5分乗車)

横浜ロイヤルパークホテル ぴあアリーナMM※ 桜木町駅 運河パーク駅

8:45出発 (徒歩5分)

日　　時 場　　　所 備　　　考

6/8
(木)

6:00出発 横浜ロイヤルパークホテル 主催
神奈川ビルヂング協会8:30スタート 湘南カントリークラブ

月日 　行　　　　　　　　　程

6/8
(木）

16:40着(予定)

月日 　行　　　　　　　　　程

羽田空港 　

 

横浜港内クルーズ
横浜中華街

(昼食)
各種ツアーへ

11:15 〜 12:00

9:00～10:00 10:35～10:50

12:15　～　13:15

6/8
（木）

横浜ロイヤルパークホテル ぴあアリーナMM※ 桜木町駅 運河パーク駅

8:45出発

宿泊：

新横浜駅

昼食後 三渓園(ガイド付見学)  13:30～14:45

箱根ホテル
(昼食)

16:00着（予定） 16:40着（予定）

 

(徒歩5分)

横浜港内クルーズ
横浜中華街

(昼食)
ポーラ美術館

(見学)

9:00～10:00 (5分乗車) 10:35～10:50

富士屋ホテル

6/9
（金）

富士屋ホテル

新横浜駅 羽田空港
箱根自由散策

(箱根関所・駅伝ミュージアムなど)

9:00出発

箱根ロープウェイ
(15分乗車)

大涌谷
(散策)

旅行等取扱：株式会社ＪＴＢ

YOKOHAMA AIR CABIN

YOKOHAMA AIR CABIN
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１．会 場  

     横浜ロイヤルパークホテル 

        〒220-8173 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１－３ 

       TEL ０４５－２２１－１１１１（代） 

アクセス：桜木町駅から徒歩５分  

     みなとみらい駅から徒歩３分 

 

        ◆中小ビルの経営を考える集い   

          ６月６日  （火） 

  ・ パネルディスカッション等    １６：００～ ３階「鳳翔」 

  ・ 懇 親 会                １８：２０～ ３階「鳳翔」 

   
    ◆講演会・総会・懇親パーティー 

    ６月７日（水） 
       ・ 講 演 会               １３：３０～  ３階「鳳翔」 

  ・ 総 会               １５：００～  ３階「鳳翔」 

  ・ 懇親パーティー              １７：００～    ３階「鳳翔」 

 

※ 必要に応じて新型コロナウィルス感染症予防対策を行います。 

※ 懇親パーティーにつきましては、立食ブュッフェ形式となります。 

※ 代議員の方には５月開催の理事会で議案が承認された後、別途総会のご案内を 

      送付させていただきます。 

   
        

２．参 加 費  

       ・ 中小ビルの経営を考える集い（６月６日）          １名      ６，０００円 

     （立食ブュッフェ形式）                        

      ・ 総会後懇親パーティー（６月７日）                １名    １２，０００円 
     （立食ブュッフェ形式） 
 
         

 総会及び行事説明書  
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３．宿  泊  

宿泊は、定時総会開催場所の「 横浜ロイヤルパークホテル」をご用意して 

おります。 

     宿泊をご希望の方は、申込書にご記入ください。 

     (1)  ホテル名 

         横浜ロイヤルパークホテル 

         〒220-8173 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１－３ 

         TEL ０４５－２２１－１１１１（代） 

アクセス：桜木町駅から徒歩５分 みなとみらい駅から徒歩３分 

       
     (2)  宿泊料金 

          １人当たり（税・サービス料・朝食込）の料金となります。             

 

                   

 

  

 

 

※宿泊代は、ホテルにて 各自ご精算をお願い致します。 
※ 部屋数に限りがあるため、ご希望通りのお部屋タイプをご用意できない 
ことがありますので、予めご了承願います。 

  ※お一人の場合はコンフォートダブル、お二人の場合はコンフォートツインを 
    お選びください。 
   ※懇親ゴルフ会に参加される方は当日ホテルでの朝食はできませんので 
    お申込書には「朝食なし」をご選択願います。 

※お二人でお泊りの場合は朝食の有無は統一願います。  
   ※上記料金はホテル設定の料金となっており、シングルルームがないため 

    必要に応じて別途手配されることもご検討願います。 

   ※ホテル客室は禁煙ルームとなります。 
 
 
   (3)キャンセル規定 

チェックインの 7日前           宿泊料金の 40％ 

チェックインの前日       宿泊料金の 80% 

チェックインの当日・不泊        宿泊料金の 100％ 

 

部屋タイプ １名利用 ２名利用 
コンフォートダブル 26,400円 ― 

コンフォートダブル（朝食なし） 24,750円 ― 
コンフォートツイン ― 17,050円 

コンフォートツイン（朝食なし） ― 15,400円 
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   (4)チェックイン及びチェックアウト時刻 
 

          ◆  チェックイン時刻        １６:００ 

         〈６月６日（火）〉  

       １５：００よりチェックインが可能です。 

     〈６月７日（水）〉 

        １２：００～１４：３０  

３階ホワイエ奥特設受付台にてホテル側でお荷物をお預かりいたします。 

         １４：３０～１６：３０ 

この間に各お部屋に荷物が運ばれます。（運搬中の荷物の出し入れ不可） 

１６：３０の総会終了時 

３階宴会会場前専用受付にてルームキーをお渡しいたします。 

           ◇  チェックアウト時刻        １１：００ 

       

４４．．懇懇 親親 行行 事事   

   (1)  懇親ゴルフ会   Ｐ７の通り 

     

(2)  懇親旅行会 

〇 日帰りコース     １３，０００ 円／名 

（バス代、昼食代等を含みます。） 
〇１泊２日コース   ６９，０００ 円／名 

（バス代、食事代、宿泊費、入場料、施設入館料等を含みます。） 

                  

      ・懇親旅行会に参加される方には、総会当日に詳細な旅程表をお渡しいたします。 
・１泊２日コース「富士屋ホテル」の宿泊は、原則２名１室となります。 

       １名１室をご利用の場合は、２１,０００円の追加料金が発生し  

９０,０００円／名となります。 

・富士屋ホテルの客室は、「花御殿」および「西洋館」を予定しております。 

    （客室のご指定はできません） 

・客室は全室禁煙ルームとなっております。 

 

     ・ ５月１９日（金）以降に懇親旅行をキャンセルされた場合は、所定のキャンセル料 

が発生いたします。   

 

     ・参加費は、４月２７日（木）までに各所属協会事務局へお振込みいただきますよ 
うお願い申し 上げます。 
（お振込手数料のご負担をお願 い 致します。） 

 
・なお、各コース共参加人数に限りがありますので、ご希望に沿えない場合はご連  

絡申し上げます。 
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 懇親ゴルフ会説明書  
   
会 場 

    湘南カントリークラブ 

    〒253-0001   神奈川県茅ケ崎市赤羽根４１２３ TEL ０４６７－５１－０２１１  

 

１．参加費  

  （1）ゴルフ会参加費 １名につき１２,０００円を、４月２７日（木）までに 

         各所属 協会事務局へお振込みいただきますようお願い申し 上げます。 

       （賞品代、懇親パーティー費、送迎バス代等を含みます。） 

    (2)  ゴルフプレー費２７,０００円（昼食代・昼食時ワンドリンクを含む）は、 

現地にて各自お支払願います。 

ホテルより送迎バスをご利用の方は、朝食を用意しております。 

         現地での朝食、売店や練習ボール代等は、各自でお支払いください。 

 （3）キャンセルされた場合は、その時期に応じてキャンセル料が発生いたします 

のでご了承ください。 

 

２．参加ご希望の方は、別紙申込書に氏名、性別、ハンディキャップ 及び 生年月日（年齢）、

     送迎バスご利用の有無をご記入ください。 
      

送迎バス      

        往路  ① 横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ  ６：００発→ 湘南カントリークラブ７:２０着(予定） 

帰路  ② 湘南ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ  １６：３０発→新横浜駅 １７ :３０着(予定) 

→ 羽田空港 １８:１０着(予定)   

     競技スタート予定時刻 ８:３０ 

     プレー終了後に表彰式・懇親パーティーを予定しております。 

     先に終了された方よりご飲食いただけます。 

     なお、締切日以降のお申し込みは、原則としてお受けできません。 

 

３． 参加者には、後日神奈川ビルヂング協会より、現地への送迎、組合せ表、競技方法、 

 その他 詳細についてご案内いたします。 
 

４．貸クラブ・貸シューズのご利用について 

 貸クラブ及び貸シューズをご利用につきましては直接ゴルフ場へご確認願います。 

 

５．キャディバッグ等を宅配される方は、「湘南カントリークラブ」宛とし、 

プレー日（６月８日）、「日本ビルヂング協会連合会」と「お名前」を必ずご記入 

ください。 

また、プレー後の時間節約のため、往復宅配便をご利用くださいますようお願いいたし 

ます。 
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ドレスコード（湘南カントリークラブＨＰより抜粋）     

 

品格のある会員制クラブに相応しい、良識ある服装にてお願いします。  

〈来場の際〉 

1.夏期(原則、6月～9月)を除き、上着(ジャケット・ブレザー)を着用してください。 

2.ブルゾン・ジャンパー・Tシャツ・トレーニングウェア・ジーンズ・迷彩色スラックス等を着用してのご来場は

ご遠慮ください。 

3.運動靴・ぞうり・ビーチサンダル・ミュール等はご遠慮ください。 

〈プレーの際〉 

●男女共通 

1.襟と袖付きのスポーツシャツ(タートルネック・ハイネックモック・ジップアップ等を含む)を着用願います。 

2.半袖シャツの下に長袖の高機能アンダーウェアを着用することは可とします。 

3.危険防止のために帽子の着用をお願いします。 

4.デニムジーンズ、迷彩柄スラックス・ショーツ、ウォームアップ用のスウェットシャツ・パンツ、ジャージー、 

 Tシャツ等の襟なしシャツ、スローガンや広告入りのウェア(ゴルフウェアのロゴを除く)等はご遠慮ください。 

5.ハーフパンツ等の下にレギンス、ロングタイツを着用することはご遠慮ください。 

6.タオルを頭や首に巻くこと、腰に掛けることはご遠慮ください。 

7.メタルスパイクシューズはご遠慮ください。 

●男性 

1.ハーフパンツ・バミューダショーツの場合は、ロングソックス(引き上げた状態)を着用するよう推奨します。 

ショートソックスを着用する場合は、くるぶし丈以上の長さのものの着用をお願いします。くるぶし未満のショ

ートソックスはご遠慮ください。 

2.スポーツシャツの裾はズボンの中に入れてください。 

●女性 

1.襟付きスポーツシャツで裾を出すようデザインされたオーバーブラウス・シャツ・ノースリーブシャツを着用 

することは可とします。腹部が出るような極端に短いシャツはご遠慮ください。 

2.適切な長さのスカート、ハーフパンツ、スラックス(カブリパンツを含む)等の着用をお願いします。 

3.女性用のショートソックスを着用することは可とします。 

4.タンクトップ・キャミソールトップ・超ミニスカート・ホットパンツ、レギンス等はご遠慮ください。 
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