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　今年の干支である酉年の特徴、意味などはどうなのか調べてみました。
　そもそも酉年の「とり」は決まった時間に鳴くと言われる、時間に正確な
「鶏」であることはご存知かと思います。酉年生まれの性格は、几帳面で親
切であり世話好きと言われております。また、自分の自信とプライドが高く、
時には冷静さを失い思わぬ誤解を招き、敵を作ってしまうのも酉年生まれ
の特徴です。犬猿の仲という言葉がありますが、猿と犬の間に入って喧嘩
の仲裁をしたのが「とり」だという言い伝えがあるそうです。確かに干支の
順番は猿、とり、犬となっています。また、商機をばんばん取り込む商売繁盛
の１年でもあります。「酉」と「商売」で思い出すのは熊手で知られた酉の市
です。まだ先の話ですが今年の酉の市は、11月６日（一の酉）、11月18日（二
の酉）、11月30日（三の酉）となっています。

　本誌Ｎｅｗ「翔」も酉年にふさわしい名称のとおり、これからも長く羽ば
たいて皆様に愛読して頂けるよう努力してまいります。今年は（一社）千葉
県ビルメンテナンス協会が創立40周年を迎えるにあたり、記念誌として
特集号を発刊する予定であります。
　ここで酉年にちなんだ標語を一句“今年も無事故、無災害でケッコー・
コケコッコー”。お粗末でした。
　最後に常日頃、記事情報をご提供して頂いている協会員、部会員の皆様
には大変感謝しております。今年もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
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開催日

会 場

平成２９年１月２４日(火)

京成ホテルミラマーレ

労働安全衛生標語表彰式

森田 健作知事

ロボットマッチング会

新年賀詞交歓会

労働安全週間標語受賞作品（7月1日～7日）

ヒヤリで済んだその作業　活かして摘もう　危険の芽 三栄メンテナンス（株） 山田 秀樹　

安全は「たぶん」や「きっと」じゃ　守れない 三栄メンテナンス（株） 武田 悟
変化の時代に変わらぬ基本　しっかり確認　安全作業 千葉ビル・メンテナンス（株） 大澤 勉

危機管理　事故は瞬間　無事故は習慣 三栄メンテナンス（株） 石田 恭子　
作業手順、守る意識と見直す知識、みんなで築こう安全作業 千葉ビル・メンテナンス（株） 萩原 俊一　

労働衛生週間標語受賞作品（10月1日～7日）

ストレス・疲労　みんなチェック　心と体の健康づくり 千葉ビル・メンテナンス（株） 大澤 勉
自分の身は自分で守る　仲間の身はみんなで守る （株）ハリマビステム 茂手木 和子
職場環境の改善と　健康管理を促進し　つくろう快適職場 千葉ビル・メンテナンス（株） 小崎 日出夫　　

京葉銀行文化プラザ

場　所 山武グリーンカントリー倶楽部

参加者数

内 容

４０名

千葉労働局

２２社３２名

平成28年9月29日(木)

開催日 平成２８年１０月２５日(火)

「労務管理セミナー」　

社会保険労務士　曽我 浩 様

マイナンバー制度の現状について

◎マイナンバー制度の登録に関して、全国で詐欺被害が起きています。
この制度の登録手数料は発生しませんが、いろんな手口の詐欺が横行
しています。確認を忘れずに！　

「労働安全対策研修会」　労働安全コンサルタント　増山 茂雄 様

他の業界における労災防止について

◎労災防止は何といっても経営者の強いリーダーシップと現場の安全衛
生管理活動を実行する現場力に

「労務管理セミナー」　臨床心理士　森川 隆司 様

ストレスチェックの現状について

◎産業医はストレスチェック制度の専門家ではなく調整役としてうまく間
に実施者を挟むことが大切！

内 容
　　　　 協会主催の親睦コンペが平成28年10月25日に山武グリーンカントリー倶楽
部において開催されました。
　参加人数40名、スタート前に大竹会長の挨拶、横瀬副会長からのルール説明があり、
晴天の下和気あいあい穏やかに競技を終了しました。
　今年は前年より多くの参加をいただきました。特にレジェンドの先輩方（協会の創設

に関わった先輩方々）の参加が多数あり懐かしく、勇気と力
をいただきました。
　次回からも“ぜひぜひ”参加をいただき“喝”“あっぱれ”を入れ
ていただきたいと思います。
　表彰式は、中村厚生部会長の挨拶、武田副会長の乾杯へ
と進み前年もお手伝いいただいた、ものまね芸人にバトン
タッチ……。昨年にも増して大盛り上がりとなり、竹島理事
の中締めで終宴となりました。
　次回もさらに多くの参加をお願いいたします。

　1月19日～20日、（公財）日本建築物衛生管理教育センター主催によ
り、東京千代田区の一ツ橋ホールで第44回建築物環境衛生管理全国
大会が、全国各地・各分野の参加者を得て環境衛生に関する研究集会、
特別講演、シンポジウム、式典等が開催されました。
　その中で永年、当協会の建物清掃部会で講師として活躍されている青木克能理事（星商
（株）事業部長）が（公財）日本建築物衛生管理教育センター会長表彰を受賞されました。

　　　 平成29年1月24日（火）午後5時より京成ホテルミラマーレ
6Fローズルームにて、60社168名参加のもと（一社）千葉県ビルメン
テナンス協会、千葉県ビルメンテナンス協同組合、千葉県ビルメンテ
ナンス政治連盟、共催の新年賀詞交歓会が開催されました。
　司会の三ツ木厚生労働対策部会副部会長の司会進行により、大竹
清治会長の開会挨拶後に千葉県知事 森田健作様、千葉県議会健康
福祉常任委員長 斉藤守様、千葉県ビルメンテナンス世話人会会長 千
葉県議会議員 佐藤正己様、参議院議員橋本聖子様 秘書 宮内榮子
様、（公社）東京ビルメンテナンス協会副部会長 原田長治様より祝辞

が述べられました。
　協同組合の小名木理事長の音頭で乾杯し
歓談、モノマネ芸人（星野 泉水）の余興で大盛
り上がり、そして中締めは武田勲政治連盟副
理事長により三本締めで閉会となりました。
　また、基調講演として同日、経済産業省の
田中幸仁様を講師にお招きし千葉市文化セ
ンターにおいて「ビルメンテナンスロボット
マッチング会」が開催され、30社59名の参加
者がありました。

銅賞

銅賞

銀賞

銀賞

金賞

金賞

おめでとうございます

労働安全衛生大会

親睦ゴルフコンペ

厚生労働対策部会　部会長　千葉ネスコ㈱　中村欽一

厚生労働対策部会　部会長　千葉ネスコ㈱　中村欽一

第44回建築物環境衛生管理全国大会



建物清掃部会　部会長　星商㈱　青木克能

東葛支部　㈱アクト・ツーワン　下山良樹

部 会 だ よ り

建物清掃部会

警備防災部会　部会長　千葉ビル・メンテナンス㈱　松樹良一警備防災部会　部会長　千葉ビル・メンテナンス㈱　松樹良一

警備防災部会

●清掃作業従事者研修指導者講習会

会 場

20社34名
千葉商工会議所  14階  第2ホール

参加者数

「路上喫煙等・ポイ捨て防止キャンペーン」 　　　平成２８年１０月２８日（金） ６名

「ポイ捨てやめようキャンペーン」 　　　平成２８年１２月６日（火） １４社１５名

　　　　10月28日朝7：30より「路上喫煙等・ポイ捨て防止キャンペーン」千葉公園の部に参加いたしまし
た。昨年同様の配布作業でした。配布物は「リーフレット」「A４チラシ」「花の種」で、7：30より配布作業
開始。通勤、通学者への配布です。配布物を受け取ってくれる方、通り過ぎる方とさまざまです。昨年より通
勤、通学者が減っているような気がしました。

　12月6日に「千葉市を美しくする会」様主催による「ポイ捨てやめようキャンペーン」に参加いたしました。
他団体を含めた総勢180名にて市内清掃活動を実施いたしました。
　9：45より開会セレモニー、当千葉支部はBコース（そごう千葉店前よりNTT千葉を通り通町公園）を担当いたしました。他団体を含めた総勢
180名にて市内清掃活動を実施いたしました。

内 容

内 容

内 容

開催日　　　　平成28年10月27日（木）　　　　 21社36名

　　　　去る10月27日（木）、好天の秋晴れに恵まれ、江戸川河川敷クリー
ン作戦に参加してまいりました。
　千葉県ビルメンテナンス協会京葉支部が地域の社会奉仕活動として毎年企画している清掃活動ですが、ごみを拾い集めながら散策気分も楽しめるの
で毎年楽しく参加させていただいています。
　河川敷を見渡すと、一見大きなごみもなく楽勝かと思いましたが、いざごみを探して地面をよく見て歩いてみると、小さな紙くずやビニール袋、
たばこの吸い殻や空き缶、鉄くずなど、あっという間にごみ袋がいっぱいになりました。当日の参加人数は36名、皆さんの頑張りもあり、思って
いた以上に多くのごみが集まり驚きました。風も強かったですが、トンボが飛んでいて深まる秋を感じながらきれいになった河川敷を眺め、気持
ちも晴れ晴れいたしました。なかなか減らないごみですが、こうした地道な活動が大切だと改めて感じました。
　ご参加された皆様、大変お疲れ様でした。

　　　　今年度の「都市環境作戦」は、我孫子駅前の清掃を行いました。８社13名が、我孫子駅前に集まり、
落合支部長の挨拶の後、我孫子駅北口と南口の二手に分かれ、駅前一帯のごみ拾いを行いました。
　例年と比べるとたばこの吸い殻やビン・缶も少なく、植え込みの中にも少なかったです。 
　来年度も行いますので、よろしくお願い致します。

内 容

開催日

会 場

開催日

会 場

参加者数

内 容

開催日

　　　　 各社の清掃従事者の研修講師を担当される方を対象
に、清掃作業従事者研修指導者講習会を開催しました。
　1時限目は千葉県健康福祉部衛生指導課、﨑本様より「建築物
衛生法における登録制度と従事者研修」について詳しい説明があ
り、2時限目以降は建物清掃部会のメンバーが担当し、「安全と
衛生」・「顧客対応」・「労務管理」などの講義を行いました。

　　　　 これまで毎年実施されていたビルクリーニング技能検定ですが、今年
度から複数等級化となりました。今年度に限り単一等級時の実技試験が実施さ
れ、当協会では昨年度同様の実技試験に対する準備講習を実施しました。来年度
からは1級～3級に分かれますが、弾性床表面洗浄作業・ガラス面洗浄作業・繊
維系床しみ取り作業の3課題について、皆さん真剣に練習に取り組まれておりま
した。

内 容

社会奉仕清掃　江戸川河川敷

開催日

社会奉仕清掃

内 容

開催日　　　　平成28年10月7日（金）　　　　  9社19名

　　　　平成28年10月7日（金）に9社19名の参加により今年も社
会奉仕作業を実施しました。
　今年度は多古町「社会福祉法人　槇の実会 第2ひかり学園」と、
成田市「社会福祉法人　大成会 不二学園」の２箇所において、清掃
を行いました。作業は参加の会員皆様の協力により手際よく、予定通
りに施設内をきれいにすることができました。施設の方からは、普段
自分たちでは手の届かない場所なども清掃してもらい大変きれいに
なったと喜んでいただきました。

社会奉仕清掃

南総支部　副支部長　㈱葵商事　加藤喜治

内 容

開催日　　　　平成28年9月5日（月）　　　　  10社15名

　　　　毎年恒例の木更津市
へのボランティア活動「矢那
川清掃」が、去る9月5日（月）に
行われました。
　当日は、初秋でしょうか空の
高さを感じましたが、目線を変え
ると入道雲が今にも襲ってくる
ような暑い天候でした。
　今回、11社中10社15名にて
行われ、無事に終えることが
できました。皆様の活動への
御理解と御協力に感謝し御礼
申し上げます。

社会奉仕清掃

9月9日（金）

14社27名
ビルメン会館  2階  会議室

10月14日（金）

建物清掃部会　副部会長　千葉ビル・メンテナンス㈱　大江優一

建物清掃部会　部会員　京葉ビルサービス㈱　所　純

●清掃作業従事者研修会

　　　　  平成28年10月14日ビルメン会館におきまして14社27
名に対し、「清掃作業従事者研修用テキストⅠ」に沿って清掃作
業従事者研修会を開催いたしま
した。本テキストには従事者と
しての自覚・マナーおよび器具
の取扱い方法、洗剤についての
知識から労働災害防止までが含
まれており、本研修は、従事者
の資質の向上を目的とし、登録
に必要な人的要件を満たすため
のものでもあります。どうぞご
利用ください。

6社 9名

ビルメン会館  3階  研修室、2階  会議室

参加者数
9社 12名参加者数

学科 11月9日（水）
実技 11月15日（火）・17日（木）、12月9日（金）
　

●ビルクリーニング技能検定受検準備講習会

●警備防災研修会

13社23名

会 場 会 場ビルメン会館  2階  会議室 ビルメン会館  2階  会議室

参加者数

内 容

開催日

参加者数

内 容

開催日

　　　　     近年拡大する国際テロの脅威は、われわれ日本人に
とって遠い国で起こっている他人事ではなく、まして、警備業
を行っている当協会員ではなおさらのことと思います。
　2020年開催の東京オリンピックを踏まえ千葉県警 外事課 国
際テロ対策室の栗田警部補を講師にお招きし、テロ対策を中心
とした対応法について講義を受けました。
　また、その後、ビルメン会館テナントの方も加わり、防災技
術センター（株）金杉氏指導の下、防火訓練が実施されました。

9月7日（水）　

6社15名

11月11日（金）　

●普通救命講習会(3時間コース)

　　　　     （公財）千葉市防災普及公社の高崎様、石坂様の指導の
下AED（自動体外式除細動器）の使用方法、心肺蘇生法、止血
法、気道異物の除去などの講習会を行いました。
　近年公共施設や劇場などでAEDを見かけることも多くなり、
実際に救急救命が必要な場面に出くわすと、パニックで頭が
真っ白になってしまう恐れがありますが、対策として、何度も
講習を受けて体に覚え込ませることで人命救助に役立てていた
だければ幸いです。

開催日
開催日

千葉支部長　㈱鏑木商会　鏑木信雄

平成28年12月3日（土）　 8社13名

参加者数
参加者数

参加者数

参加者数

参加者数 参加者数

京葉支部　㈱山研ビルサービス　戸佐富士子

北総支部長　エヌアンドエス㈱　平塚直樹

新規入会：京葉支部　（株）LEAD 〒272-0138 市川市南行徳4-1-8 アサヒビル 2Fお知らせ

支 部 だ よ り

千葉支部

京葉支部

北総支部 南総支部

東葛支部
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ン作戦に参加してまいりました。
　千葉県ビルメンテナンス協会京葉支部が地域の社会奉仕活動として毎年企画している清掃活動ですが、ごみを拾い集めながら散策気分も楽しめるの
で毎年楽しく参加させていただいています。
　河川敷を見渡すと、一見大きなごみもなく楽勝かと思いましたが、いざごみを探して地面をよく見て歩いてみると、小さな紙くずやビニール袋、
たばこの吸い殻や空き缶、鉄くずなど、あっという間にごみ袋がいっぱいになりました。当日の参加人数は36名、皆さんの頑張りもあり、思って
いた以上に多くのごみが集まり驚きました。風も強かったですが、トンボが飛んでいて深まる秋を感じながらきれいになった河川敷を眺め、気持
ちも晴れ晴れいたしました。なかなか減らないごみですが、こうした地道な活動が大切だと改めて感じました。
　ご参加された皆様、大変お疲れ様でした。

　　　　今年度の「都市環境作戦」は、我孫子駅前の清掃を行いました。８社13名が、我孫子駅前に集まり、
落合支部長の挨拶の後、我孫子駅北口と南口の二手に分かれ、駅前一帯のごみ拾いを行いました。
　例年と比べるとたばこの吸い殻やビン・缶も少なく、植え込みの中にも少なかったです。 
　来年度も行いますので、よろしくお願い致します。

内 容

開催日

会 場

開催日

会 場

参加者数

内 容

開催日

　　　　 各社の清掃従事者の研修講師を担当される方を対象
に、清掃作業従事者研修指導者講習会を開催しました。
　1時限目は千葉県健康福祉部衛生指導課、﨑本様より「建築物
衛生法における登録制度と従事者研修」について詳しい説明があ
り、2時限目以降は建物清掃部会のメンバーが担当し、「安全と
衛生」・「顧客対応」・「労務管理」などの講義を行いました。

　　　　 これまで毎年実施されていたビルクリーニング技能検定ですが、今年
度から複数等級化となりました。今年度に限り単一等級時の実技試験が実施さ
れ、当協会では昨年度同様の実技試験に対する準備講習を実施しました。来年度
からは1級～3級に分かれますが、弾性床表面洗浄作業・ガラス面洗浄作業・繊
維系床しみ取り作業の3課題について、皆さん真剣に練習に取り組まれておりま
した。

内 容

社会奉仕清掃　江戸川河川敷

開催日

社会奉仕清掃

内 容

開催日　　　　平成28年10月7日（金）　　　　  9社19名

　　　　平成28年10月7日（金）に9社19名の参加により今年も社
会奉仕作業を実施しました。
　今年度は多古町「社会福祉法人　槇の実会 第2ひかり学園」と、
成田市「社会福祉法人　大成会 不二学園」の２箇所において、清掃
を行いました。作業は参加の会員皆様の協力により手際よく、予定通
りに施設内をきれいにすることができました。施設の方からは、普段
自分たちでは手の届かない場所なども清掃してもらい大変きれいに
なったと喜んでいただきました。

社会奉仕清掃

南総支部　副支部長　㈱葵商事　加藤喜治

内 容

開催日　　　　平成28年9月5日（月）　　　　  10社15名

　　　　毎年恒例の木更津市
へのボランティア活動「矢那
川清掃」が、去る9月5日（月）に
行われました。
　当日は、初秋でしょうか空の
高さを感じましたが、目線を変え
ると入道雲が今にも襲ってくる
ような暑い天候でした。
　今回、11社中10社15名にて
行われ、無事に終えることが
できました。皆様の活動への
御理解と御協力に感謝し御礼
申し上げます。

社会奉仕清掃

9月9日（金）

14社27名
ビルメン会館  2階  会議室

10月14日（金）

建物清掃部会　副部会長　千葉ビル・メンテナンス㈱　大江優一

建物清掃部会　部会員　京葉ビルサービス㈱　所　純

●清掃作業従事者研修会

　　　　  平成28年10月14日ビルメン会館におきまして14社27
名に対し、「清掃作業従事者研修用テキストⅠ」に沿って清掃作
業従事者研修会を開催いたしま
した。本テキストには従事者と
しての自覚・マナーおよび器具
の取扱い方法、洗剤についての
知識から労働災害防止までが含
まれており、本研修は、従事者
の資質の向上を目的とし、登録
に必要な人的要件を満たすため
のものでもあります。どうぞご
利用ください。

6社 9名

ビルメン会館  3階  研修室、2階  会議室

参加者数
9社 12名参加者数

学科 11月9日（水）
実技 11月15日（火）・17日（木）、12月9日（金）
　

●ビルクリーニング技能検定受検準備講習会

●警備防災研修会

13社23名

会 場 会 場ビルメン会館  2階  会議室 ビルメン会館  2階  会議室

参加者数

内 容

開催日

参加者数

内 容

開催日

　　　　     近年拡大する国際テロの脅威は、われわれ日本人に
とって遠い国で起こっている他人事ではなく、まして、警備業
を行っている当協会員ではなおさらのことと思います。
　2020年開催の東京オリンピックを踏まえ千葉県警 外事課 国
際テロ対策室の栗田警部補を講師にお招きし、テロ対策を中心
とした対応法について講義を受けました。
　また、その後、ビルメン会館テナントの方も加わり、防災技
術センター（株）金杉氏指導の下、防火訓練が実施されました。

9月7日（水）　

6社15名

11月11日（金）　

●普通救命講習会(3時間コース)

　　　　     （公財）千葉市防災普及公社の高崎様、石坂様の指導の
下AED（自動体外式除細動器）の使用方法、心肺蘇生法、止血
法、気道異物の除去などの講習会を行いました。
　近年公共施設や劇場などでAEDを見かけることも多くなり、
実際に救急救命が必要な場面に出くわすと、パニックで頭が
真っ白になってしまう恐れがありますが、対策として、何度も
講習を受けて体に覚え込ませることで人命救助に役立てていた
だければ幸いです。

開催日
開催日

千葉支部長　㈱鏑木商会　鏑木信雄

平成28年12月3日（土）　 8社13名

参加者数
参加者数

参加者数

参加者数

参加者数 参加者数

京葉支部　㈱山研ビルサービス　戸佐富士子

北総支部長　エヌアンドエス㈱　平塚直樹

新規入会：京葉支部　（株）LEAD 〒272-0138 市川市南行徳4-1-8 アサヒビル 2Fお知らせ

支 部 だ よ り

千葉支部

京葉支部

北総支部 南総支部

東葛支部
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　今年の干支である酉年の特徴、意味などはどうなのか調べてみました。
　そもそも酉年の「とり」は決まった時間に鳴くと言われる、時間に正確な
「鶏」であることはご存知かと思います。酉年生まれの性格は、几帳面で親
切であり世話好きと言われております。また、自分の自信とプライドが高く、
時には冷静さを失い思わぬ誤解を招き、敵を作ってしまうのも酉年生まれ
の特徴です。犬猿の仲という言葉がありますが、猿と犬の間に入って喧嘩
の仲裁をしたのが「とり」だという言い伝えがあるそうです。確かに干支の
順番は猿、とり、犬となっています。また、商機をばんばん取り込む商売繁盛
の１年でもあります。「酉」と「商売」で思い出すのは熊手で知られた酉の市
です。まだ先の話ですが今年の酉の市は、11月６日（一の酉）、11月18日（二
の酉）、11月30日（三の酉）となっています。

　本誌Ｎｅｗ「翔」も酉年にふさわしい名称のとおり、これからも長く羽ば
たいて皆様に愛読して頂けるよう努力してまいります。今年は（一社）千葉
県ビルメンテナンス協会が創立40周年を迎えるにあたり、記念誌として
特集号を発刊する予定であります。
　ここで酉年にちなんだ標語を一句“今年も無事故、無災害でケッコー・
コケコッコー”。お粗末でした。
　最後に常日頃、記事情報をご提供して頂いている協会員、部会員の皆様
には大変感謝しております。今年もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

開催日

会 場

後　援

内 容

参加人数

内 容

開催日

会 場

平成２９年１月２４日(火)

京成ホテルミラマーレ

労働安全衛生標語表彰式

森田 健作知事

ロボットマッチング会

新年賀詞交歓会

労働安全週間標語受賞作品（7月1日～7日）

ヒヤリで済んだその作業　活かして摘もう　危険の芽 三栄メンテナンス（株） 山田 秀樹　

安全は「たぶん」や「きっと」じゃ　守れない 三栄メンテナンス（株） 武田 悟
変化の時代に変わらぬ基本　しっかり確認　安全作業 千葉ビル・メンテナンス（株） 大澤 勉

危機管理　事故は瞬間　無事故は習慣 三栄メンテナンス（株） 石田 恭子　
作業手順、守る意識と見直す知識、みんなで築こう安全作業 千葉ビル・メンテナンス（株） 萩原 俊一　

労働衛生週間標語受賞作品（10月1日～7日）

ストレス・疲労　みんなチェック　心と体の健康づくり 千葉ビル・メンテナンス（株） 大澤 勉
自分の身は自分で守る　仲間の身はみんなで守る （株）ハリマビステム 茂手木 和子
職場環境の改善と　健康管理を促進し　つくろう快適職場 千葉ビル・メンテナンス（株） 小崎 日出夫　　

京葉銀行文化プラザ

場　所 山武グリーンカントリー倶楽部

参加者数

内 容

４０名

千葉労働局

２２社３２名

平成28年9月29日(木)

開催日 平成２８年１０月２５日(火)

「労務管理セミナー」　

社会保険労務士　曽我 浩 様

マイナンバー制度の現状について

◎マイナンバー制度の登録に関して、全国で詐欺被害が起きています。
この制度の登録手数料は発生しませんが、いろんな手口の詐欺が横行
しています。確認を忘れずに！　

「労働安全対策研修会」　労働安全コンサルタント　増山 茂雄 様

他の業界における労災防止について

◎労災防止は何といっても経営者の強いリーダーシップと現場の安全衛
生管理活動を実行する現場力に

「労務管理セミナー」　臨床心理士　森川 隆司 様

ストレスチェックの現状について

◎産業医はストレスチェック制度の専門家ではなく調整役としてうまく間
に実施者を挟むことが大切！

内 容
　　　　 協会主催の親睦コンペが平成28年10月25日に山武グリーンカントリー倶楽
部において開催されました。
　参加人数40名、スタート前に大竹会長の挨拶、横瀬副会長からのルール説明があり、
晴天の下和気あいあい穏やかに競技を終了しました。
　今年は前年より多くの参加をいただきました。特にレジェンドの先輩方（協会の創設

に関わった先輩方々）の参加が多数あり懐かしく、勇気と力
をいただきました。
　次回からも“ぜひぜひ”参加をいただき“喝”“あっぱれ”を入れ
ていただきたいと思います。
　表彰式は、中村厚生部会長の挨拶、武田副会長の乾杯へ
と進み前年もお手伝いいただいた、ものまね芸人にバトン
タッチ……。昨年にも増して大盛り上がりとなり、竹島理事
の中締めで終宴となりました。
　次回もさらに多くの参加をお願いいたします。

　1月19日～20日、（公財）日本建築物衛生管理教育センター主催によ
り、東京千代田区の一ツ橋ホールで第44回建築物環境衛生管理全国
大会が、全国各地・各分野の参加者を得て環境衛生に関する研究集会、
特別講演、シンポジウム、式典等が開催されました。
　その中で永年、当協会の建物清掃部会で講師として活躍されている青木克能理事（星商
（株）事業部長）が（公財）日本建築物衛生管理教育センター会長表彰を受賞されました。

　　　 平成29年1月24日（火）午後5時より京成ホテルミラマーレ
6Fローズルームにて、60社168名参加のもと（一社）千葉県ビルメン
テナンス協会、千葉県ビルメンテナンス協同組合、千葉県ビルメンテ
ナンス政治連盟、共催の新年賀詞交歓会が開催されました。
　司会の三ツ木厚生労働対策部会副部会長の司会進行により、大竹
清治会長の開会挨拶後に千葉県知事 森田健作様、千葉県議会健康
福祉常任委員長 斉藤守様、千葉県ビルメンテナンス世話人会会長 千
葉県議会議員 佐藤正己様、参議院議員橋本聖子様 秘書 宮内榮子
様、（公社）東京ビルメンテナンス協会副部会長 原田長治様より祝辞

が述べられました。
　協同組合の小名木理事長の音頭で乾杯し
歓談、モノマネ芸人（星野 泉水）の余興で大盛
り上がり、そして中締めは武田勲政治連盟副
理事長により三本締めで閉会となりました。
　また、基調講演として同日、経済産業省の
田中幸仁様を講師にお招きし千葉市文化セ
ンターにおいて「ビルメンテナンスロボット
マッチング会」が開催され、30社59名の参加
者がありました。

銅賞

銅賞

銀賞

銀賞

金賞

金賞

おめでとうございます

労働安全衛生大会

親睦ゴルフコンペ

厚生労働対策部会　部会長　千葉ネスコ㈱　中村欽一

厚生労働対策部会　部会長　千葉ネスコ㈱　中村欽一

第44回建築物環境衛生管理全国大会


