平成27年1月吉日
都道府県部長各位
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部
次期青年部長予定者 桑田 雅之

平成27・28年度

次期部長予定者並びに副部長候補者紹介

拝啓 新春の候、ますます活躍のこととお喜び申し上げます。
平素は全旅連青年部活動にご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
早速ですが、次期部長予定者並びに副部長候補者に関するプロフィールをご準備致しました。各
人の経歴や担当する委員会への思いなどをご覧いただき、出向予定者が希望委員会を選ぶ際の参考
にしていただければ幸いです。一名でも多くの出向者を各都道府県にて選任いただき、ご推薦をい
ただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
※以下、次期及び予定者・候補者は省略

全旅連青年部長：桑田

雅之（北関東信越ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和４７年６月１日
会社名（役職）：株式会社桑田館 屋号：菅平高原温泉ホテル（代表取締役）
居 住 地：長野県上田市
最終学歴：平成7年 青山学院大学英米文学科
職
歴：平成7年 ワールドテキスタイル入社
平成13年 株式会社桑田館 入社 現在に至る
平成14年 株式会社eRyokanサービス設立
青年部歴：平成15・16年 全旅連青年部 広報委員会 委員（松田体制）
平成17・18年 北関東信越ブロック 事務局（佐久間体制）
平成19・20年 長野県旅館ホテル組合青年部 副部会長（永山体制）
平成21・22年 全旅連青年部 観光まちづくり探求委員会 副委員長（井上体制）
平成23・24年 全旅連青年部 観光平成維新委員会 委員長（横山体制）
平成25・26年 全旅連青年部 流通事業担当副部長（山口体制）
平成27・28年 全旅連青年部 次期部長予定者

総務担当副部長：鈴木

治彦（中国ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和５３年８月１５日
会社名（役職）：名泉鍵湯 奥津荘（代表取締役）
居 住 地：岡山県鏡野町
最終学歴：中村調理師専門学校
職
歴：平成12年 （株）アルペン 入社
平成16年 （株）アルペン 退社

同
年 （有）奥津荘 入社
平成25年 （有）奥津荘 代表取締役就任
青年部歴：平成17・18年 旅館未来委員会 委員（佐久間体制）
平成19・20年 宿の魅力伝承委員会 副委員長（永山体制）
平成21・22年 宿の地位向上委員会 委員長（井上体制）
平成23・24年 組織担当副部長（横山体制）
平成25・26年 中国ブロック長（山口体制）
【コメント】
「温故知新」、「取捨選択」、変わる事を恐れず、前に進みたいと思います。既成概念にとらわ
れず、組織も個人も常に変化を目指し、より良い宿泊産業の未来の為。挑戦していきます！！

財務・広報担当副部長：川田

昌義（四国ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和４９年３月２９日
会社名（役職）：有限会社ホテル高砂 （専務取締役）
居 住 地：高知県高知市
学
歴：東京農業大学
職
歴：平成9年 （株）JTBインターナショナル 入社
平成13年 （株）JTBインターナショナル 退社
同
年 有限会社ホテル高砂 入社
青年部歴：平成15・16年 組織４７委員会 委員（松田体制）
平成21・22年 財務委員会 副委員長（永山体制）
平成25・26年 四国ブロック長（山口体制）
【コメント】
全旅連青年部の出向を通じて先輩、仲間に叱咤激励をいただきながら物事の取り組み、姿勢、考
え方などを教えていただきました。そして一緒に苦労して事業を取り組むことで得られる人間関係
は強く、今でも相談に乗ってもらっております。是非共に青年部を盛り上げていきましょう。

政策系担当副部長：西村

総一郎（近畿ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和４９年８月７日
会社名（役職）：西村屋本館・西村屋ホテル招月庭（代表取締役社長）
居 住 地：兵庫県豊岡市城崎町
最終学歴：早稲田大学政治経済学部
職
歴：平成9年 アサヒビール株式会社 入社
平成12年 アサヒビール株式会社 退社
同
年 株式会社西村屋 入社
平成23年 株式会社西村屋 代表取締役社長 就任
青年部歴：平成13・14年 組織活性化委員会 副委員長（岡本体制）
【コメント】
観光立国推進が叫ばれ、観光業の発展が業界内にとどまらず国家的な課題となる中、政策的な取
り組みから観光業の成長を促し、持続可能な日本を目指します。政策実現へのプロセスは個々の地
域におけるまちづくりにも活用でき、地域から国を変える原動力にもなりえると考えています。自
らのこととして国づくりやまちづくりに邁進できる高い志を持った仲間、同じ政策課題を抱える仲
間をお待ちしています。

組織担当副部長：阿部

尚樹（北関東信越ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和４６年７月１３日
会社名（役職）：有限会社やど尚文（代表取締役）
居 住 地：群馬県みなかみ町
最終学歴：利根沼田学校組合立 利根商業高等学校
職
歴：平成元年 株式会社聚楽 入社
同年
株式会社聚楽 退社
同年
民宿尚文 入社
平成15年 有限会社やど尚文 法人化 代表取締役 就任
青年部歴：平成23・24年 ドリーム旅館プロジェクト委員会 委員（横山体制）
【コメント】
青年部経験も浅く分からないことばかりではありますが、青年部の未来が明るくなるよう尽力し
てまいります。組織強化は部員増強と部員の交流を軸に活動していきます。

研修系担当副部長：渡邉

玲緒（東海ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和５０年１１月１３日
会社名（役職）SPA&RESORT海栄RYOKANS（専務取締役）
居 住 地：愛知県額田郡幸田町
最終学歴：南山大学法学部
職
歴：平成11年 愛知トヨタ自動車株式会社 入社
平成13年 愛知トヨタ自動車株式会社 退社
平成14年 株式会社海栄館 入社
青年部歴：平成19・20年 総務委員会 委員（永山体制）
平成20・21年 財務委員会 副委員長（井上体制）
平成23・24年 総務委員会 委員長（横山体制）
平成25・26年 旅館アカデミー委員会 委員長（山口体制）
【コメント】
全旅連青年部の出向経験がいかに自館の宿造りにとって大事であったかを痛感しました。この思
いをまだ経験されていない全国の部員の皆さんに届けることが出来ればと思っています。二年間よ
ろしくお願いします。

流通事業担当副部長：山本

享平（近畿ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和５１年１２月４日
会社名（役職）旅館紅鮎（フロント・チーフ）
居住地：滋賀県長浜市
最終学歴：明治学院大学国際学部
職
歴：平成13年 （社）国際交流サービス協会

入社

平成15年
同
退社
平成16年 C&D株式会社 入社
平成17年
同
退社
平成19年 （財）青少年国際交流推進センター

入社

平成20年
同
退社
同
年 株式会社紅鮎 入社
青年部歴：平成21・22年 宿の地位向上委員会 委員（井上体制）
平成23・24年 組織維新！委員会 委員長（横山体制）
平成25・26年 滋賀県青年部事業担当副部長（山口体制）
【コメント】
「出すぎる杭は打たれない」、変わり者と言われてきました。でも、自分ではGLOBALStandardな人
間だと思っています。人と出会うのが好きで、人を好きになることが得意です。GLOCALISMとなった
今、これまでの経験を活かして世界の中の日本をもっともっと発受信できるように邁進します。ぜひ、
一緒に新しい風を起こしましょう！

事業系担当副部長：塚島

英太（九州・沖縄ブロック）

【プロフィール】
生年月日：昭和５７年１１月１６日
会社名（役職）：ホテル長崎（取締役専務）
居 住 地：長崎県長崎市
最終学歴：立正高校
職
歴：平成15年 イタリアンレストラン Bg-Cafe 開業
平成17年 長崎スカイホテル 入社
同
年 ホテル長崎購入 開業
平成18年 バス事業部 ブルースカイ観光 開業
平成22年 観光事業部 長崎観光社 開業
平成23年 浜町ビル購入 株式会社高崎屋設立
平成24年 デイサービス 立山湯ったり倶楽部 開業
平成25年 大阪営業所、福岡営業所開設
青年部歴：平成21・22年 宿の地位向上委員会 委員（井上体制）
平成23・24年 夢未来創造委員会 副委員長（横山体制）
平成25・26年 宿未来プロジェクト委員会 委員長（山口体制）
【コメント】
私は全旅連に出会って人生が明るく変わりました！日本中の仲間にこの魅力を届けたいと思いま
す！３２歳！まだまだ若輩者ではございますが、日本中のどの若旦那よりも全旅連が大好き！我々
の業界を少しでも良くしたい！という、熱き情熱を原動力に全力で努めて参ります！夢と信念を持っ
て、その実現に努力します！二年間どうぞ宜しくお願い致します。
以上

