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「一般社団法人の認可申請」を行いました 
 

社団法人 千葉県ビルメンテナンス協会 

会 長  金野 徳三 

会員の皆様には、ますますご健勝の

こととお喜び申し上げます。 

さて、本年５月の通常総会に於いて

「当協会の新公益法人法に基づく新法

人格」については、一般社団法人への

移行が可決承認されたことから、公益

法人特別部会及び理事会などにおいて、

申請内容の検討と必要な添付書類の整備をお願いしてまいりました。 

 なお、去る９月の臨時総会においては、一般社団法人としての新定款の変

更承認をいただいたところです。 

この度、申請に必要な関係書類が整備されたことから、１０月２６日（金）

午前１０時、協会事務所において千葉県知事に対してパソコンにより「一般

社団法人認可申請書」の提出（電子申請・写真参照）を行いました。 

今後、千葉県公益認定等審議会において申請内容の審査を経て、認可の判

断をいただくこととなりますが、認可をいただいた後、新たな一般社団法人

の登記は、平成２５年４月１日を目途としています。 

また、来年１月末には平成２４年度第

２回の通常総会を予定していますが、こ

の中で、新法人に関わる諸規定の見直し

もお願いをしたいと考えていますので、

今後ともご協力をお願いいたします。 
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平成２４年９月２５日（火）午後１時３

０分より、プラザ菜の花において社団法

人千葉県ビルメンテナンス協会平成２

４年度臨時総会が開催されました。 

 

司会進行は、アイ・ティー・エム㈱の 

田村誠敏様により進められ、山田副会長

の開会宣言で始まりました。続いて金野

会長から挨拶があり、会員並びに来賓と

して出席された千葉県健康福祉部衛生

指導課生活衛生推進室の穴澤副主幹様

への御礼の言葉がありまました。 

また、新たな法人へと移行するための

大切な年であると考えています。その重

要な新法人への定款改正を本臨時総会

に上程させていただいています。会員の

皆様にはご了解をいただき、新たなスタ

ートが出来るよう、ご協力をお願いして

挨拶とされました。 

続いて、千葉県健康福祉部長 川島貞夫

様からのご祝辞を衛生指導課の穴澤副

主幹が代読され、日頃からの生活衛生の

向上に業界をあげて協力を頂いている

ことに対して、感謝の意を頂きました。 

また、千葉県ビルメンテナンス協会が更

なる発展に向けたスタートとなること

を期待しますと結んで祝辞とされました。 

 

 

議事の進行にあたり金野会長が仮議

長となり、事務局に定足数の確認を求め

ました。髙浦専務理事から定足数につい

て、会員数１２３名、本日出席会員数４

２名であり、議案第１号から第２号の委

任状は１７名、表決書の賛成は３３名で

あることから、本臨時総会が定足数を満

たした総会であることを確認しました。 

次に議長には、仮議長から柏ビル管理

㈱の原隆志様が指名され、議事録署名人

として、㈱アサヒサニターの君塚幸申様、

千葉ビル・メンテナンス㈱の松樹良一様、

金野会長及び議長の４名が承認され審

議に入りました。 

本臨時総会に提出されている議案は、

第１号議案から第２号議案までの２議

案であり、以下のとおり原隆志議長の進

行で審議が進められました。 

｛第１号議案｝ 一般社団法人への移行

認可申請に係る定款変更（案）について。 

畔上副会長が本年 5月の通常総会で「一

般社団法人へ移行することが可決承認

された。」ことを踏まえて、新法人の定

款を制定するための変更について、事前

配布の議案資料に基づいて説明しまし

た。

平成 24 年度臨時総会 
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議長は質疑、意見を求めましたが異議な

く、賛成の挙手全員と認め第１号議案は

原案通り承認可決されました。 

｛第２号議案｝ 一般社団法人への移行

認可申請書（案）について。 

畔上副会長が事前配布の議案資料に基

づいて説明しました。今後の移行申請に

ついての修正等の処置については、理事

会に一任していただけるようお願いし

ました。 

議長は質疑、意見を求めましたが異議な

く、第２号議案は原案通り承認可決され

ました。 

議長は全ての議案の審議が終了した 

 

ことを宣し議長席から退席し、最後に大

竹副会長の閉会宣言で、平成２４年度臨

時総会は終了しました。 

 

広報統計調査部会 副部会長 

ウエストシップサービス㈱ 

        竹島儀明 

 

 

  

去る 8月 9日（木）、ビルメン会館におきまして、清掃作業従事者実技研修会を

開催いたしました。 

研修内容としましては、タオル・ダスタークロス・自在ぼうき・モップ等の基本

的な使い方、作業方法についての実技研修を行いました。 

少人数での研修会だった事もあり、何度も繰り返し練習され、最後には、ポリッ

シャーの操作まで訓練する事ができました。 

受講生の方々も真剣に取組まれており、レベルアップを図れたと思います。 

 

建物清掃部会 副部会長 

星商（株） 青木克能 

 清掃作業従事者研修会 
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9月 7日に協会会議室で、11社 16名の参加

で髙浦専務理事の司会で進行し、原部会長の

挨拶のあと 14時 5分から≪労務管理セミナー

≫を特定社会保険労務士・行政書士の曽我 

浩先生による『労使トラブルへの対応』の演

題で参考例を挙げながら就業規則の内容を検

分し、特に企業での解雇・退職をめぐるトラ

ブルの解消方法など、曽我先生監修の冊子を

引用して事細やかにご講和をいただきました。 

15 時 15 分から≪リスクアセスメント研修会≫では中央労働災害防止協会技術支

援部マネージメントシステム推進センター 野口 正明先生による『リスクアセス

メントの基本』という演題でプロジェクターを使用し、また用意して頂いた冊子と

並行しながら短時間にも拘わらず、なぜリスクアセスメントが必要なのか、手順・

進め方・理由などを説明いただき、仕事、作業を実施すれば必ず危険と背中合わせ

の中をいかに安全に進められるかを事前にシュミレーションすることの大事さを学

びました。 

 

曽我・野口先生に懇切丁寧な講義をいただき感謝申し上げます。 

今回も、素晴らしい講義でありましたので次回はもっとたくさんの会員（企業）

の皆さんの参加をお願いします。 

また来年の1月30日の通常総会後に[労働安全衛生大会と労災標語表彰]がありま

すので、こちらも是非参加下さるようお願い申し上げます。 

また来年の1月30日の通常総会後に[労働安全衛生大会と労災標語表彰]がありま

すので、こちらも是非参加下さるようお願い申し上げます。 

         厚生労働対策部会長 

柏ビル管理㈱ 原 隆志

労務管理セミナー・リスクアセスメント研修会 
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各社の清掃従事者の研修講師を担当される方を対象に清掃部会のメンバーで、 

新規の方と再講習の方に分かれて講習会を開催しました。 

今回は人数の関係もあり｢千葉商工会議所 14階第 2ホール｣を会場としました。

受講者は新規講習 11社 15名、再講習は 10社 13名でした。 

午前中は新規者と再講習者が同じ会場で、千葉県衛生指導課  江沢健一 様より 

｢建築物衛生法における登録制度｣について詳しい説明があり、引き続き石毛より、

具体的な会社での従事者研修の進め方についてパワーポイントを使用して説明をい

たしました。また今回は、折角各会社の指導者が集まったので、ディスカションを

取り入れチーム別に発表をしてもらいました。 

午後から新規と再講習が別室に分かれ、新規は指導のポイントについて講師（株）

成田空港美整社 齋藤 正幸講師より詳しい解説があり、次に協会講師の夘沢良夫講

師より｢安全と衛生｣｢教育法と最新情報｣の話がありました。 

再講習は引き続き石毛が指導のポイントを担当し、後半は太平ビルサービス㈱加

藤繁夫講師より｢安全と衛生｣、｢教育技法と最新情報｣について講義がありました。

特に安全については５０歳以上の作業員も多い職種になりますので、徹底した教育

と安全対策が必要だと思います。最後に

講習の認定証を授与して閉会となりまし

た。認定証は登録の際に必要となります

ので大切に保管願います。 

今回は 4 名の清掃部会の講師が担当い

たしました。 

 

建物清掃部会部会委員 

清和興業㈱ 石毛克典 

清掃作業従事者研修指導者講習会 
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平成２４年９月３０日（土）第１５回日本ガラスクリーニング選手権千葉大会が、

全国ガラス外装クリーニング協会連合会の主催のもと、一般社団法人千葉ガラス外

装クリーニング協会の主管により千葉市内の「きぼーるアトリウム」において開催

されました。 

この大会は、本年１５回目を迎え、１０回までは東京都内にて開催し以後、大分、

愛知、北海道、関西にて開催され、今回当協会の会員である市東幸夫さんが会長を

務める協会が主管されての開催でした。 

ガラスクリーニングに従事する方々にとって、技とスピードを競い合うこの選手

権大会には、全国から７７名の選手が参加され日頃の技が披露されました。 

開催式には、金野会長からのお祝いの挨拶として「私たち関係者は、作業の安全

を最優先とし、効率を重視し、ビルの生命を育み、その生命を長らえていくことが

使命であるとの認識を持ち、建物が生き続けていることを肌で知っている優れた集

団であることを自覚して、厳しい経済状況の中、頑張っていこうではありませんか。 

この大会が、ガラスクリーニング業の技術水準の向上とともに、関係者の情報交換

の場として一層の業界発展につながっていくことをご祈念申し上げます。」との力強

いメッセージをお届けさせていただきました。 

競技は、参加者の熱いまなざしと熟練された清掃技能のレベルの高さに加え、その

スピードは、初めて観戦した私にとっては大変感銘深いものでした。 

（文責：高浦芳一） 

「１５回日本ガラスクリーニング選手権千葉大会」に参加して 
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さる 10月 10日にビルメン会館におきまして清掃作業従事者研修会を実施致しま

した。今回は 10社 25名の受講生を対象に実施させて頂きました。 

ご承知のとおり、事業登録制度の人的要件のひとつである従事者研修は 1 年に 1

日程度の研修を定期的に実施することとなっております。しかし、企業内研修の実

現が難しい企業様におかれましては、厚生労働大臣の登録を受けた登録研修機関で

ある当協会が主催する登録研修をご活用頂きたいと思います。 

研修内容は、洗剤の知識、床維持剤の性質、汚れ除去、安全衛生、従事者心得な

どについて講義しております。また、県衛

生指導課 御担当者にもご協力いただき、

建築物衛生法などについての最新情報の

講義も設けておりますので現場責任者ク

ラスから新規採用者までの幅広い方々の

受講をお待ちしております。 

 

建物清掃部会部会委員 

千葉ビル・メンテナンス㈱ 

大江優一 

清掃作業従事者研修会 
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 本年、10 月 18 日（木）に関東甲信越地区例会千葉例会が、アパホテル＆リゾー

ト（東京ベイ幕張）にて開催されました。本例会は、関東甲信越地区で東京を除く、

９県のビルメンテナンス協会が毎年持ち回りで開催地となり、今年は千葉県協会が

当番県となりました。 

地区例会には、来賓として千葉県健康福祉部長、千葉市健康福祉局健康部長にご

参加いただき、遠くは、新潟、長野、群馬、栃木、山梨、近県では、茨城、埼玉、

神奈川から各県の協会長を始め、１４８名の皆様が参加され、各県の新法人への移

行状況や、各県の課題等について報告されました。 

 

講演会は、テレビ東京「ワールドビジ

ネスサテライト」のコメンテーター等で

もお馴染みの、伊藤元重東京大学教授（国

際経済学、ミクロ経済学、Ph.D.ロチェス

ター大学、1979年）を迎えました。「日

本経済の動向」の題目で国際経済の動向

と中国の経済の成長鈍化、日本の金融機 

第 41 回関東甲信越地区例会千葉例会 



目次へ 
 

9 

 

関の国債依存と金利の動向など、日本経済の現状分析と企業のあり方まで興味深い

内容で、大変有意義な講演会となりました。 

 

その後、懇親会は、来賓として、橋本

聖子参議院議員、佐藤正己千葉県議会副

議長を迎え、大いに盛り上がりました。

加藤玲名さん（第 2回東京室内音楽コン

クール第 1位受賞）のヴァイオリン演奏

とともに、各県協会の活動の今昔のフォ

トスライドショーも大変すばらしい演

出となりました。 

 

翌 19日は、好天に恵まれ、観光コース

は秋晴れの東京スカイツリーへ 48 名が

参加、ゴルフコンペは浜野ゴルフ倶楽部

（市原市）で計 12組となる参加を頂き無

事、盛大に例会を終えることができまし

た。 

この場をお借りして、関係各位、実行

委員のみなさまのご協力に厚く感謝申し

上げます。 

 

 

総務財務部会長 

㈱ハリマビステム 熊谷正弘
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９社１６名の

方の参加によ

る【貯水槽清

掃作業従事者

研修会】が、

去る、平成２

４年１０月２

４日(水)ビルメン会館２Ｆ会議室にて行われま

した。 

１時間目は、県衛生指導課の江沢主査により

【建築物における衛生的環境の確保に関する法

律の概要】について、詳しく御説明頂きました。 

２時間目からは、各講師により、指導者に対

応した内容で、講義が行われました。 

 

 

この研修は、

自社研修が出来

ない会社につい 

てのバックアッ

プを行う研修会

の１つですので、

建築物保全部会

としても、今後、新しい情報をいち早く取り入

れ、充実した研修会を実施していきたいと考え

ていますので、宜しくお願いします。 

また、当従事者研修を大いに活用して頂いて、

今後の業務に少しでも活用できることを、講師

共々、御期待しています。 

建築物保全部会委員 

柏ビル管理㈱ 倉田和弘

 

平成２４年１１月１７日（土）千葉県障害者

技能競技大会が、千葉県、千葉労働局等の主催

のもと、千葉県立障害者高等技術専門校（千葉

市緑区）におい

て開催されまし

た。 

この大会は、

本年１０回目を

迎え、これまで

のパソコン操作

や喫茶サービス

部門などの６つ

の競技種目に加

え、今回からビ

ルクリーニング

競技が新たに種

目として追加さ

れたことから、当協会が後援し建物清掃部会員

の協力をいただき大会の支援を行いました。 

当日は、落ち葉を濡らす小雨の降る中、ビル

クリーニング競技に９名（男７，女２）が出場

し競技参加者の熱いまなざしと熟練された清掃

技能のレベルの高さに、関係者一同感銘されて

いたのが印象的でした。 

審査委員を代表して田村誠敏さんから、「今後、

一層の研鑽を期待いたします。」とのコメントは、

障害者に対する期待とともに協会が目的とする

「就労弱者の就労支援」に対する意欲の表れと

の感じを受けました。 

また、会場には、

公益社団法人全国

ビルメンテナンス

協会障がい者支援

専門委員会の大島

常朗さんも参加さ

れ支援をいただきました。（文責：高浦芳一） 

貯水槽清掃作業従事者研修会 

「第 10 回千葉県障害者技能競技大会」に参加して 
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第 3回理事会          

日 時 平成 24年 8月 28日（火） 

午後 2時 00分～午後 4時 00分  

場 所 ビルメン会館 ２階会議室 

出席者 理 事  17名中 17名    

監 事  3名中 2名 

TOMAコンサルティング 神谷先生   

内 容    

会長挨拶 

１ 議  題 

（１）臨時総会提出議案について 

  ア 新定款について 

畔上副会長より資料に基づき、新法人格

取得申請に不可欠な改正定款作成のため、

新たな法律に適合し、かつその文面も不適

切なものとならないよう検討したこと。 

また、これまでの条文を精査し、これか

らの協会に適した定款となるよう検討を行

ったこと。 

この中で、定款案の 8ページにある第 21

条の役員の員数については結論が出なかっ

たことから、案としては空欄であること。 

新定款案と現行との異なる主な条項等を

説明した。 

役員の人数について各理事から意見を求

めた結果、結果現行の規定より少なくする

こととし、「理事 １０名以上１７名以内」

として、修正することとした。  〔承認〕 

  イ 認可申請書について 

資料に基づき畔上副会長より説明し、主

な内容については次のとおりであった。 

認可申請書類の内容は、定められた様式の

事項を埋め込む形で検討したこと。 

公益目的支出計画は、これまで実施してき

た事業を大きく１本にまとめて実施してい

くこととしていること。 

その実施期間は、適切かつ確実に実行し

ていくことを考慮して１５年間とすること。 

この認可申請書の内容は、理事会での承

認を求めるだけでなく、新たな法人となっ

た後にも会員に理解と協力を得る必要があ

ることから、総会において承認を得ようと

するもの。 

以上の説明があり      〔承認〕 

 

（２）臨時総会の開催日程について 

髙浦専務理事より説明があり 〔承認〕 

 

（３）関東甲信越地区例会関連事項について 

  ア 各県報告事項のタイトルについて 

   ① 新法人の移行状況と公益目的事業

の実施について 

   ② 会員入退会の現状と退会の歯止め

防止について 

   ③ 特に報告したい事項 

  イ 予算書（案）について 

髙浦専務理事よりが説明あり 〔承認〕 

 

（４）新入会員の承認について 

京葉支部 株式会社ニューオーダー 

平成 24年９月１日入会 

髙浦専務理事よりが説明あり 〔承認〕 

協 会 理 事 会 議 事 抄 録 
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（５）報告事項 

  ア 全協報告事項について 

大竹副会長より説明                        

  イ 部会長報告について 

  ウ 支部変更会員について 

    京成ビルサービス株式会社 

  （京葉支部から北総支部へ） 

  エ 今後の日程について 

 

（６）その他 

髙浦専務理事より説明があり 〔承認〕 

 

 

第 2回臨時理事会          

日 時 平成 24年 9月 25日（火）  

午前 11時 30分～12時 05分  

場 所 ホテルプラザ菜の花 ４階特別会議

室 

出席者 理 事  17名中 16名 委任状１名                                                                                           

監 事  3名中 2名   

内 容 

（１）臨時総会の進捗について 

  ア 提出議案 

  ・第１号議案 一般社団法人への移行認可

申請に係わる定款変更（案）について 

  ・第２号議案 一般社団法人への移行認可

申請書（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 総会進行役割について 

     前回までの理事会で審議と承認をい

ただいた一般社団法人の認可申請に必

要な定款の改正と、認可申請書の内容に

係るもので、この議案には千葉県知事へ

の認可申請に際し、知事から訂正等の申

請書類等に関して訂正等の指示があっ

た場合の処置は、理事会に一任すること

を含めて提出すること。 

     議案説明者は、畔上副会長にお願いし

ていること。 

髙浦専務理事より説明があり 〔承認〕 

 

（２）建物清掃部会員の承認について 

   建物清掃部会員が不足しており、部会長

からの要請もあることから充足したい。 

  この充足に当たっては、千葉第２支部長か

ら推薦をいただいている「（株）ハリマビ

ステムの岩本さん」にお願いしたいこと。 

  部会員の委嘱にあたり理事会の承認をい

ただきたい旨の説明が髙浦専務理事より

説明があり 

  〔承認〕 

 

（３）その他 

   地区例会について 

髙浦事務局長より説明があり 〔承認〕 
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《広報統計調査部会》 

実施年月日 24年 9月 20日（木） 

時間・場所 15：05～16：15 

      ビルメン会館２階会議室 

議 題 

１ こども絵画コンクールについて 

（1）表彰に係わる検討事項 

（2）審査会・展示役割分担 

（3）表彰式日程・役割分担 

２ その他 

 

実施年月日 24年 10月 11日（木） 

時間・場所 13：00～15：30 

ビルメン会館２階会議室 

議 題 

１ 子供絵画コンクール審査補助 

２ 機関誌「翔」第 66号の構成について 

３ その他  

 

実施年月日 24年 11月 14日（水） 

時間・場所 15：00～16：00 

ビルメン会館２階会議室 

議 題 

１ 平成 25年度事業計画並びに予算について 

２ 機関誌「翔」第 66号の校正について 

３ その他 

《建物清掃部会》 

実施年月日 24年 10月 30日（火） 

時間・場所 14：00～15：30 

      ビルメン会館２階会議室 

 

議 題 

１ ビルクリーニング技能検定受検準備講習

会について 

２ 平成 25年度事業計画並びに予算について 

３ その他  

 

実施年月日 24年 10月 30日（火） 

時間・場所 15：45～17：00 

ビルメン会館３階研修室 

水準調整 

ビルクリーニング技能検定受検準備実技講習

について 

 

《警備防災部会》 

実施年月日 24年 9月 14日（金） 

   時間・場所 15：00～17：00 

ビルメン会館２階会議室 

議 題 

１ 防災ネットワークの実践に向けて  

２ その他 今後の予定について 

 

実施年月日 24年 11月 16日（金） 

時間・場所 11：00～12：30 

ビルメン会館２階会議室 

議 題 

１ 防災ネットワークについて 

２ 平成 25年度事業計画並びに予算について  

３ その他 

部 会 報 告 
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◆千葉県最低賃金改正のお知らせ◆ 
 

千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト等を含む。）及び、

その使用者に摘用される千葉県最低賃金（地域別最低賃金）が次のように改正され

ました。 

  

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この

額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めを

したものとみなされます。 

  

・ この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休

日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。 

・ 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。 

・ 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又

は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の

許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。 

・ 「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定最低賃金」が適用

される場合がありますので、ご注意下さい。 

・ 「経営労務改善相談センター」（千葉県最低賃金総合相談支援センター）で経

営課題と労務管理についての無料相談を受け付けておりますので、ご利用下さい

（☎０４３－２２２－０５００） 

 

※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室（☎０４３－２

２１－２３２８）か最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 

２４時間テレフォンサービス ０４３－２２１－４７００ 

労働局からのお知らせ 

平成 24年 10月 1 日から 

時間額 ７5６ 円 

（従来の 748円から 8円引上げ） 
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＜千葉第一支部・第二支部＞ 
 

支部会員の皆様、日頃より支部活動へのご協力ありがとうございます。２４年度

の千葉第１支部の行事について報告致します。奉仕活動としまして千葉市中心部に

て行われた「親子三代夏祭り」の翌日８月２０日（月）に中央公園にて清掃活動を

第一支部、第二支部合同で行いました。親睦活動としては恒例のボーリング大会を

８月２日（木）リバーレーンにて行いました。多数の会員の皆様に参加頂き大盛況

に終わることが出来ました。またゴルフコンペを山田ゴルフにて９月１２日２０名

の参加にて開催致しました。今後も懇親会、奉仕活動等の行事を行っていきますの

で、支部役員及び支部会員の皆様のご協力とご指導をいただけますようお願いいた

します。 

君塚幸申 

＜京葉支部＞ 
 

◆平成 24年度京葉支部ボウリング大会 

 

日時 平成 24年 10月 10日 18：00～ 

場所 ストライカーズ 40名参加 

 

京葉支部のボウリング大会は、山田支部長の挨拶の後、スタートのホイッスルが

高らかにレーンに響きわたりスタート。 

ゲームは２ゲームのトータル。 

「レーンの溝を掃除するなよ」 

「今年も優勝だ」 

ストライクを取ると場内に歓声が上がり、 

盛り上がるゲーム展開。 

 

 このボウリング大会も恒例になり、 

年々参加者も増えてきております。 

支部ニュース 
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ストライカーズを運営されているウエストシップサービス様のご厚意で、 

賞品も盛りだくさん。 

竹島副支部長には幹事をして頂き、特に

お世話になりました。 

 今年は山研ビルサービスの新婚のご

子息夫婦も参加され、 

熱い！大会となりました。 

皆さん笑顔でゲームを終了され、 

スポーツの秋に相応しい、 

いい汗を掻いたボウリング大会になっ

たと思います。 

 

   ◆平成 24年度江戸川河川敷クリーン作戦 

 

日時 平成 24年 11月 6日 10:00～ 

場所 市川市江戸川河川敷 47名参加 

 

クリーン作戦は寒風吹き荒ぶ雨天の江戸川で、昨年より 7名多い 47名の多数の参加

となりました。 

山下幹事の作業説明の後、山田支部長が「雨の中ご参集いただき誠にありがとうご

ざいます。」と謝意を表し、作業を開始しました。 

雨合羽が強風で靡く中、黙々と作業をする会員の皆さんの姿に頭の下がる思いでし

た。そうした悪天候の中でも、 

「雨の方が思い出に残っていいですよ」 

「来年もぜひやりましょう」 

「年一回ではなく二回やりませんか」 

など力強い言葉を戴き、また来年もクリー

ン作戦を実施しようと思いました。 

雨の中、朝早くから準備をして頂いた、山

研サービスのスタッフの方々には大変お世

話になりました。 

心より御礼申し上げます。 
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＜北総支部＞ 

 
平成 24年 4月 12日（木）に 13社 15名参加のもと定期総会を開催し、平成 23年度

事業報告及び会計報告が承認され、平成 24年度事業計画案は満場一致で承認されま

した。その後情報交換会が引き続き行われました。昨年度末にて㈱ＪＡＬＵＸ様が

退会し、今年度９月から京葉支部より㈱京成ビルサービス様が事務所移転で当支部

に所属替えとなりました。 

 支部活動としては、平成 24年 10月 4日（木）に 13社 25名参加にて、社会奉仕

作業を実施しました。成田市内の「社会福祉法人 大成会 不二学園」と「社会福

祉法人 菜の花会 アーアンドディ だいえい」の 2 施設において、トイレ・床面

清掃を行いました。作業は会員皆様の協力により短時間にて施設内を綺麗にするこ

とができました。施設の方からは、「協力して作業を進めるチームワークの良さで普

段手の回らない場所が短時間で綺麗になりプロのすごさを実感しました。ありがと

うございました。」と感謝のお言葉を頂戴し、大変喜んで頂きました。ご参加頂きま

した会員の皆様、ありがとうございました。 

 後期には、恒例となりました南総支部との合同ゴルフコンペが 11月に、北総支部

親睦ボウリング大会を 2 月～3 月ごろに予定しております。普段なかなか触れ合う

ことの少ない会員の皆さんとの楽しい時間になるように 大勢のご参加お待ちして

おります。 

 社会福祉法人 菜の花会 アーアンドディ だいえい 

社会福祉法人 大成会 不二学園 
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＜南総支部＞ 
 

① 夏季情報交換会を、８月１７日（金曜日）に君津駅前の「和泉沢」にて１１社よ

り１３名の出席を得て開催しました。片山支部長の挨拶の後、山口副支部長の音

頭により乾杯し、約２時間半に亘り、日頃の仕事の疲れを忘れ大いに盛り上がり

親睦を深めました。 

② 社会奉仕作業を、８月２８日（火曜日）に、１０社１６名の参加により木更津市

内を流れる矢那川の周辺清掃を行いました。主催は、木更津市で２２団体参加に

より川沿いの散乱ゴミを収集しました。 

③ １１月には、釣り交流会と北総・南総合同ゴルフコンペを予定しております。支

部会員の皆様には、できるだけ多くの参加をお待ちしております。 
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「母の心息子の心」 

 

㈱協栄 山田文夫 

 

兄から母の食が細くなっている、 

夏の猛暑の疲れが出ているのかもしれない、 

そんな話があった。 

母は介護老人ホームで一人暮らしをしている。 

足の骨を折ってからは、急激に足が衰え車椅子の生活になっている。 

これから寒くなるので、羽織るものでもと思い、 

洋品店で、ウールの薄い藤色のセーターとカーディガンを購入した。 

母に会うと、 

「最近顔を見せてくれなかったね」 

「ゼリーがあるから食べたら」 

そんな言葉があった。 

「まだ昼食前なのでゼリーはいいよ」 

と言った。 

このゼリーは兄が食の細い母を気遣ったものだなと思った。 

「寒くなるからカーディガンを買ってきたよ」 

と言うと、 

「見せてよ」 

というので広げて見せた。 

寝たままの姿で「ありがとう」 

と母が応えた。 

心の中で、カーディガンを羽織らせてあげようか、 

そんな気持ちもあったが、 

どうもうまく表現できずに、 

「お大事に」 

そう言って施設を後にした。 

私の後ろ姿を母の目が追っているような気がした。 

帰る道すがら、母にカーディガンを着せて、 

ふと触れた鎖骨が浮き上がっているのに、驚く自分を想像していた。 

 

投稿コーナー 


