ew
N

15

No.

平成31年 千葉県ビルメンテナンス協会、
組合、政連賀詞交歓会
開 催日

CHIBA

平成31年1月24日
（木）
京成ホテルミラマーレ

会

場

内

容 平成31年1月24日（木）

午後5時より京成ホテルミラマー

はばたき

レ6階ローズルームにて（一社）
千葉県ビルメンテナンス協会、
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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
治連盟の共催による新年賀詞交
歓会が170名の参加者を迎えて

参議院議員 橋本聖子様

開催されました。
司会の福田厚生労働部会員の進行により、三
団体を代表して大竹会長より挨拶の後、来賓と
して千葉県知事森田 健作代理健康福祉部長
横山 正博 様 、千葉県議 会 議長 吉本 充代 理
健康福祉常任委員副委員長 斎藤 守様、ビルメン
テナンス議員連盟副会長 橋本 聖子様、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、公益社団法人 東京ビルメンテナン
ス協会会長 佐々木 浩二様より祝辞を賜りました。
続いて、千葉県ビルメンテナンス協同組合
小名木 敬一理事長の音頭で乾杯し、旧知の会
員同士で歓談となりました。余興は、昭和の音
楽の世界を「城所 葵」さんよりたっぷりと楽し
ませて戴きました。中締めは千葉県ビルメンテ
ナンス政治連盟 原理事長の三本締めで閉会とな
りました。
城所葵さんによる歌謡ショー

労働安全対策研修会
開 催日
会

場

参加者数

平成31年1月24日
（木）
京成ホテルミラマーレ 6階
33社51名
「経営者からみた働き方改革」
オーリンク 社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 小田切朋子

小田切朋子氏

講

演

講

師

内

容 事業を経営していく上で知らなかったではすまされない労務ト

ラブルがたくさんあり、いくつかの事例を交えながら年々下降傾向の労
働生産人口を増やすにはどうしたらよいのか課題を戴いた講演となりま
した。
厚生労働対策部会

部会長

千葉ネスコ㈱

中村欽一

第46回建築物環境衛生大会
開 催日

平成30年1月24日
（木）
〜25日
（金）

会

場

一ツ橋ホール

内

容

1月24日〜25日、

こども絵画コンクール

その中から、千葉県立安房特別支援学校館山聾分校の川崎

あやね

文愛さんが、小学校以下の部において
「金賞」
（ 全国協会会長

（公財）日本建築物衛生管

賞）
を受賞されました。

理教育センター主催により

１月７日
（月）
の始業式が終わった後にお友達の前で表彰式を

東京千代田区一ツ橋ホー

行ってまいりました。館山聾分校は、
高校生と小学校前の児童生

ルで第46回建築物環境衛

徒が在籍しています。

生大会が開催されました。

応募された絵は、高校生のお兄さん達が窓の清掃作業を行っ

この大会において、全国各

ているところを見ていて、
「私も将来、
お兄さん達のようにお掃除を

地・各分野の参加者を得て
環境衛生に関する研究集

「第12回ビルメンこども絵画コンクール」に全国から9,880点
もの作品の応募がありました。

斉藤禎男氏

する仕事をしたい。」
と絵を描いていたと、
お父さん、
お母さんがお
話しされました。

会特別講演、式典等が開催され、その中で永年、

小さな子供さんから憧

当協会の建築物保全部会で貯水槽清掃作業の講師

れる仕事と言われ、嬉しい

として活躍されている斉藤禎男氏（㈱ベルックス）

反面、身が引き締まる気

が（公財）日本建築物衛生管理教育センター会長

持ちで帰ってきました。

表彰を受賞されました。
おめでとうございます。

専務理事

中村彰

支 部 だ よ り
千葉支部
●ポイ捨てやめようキャンペーン

●相撲観戦及び懇親会開催

開 催日 平成30年12月4日
（火） 参加者数 1 1 社14名

開 催日 平成31年1月18日
（金）

内

容 12月4日、
千葉市を美しくする会が主

催するポイ捨てやめようキャンペーンに１１社

参加者数 10社20名
内

容 今場所は平成最後の場所となる

１４名で参加いたしました。当千葉支部以外

ためか、
昨今何かと取り沙汰される相撲

に各団体、企業等総勢１５０名の参加があり

ですが、
土俵上の満員御礼の垂れ幕に相

ました。

撲の人気はまだまだ高いと実感しました。

主催者の挨拶後、
２コースにわかれ終着点

そして毎回事業開催時に思うのが外

の通町公園へと向かいました
（今回より巡回コースが変更となり、
新よしかわ

国人の多さですね。
１階席は半分、2階席

橋沿いのコースになりました）
。
おおよそ４０分程度のコースでしたが、
こちらの

にいたっては日本人は殆どみかけません。

コースは今までのコースと違い清掃しがいのあるコースでした。

彼等の熱い観戦風景に参加した皆様も

最後に支部会員の皆様におきましては年末の忙しい中、
毎回１０名以上の
参加を頂きありがとうございます。

熱くなられたのでは？と思いました。
懇親会開催場所は、
毎回利用させてい
ただいております「はなの舞

江戸博物

館前」
です。
こちらもチラホラ外国人客をみ
かけました。大相撲開催時の2週間は日
本的な街、
両国が国際色豊かな街に変わ
る時期ですね。
参加各社様ありがとうございました。

千葉支部長

㈱鏑木商会

鏑木信雄

部 会 だ よ り
建物清掃部会
●清掃作業従事者研修会
（火）
開 催日 平成30年10月23日

会

場 千葉市市民会館 3階 特別会議室

参加者数 15社60名
内

容

普段の現場作業から、
慣れない座

学を朝から晩までお疲れ様でした。
参加者全員、
真剣に耳を傾けて頂き、
いつ
も行っている作業の意味を理解取得してもら
いました。
それぞれの会社にて、
学んだことを活かし、
伝え、
実践に役立てれば、
技能向上、
品質アッ
プにつながると思います。

建物清掃部会 部会委員
ハリマビステム㈱ 岩本真一

●ビルクリーニング技能検定受検準備講習会（１級、３級）
開 催日

学科：平成30年11月6日
（火）
実技（1級）
：平成30年11月7日
（水）、8日
（木）／
（3級）
：11月9日
（金）

会

ビルメン会館 3階 研修室、2階 会議室

場

参加者数 6日：4社7名／7・8日：8社12名／9日：2社3名
内

容

平成30年11月6日
（火）
に１級学科講習を4社7

名、
7日
（水）
・8日
（木）
に１級実技講習を8社12名、
9日
（金）
に3級実技講習を2社3名で実施いたしました。
受講された方々もビルクリーニング技能士を目指し、
真剣
に取り組まれておりました。
複数等級化になり、
1級の合格率が下がってきているよ
うに思えます。建物清掃部会といたしましても、
受講される
方々に、
よりわかりやすい講習を実施してまいります。多くの
方にこの講習会を受講していただければと思います。
最後になりますが受講生の皆様が全員合格することを
心から願っております。

建物清掃部会 部会長
星商㈱ 青木克能

警備防災部会
●普通救命講習会（３時間コース）
開 催日

平成30年11月13日
（火）

内

昨年に引続き、
（公財）千葉市防災普及公社の鈴木氏と川口氏の指導の下、心肺

容

会

場

ビルメン会館 2階、3階 会議室

参加者数 9社18名

蘇生法（胸骨圧迫、人工呼吸ほか）とＡＥＤの使用方法等の講習会が行われました。講習の
・・・・・
冒頭は、判断が難しい死戦期呼吸をテーマとしたＤＶＤの視聴から始まり、いかに救急車が
到着する前の救命措置が大切であるか、
を講習全体を通じて指導頂きました。
救急救命講習は、一度受講したからといってそ
れで終了ではなく、何度も何度も受講して、一生に
一度あるかないかのいざという時に、迅速に冷静
に適切な対応が出来るようにしなければならない
とあらためて痛感しました。

警備防災部会 部会長

今後も定期的に継続していきたいと思います。 東京美装興業㈱ 藤崎 昇

親睦ゴルフコンペ
開 催日

平成30年10月30日
（火）

山武グリーンカントリー倶楽部
参加者数 40名
会

場

内

容

協会主催の親睦ゴルフコンペが

平成30年10月30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。
参加人数は40名。スタート前に大竹会長の挨拶、横瀬副会長のルールの
説明があり、穏やかな晴天の中競技が行われました。前回より更に多くの
参加を戴き、レジェンドの先輩方々、異業種の方々等々ますます多くの交
流の輪が広がる事に期待をしたいと思います。表彰式は萩原理事の司会進
行そして中村厚生部会長の挨拶、小名木隆男元副会長の乾杯へと進み、続
いてものまね芸人「アンシネ（響乃じゅんこ）」へとバトンタッチ、大盛況
となり中島恒夫元副会長の中締めで終宴となりました。
次回も多くの参加をお待ちしております。
厚生労働対策部会

部会長

千葉ネスコ㈱

中村欽一

トピックス

平成から新元号へ

皆様もご存知のとおり、
2019年5月1日に新元号となり、
その元号は4月1日に発表され
ることが決まりました。
日本最初の元号は645年制定の
「大化」
と日本書記に記されていま
す。
それから今日までに最も多く使用された漢字は
「永」
だそうです。
いずれにしても新たな
時代に相応しい元号が選定されることでしょう。
平成元年
（1989年）
は1月8日から始まり1月7日までは昭和64年になります。
さて、
平成元年がどんな年であったのか振り返ってみると、
バブル期
（1986年〜1991
年）
の最中で、
名門ゴルフ場の会員権が１億円の値段がついた時代でした。
今では到底考え
られない破格の相場でした。
主な出来事では、
①4月に消費税3％がスタートしました
（今年の10月1日からは消費税
10％になる予定です）
。②6月に戦後昭和を代表する国民的歌手の美空ひばりさんが死去
（享年52歳）
③宮崎勤容疑者が幼女連続誘拐、
殺人罪で起訴されました。
犯罪史上類のない
痛ましい事件が起きました。
また、
海外においては、
①6月に中国の天安門事件
「血の日曜日」
で市民多数が死傷しました。
②東西ドイツ対決の象徴
「ベルリンの壁」
の崩壊などもあり、
世
界的に民主化を目指す動きが広まった年でもありました。
さて、
千葉県ビルメンテナンス協会においてはどんな年であったのか、
平成元年1月の会
員数は162社が加盟しておりました。
平成31年1月末時点での会員数は125社で37社少
なくなっています。
現在の
「千葉県ビルメンテナンス政治連盟」
は
「千葉県ビルメンテナンス
政治経済研究会」
から平成元年に改名しました。
また3月には昭和60年から発刊が途絶え
ていた機関紙
「翔」
を再刊し、
現在も
「New翔」
として発刊を続けています。
新元号に代わり2019年が良い年になることを願っております。
広報統計調査部会

部会長

ウエストシップサービス㈱

竹島儀明

編 集 後 記
今年も桜の便りもあちらこちらから届く季節になりました。

●設備技術委員会７名 ●障害者支援委員会４名

桜の季節といえば旅立ちと新しい生活の始まり。
会員の皆様の

として日々変化してゆく時代の波に乗るべく努力してゆきます。

会社にも、
緊張した面持ちの新入社員がいらっしゃるのでなない

最後になりましたが、
記事をご提供くださりました各部会員・

しょうか。
千葉県ビルメンテナンス協会も４月より新体制となってスター

協会員の皆様ありがとうございました。
今後とも会員の皆様に
必要な情報をお届けできるよう努めてまいります。

トします。
構成を技術研修部会４名、
その下に
●清掃技術委員会１６名 ●設備技術委員会７名

広報統計調査部会部会委員 藤海ビルサービス㈱ 小川英世

