・労働安全衛生パトロールについて

出 席 者 福岡委員長を始め18名の出席を得て以下につ

・労働安全衛生大会について

いて協議

の取りまとめについて
・災害発生状況（平成26年度）

・表彰規程について

・今後の委員会活動について

・第38回白土記念Ｂ・Ｍソフトボール大会の実施に
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ついて

◆第６回広報委員会
◆青年部設立準備会

開 催日時 平成27年9月8日
（火）午前10時〜午前11時30分
開催場所 協会事務局会議室

開 催日時 平成27年9月24日
（木）午後4時〜午後5時30分

出 席 者 酒井委員長を始め5名の出席を得て以下につい

開催場所 協会事務局会議室

て協議

出 席 者 田中理事（青年部設立発起人代表）、山口理事

・びるめんニュース10月号の構成

（経営ビジョン委員会長）
を始め7名の出席を得て

・ホームページ リニューアルの検討

以下について協議

Vol.318

・青年部設立総会、記念講演会及び祝賀会の運

◆第２回総務厚生委員会
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営について

開 催日時 平成27年9月11日
（金）午後4時30分〜午後5時

（青年部の運営、27・28年度年
・第1回例会について

開催場所 宝第一ビル6階

間行事日程、青年部全国大会in神奈川について）

平成27年11月の予定
行
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等
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行

事

等
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文化の日

18

水

貯水槽清掃作業従事者研修
（大成研修センター）
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水
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木

ビルクリーニング技能検定準備講習
［実技］
（大成研修センター）
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金
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日

8

日

23

月

勤労感謝の日
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月

24

火

ビルクリーニング技能検定準備講習
［実技］
（大成研修センター）
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火

清掃作業従事者研修
［中級］
（大成研修センター）

25

水

ＡＥＤ講習会
［普通救命講習Ⅱ］
（名古屋市応急手当研修センター）

11

水

ビルクリーニング技能検定準備講習
［学科］
（大成研修センター）
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27
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金
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青年部全国大会
（神奈川県 ローズホテル横浜）

賛助会コーナー

・今月の視点・

愛知ビルメンテナンス協会
設立にあたって
青年部 会長

ビルクリーニング技能検定準備講習
［実技］
（大成研修センター）

田中

平成22年から23年に北海道ビルメン協会ビルメン新世紀会
（青年部）
からの声掛けで相互に訪問を行い、
当時は「次世代
の会」
と称して愛知県内の若手幹部社員に参加を呼びかけて
集まった面々が勉強会・懇親会を通した交流が始まりでした。

ビルクリーニング技能検定［学科、ペーパーテスト］
（名古屋国際会議場）

事 務 局 だ より
「天高く馬肥ゆる秋」気候がよく実りの季節
でもあるこの時期は「食欲の…」
「スポーツの…」
「読書の…」
「芸術の…」などさまざまな言葉が
冠され全国各所で「文化祭」や「運動会」が催
されます。
「運動会」
と言えば、最近「社内運動会」
を開
催する企業が増えているようで、企画から運営ま
で請け負う
「運動会屋」
まであるそうです。
メール文化の広がりで社員同士が直接顔を
合わせるコミュニケーションが減ってしまい一体
感や仲間意識が薄れがちなことに危惧した企
業の総務・人事部署からの依頼が増えてきてい
るとのことです。
「応援合戦」
も含めて
『みんなで一つのことを
する』
ことで社員間のつながりができて仕事のうえ
でも連携がスムーズになったとの声もあるそうです。
ところで当協会では昭和51年から会員各社
の社員の健康づくりと親睦のためソフトボール大
会を開催しており、今年は38回目の大会を10月
12日
（体育の日）
に豊明市勅使グランドで開催し
ます。
23チームが出場予定で家族の応援も含めて
500人程の大勢の皆さんに集まっていただけます。
爽やかな秋空の下で、思いっきりはじけましょう。

加藤会長就任１期目の平成25年、協会創立50周年記念事
業とは別に、新たに取組むべき課題の一つとして「若手協会

青年部

宏
こうしたことを主眼に置いて
・協会が実施する事業にスタッフとして参加し、協会活動に
理解を深めること
・主体的に事業を立ち上げて積極的に活動していくこと
（全国大会への参加、勉強会、見学会、懇親会の開催）
を青年部の活動として実践していく予定で、10月1日の設立

員の育成を目的に、若手の会を組織化していく」

総会終了後には講師にＪＳパートナー株式会社

が掲げられ、平成26年度7月の臨時総会で経営

代表取締役 福島文二郎氏をお迎えして「人材を

ビジョン委員会の事業計画に「協会組織の活性

育てる法則−ディズニーに学ぶ−」
と題した講演

化及び後継者の養成のため青年部立ち上げを

会を開催し、青年部会員だけでなく協会員の

行う」
と表明。

方々にもご聴講いただきたいと願っております。

立ち上げの準備として全国の青年部の活動の
一端を知ることが必要となり、平成26年10月23日
〜24日に北海道で開催された青年部全国大会

青年部への入会申し込みなどに関するお問い
合わせは、協会事務局にご連絡ください。
全国には北海道から鹿児島まで21の都道府

に愛知から4名が出席し、北海道青年部と再会し旧交を深める

県で青年部が設立されており、愛知の設立は全国で22番目に

とともに、以降は準備を着々と進めて加藤会長就任2期目の平

なります。
（平成26年、全国大会出席者名簿より）
また平成8年

成27年10月1日に青年部設立総会を迎えることになりました。

に6都道府県の青年部が北海道に集まり
「ビルメン青年部交

企業活動を継続・発展成長させるためには先見性や革新性

流会」が開催されてから19年目を迎える今年は11月5日〜6日

が不可欠であり若手経営者・後継者及び今後経営陣の一員

に神奈川県横浜市で青年部全国大会が開催予定で愛知協

として活躍される方々が集い、交友の輪を広げ、
自ら考え、積極

会も本格的に参加致します。

的な行動をすることにより重ねた経験は、
自らが学んだ知識と
共に将来への有形無形の財産となり、
自社の経営と業界のさ
らなる発展に寄与することでしょう。

協会会員皆様からのご支援をよろしくお願い申し上げます。

加藤会長 愛知県堀井副知事と
松本保健医療局長を表敬

清掃作業の実技指導を実施
平成27年9月2日
（水）
に愛知県立春日井高等特別支援学校

平成27年8月27日
（木）
に、加藤会長、吉田副会長が愛知県

の2年生17名を対象に当協会の障がい者支援特別委員会の松

の堀井奈津子副知事と健康福祉部保健医療局の松本一年局

田高明氏（コニックス
（株））
と森通氏（大成（株））
に講師をお願

長を表敬訪問しました。

いして学校での実技指導を行いました。

堀井副知事は、吉本明子副知事の後任として本年7月31日付
けで２代連続の女性副知事として就任されました。
副知事は、1990年に旧労働省入省。福祉人材確保対策室
長など歴任して、今回は、厚生労働省の外国人雇用対策課長か
らの就任です。

義に続いて「タオルの使い方」、
「自在ほうき、乾式モップの使い
方」のポイントについて生徒ひとりひとりへの実技による指導で生
徒の皆さんに熱心に受講してもらいました。

当副知事として女性の社会進出の支援などにも取り組まれると

り入れるため当協会に実技指導をお願いしたいとの要望に協力

のお話でした。

するものです。
生徒への実技指導に先立ち、松田、森両氏が指導内容の検

業務の特殊性からも女性の活躍なくしては成り立たないとの話

討、必要な物品の選定及びテキストを作成して、8月28日
（金）
には

に大きく頷き、
また、
ビルクリーニング従事者の技能とキャリア支援

同学校の教諭4名に事前の講習会（大成（株）研修センター）
を

副知事表敬のあと、健康福祉部保健医療局の松本局長を訪
問しました。
局長は、愛知県の保健医療行政に医師として長年ご尽力さ

午
後

この指導は、愛知県教育委員会の「平成27年度職業教育充
実強化事業」の一環として同学校がビルクリーニングを授業に取

が重要であることに深い理解を示されました。

午
前

「清掃は何のためにおこなうのか？」、
「マナーとあいさつ」の講

愛知県では、健康福祉部をはじめ県民生活部や会計局の担

加藤会長からビルメン業界では人手不足の状況下でもあり、

科 目

開催しており、生徒への実技指導は、9月2日
（水）
に続き9月30日

内 容

講

師

安全と衛生

・安全衛生
・労働災害

従事者研修の進め方ポイント①

・企業内研修の実施に関する基本事項
・研修カリキュラムの立て方
・建築物清掃技術基準

坂口菊生 氏
タイガー総業
（株）

従事者研修の進め方ポイント②

・指導教本に基づきテキストとDVD研修のポイント

森 通氏
大成
（株）

教育技法

・講義技術

吉田一仁 氏
中日コプロ
（株）

建築物衛生法における
登録制度と従事者研修

・建築物衛生法、事業登録制度の趣旨と
従事者研修の法的位置付け
・立入検査の結果等

大島 渡 氏
元県職員

最新の情報提供

・洗剤の使い方
（洗剤使用による、
日常清掃の時間短縮）

勝野英雄 氏
（株）
セイコー

矢部 要 氏
（株）
アムテック

また、今回の研修では講義終了後に「効果測定」
として自己採点方式によるミニテストを行い、受講者に今日一日の研修内容をもう一度
振り返ってもらう機会を設けました。講師及び受講者の皆様、
ご苦労様でした。

（水）及び10月20日
（火）
にも学校での指導を予定しております。
受講した生徒さんが清掃作業で活躍できるようになることに期
待したいと考えています。

れ、本年4月1日に同部技監から就任されました。
加藤会長から、
ビルメン業界では年齢の高い従事者が多く、事
故防止や健康管理が重要な課題となっているとのお話に関して、
局長からは県民の健康をつかさどる立場から、健康を保つために
はいつまでも働けることが大切であるが、高齢になるとこまめな水
分補給など基本的な習慣が疎かにならないようにとの医師として
のアドバイスもいただきました。
今回の副知事、保健医療局長への訪問はビルメン業界の現
状をご理解いただくとともに認識の共有のため大変有意義なもの
となりました。
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として自己採点方式によるミニテストを行い、受講者に今日一日の研修内容をもう一度
振り返ってもらう機会を設けました。講師及び受講者の皆様、
ご苦労様でした。

（水）及び10月20日
（火）
にも学校での指導を予定しております。
受講した生徒さんが清掃作業で活躍できるようになることに期
待したいと考えています。

れ、本年4月1日に同部技監から就任されました。
加藤会長から、
ビルメン業界では年齢の高い従事者が多く、事
故防止や健康管理が重要な課題となっているとのお話に関して、
局長からは県民の健康をつかさどる立場から、健康を保つために
はいつまでも働けることが大切であるが、高齢になるとこまめな水
分補給など基本的な習慣が疎かにならないようにとの医師として
のアドバイスもいただきました。
今回の副知事、保健医療局長への訪問はビルメン業界の現
状をご理解いただくとともに認識の共有のため大変有意義なもの
となりました。

会員の動き
普通会員

年月

会員名

27.7 （株）
フジプロパティ
27.8 松本テクニコ
（株）

10月１日現在会員数
普通会員 121社 賛助会員 22社
異動（変更）事項

異動内容

登録者

新 相談役 堀口 弘
旧 取締役会長 堀口 弘

所在地
(TEL FAX)

新 〒463-0038
名古屋市守山区原境町917
TEL 052-777-2411
FAX 052-777-8211
旧 〒464-0027
名古屋市千種区新池町2-35
TEL 052-781-2411
FAX 052-781-8211

会員名

異動（変更）事項

27.8 シーバイエス
（株）
名古屋営業所

清掃作業従事者研修指導者講習会
（新規）
平成27年9月18日
（金）午前9時30分から大成（株）研修セン
ターにおいて、清掃作業従事者研修指導者講習会（新規）
が28
名の参加者を得て開催されました。
建物清掃管理第二委員の新原委員長のあいさつで開講して
以下の科目についての講義を行いました。

平成26年度
標語

◆第６回理事会
開 催日時 平成27年9月28日
（月）午後1時30分〜午後3時30分
開催場所 協会事務局会議室
出 席 者 加藤会長を始め13名の出席を得て、加藤会長が
議長となり審議を行った。
主な審議事項 ・表彰規程の変更について
・青年部設立総会、記念講演会及び祝賀会について
・ホームページのリニューアルについて
・災害対策要綱について

賛助会員

年月

理事会・各種委員会

登録者

異動内容
新 課長 中山 一樹
旧 課長 木村 忍

労働安全衛生優秀作品

「見直そう 笑顔とマナーと
身だしなみ」

大成
（株）

谷口オーラワンさんの作品

・会員への実態調査について
報告事項 （委員会報告／全協報告／中部北陸地区本部
報告／事務局報告）

◆第１回労働安全衛生委員会
開 催日時 平成27年9月4日
（金）午後1時30分〜午後3時
開催場所 協会事務局会議室
出 席 者 堀口委員長を始め5名の出席を得て、平成27年
度の事業等について協議
・労働安全衛生に関するポスター、
ヒヤリ･ハット事例、
標語の募集等について

・労働安全衛生パトロールについて

出 席 者 福岡委員長を始め18名の出席を得て以下につ

・労働安全衛生大会について

いて協議

の取りまとめについて
・災害発生状況（平成26年度）

・表彰規程について

・今後の委員会活動について

・第38回白土記念Ｂ・Ｍソフトボール大会の実施に

2015 /
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ついて

◆第６回広報委員会
◆青年部設立準備会

開 催日時 平成27年9月8日
（火）午前10時〜午前11時30分
開催場所 協会事務局会議室

開 催日時 平成27年9月24日
（木）午後4時〜午後5時30分

出 席 者 酒井委員長を始め5名の出席を得て以下につい

開催場所 協会事務局会議室

て協議

出 席 者 田中理事（青年部設立発起人代表）、山口理事

・びるめんニュース10月号の構成

（経営ビジョン委員会長）
を始め7名の出席を得て

・ホームページ リニューアルの検討

以下について協議

Vol.318

・青年部設立総会、記念講演会及び祝賀会の運

◆第２回総務厚生委員会

発行・編集
一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会 広報委員会
E-mail aichibm@lilac.ocn.ne.jp/ URL http://www.aichi-bma.jp
〒460-0008 名古屋市中区栄2-1-10 伏見フジビル8階
TEL 052-265-7536 / FAX 052-265-7537

営について

開 催日時 平成27年9月11日
（金）午後4時30分〜午後5時

（青年部の運営、27・28年度年
・第1回例会について

開催場所 宝第一ビル6階

間行事日程、青年部全国大会in神奈川について）

平成27年11月の予定
行

事

等

霜月

行

事

等

日

曜

日

曜

1

日

16

月

2

月

10/20〜11/7 建築物環境衛生管理技術者講習会
（大成研修センター） 17

火

3

火

文化の日

18

水

貯水槽清掃作業従事者研修
（大成研修センター）

4

水

19

木

ビルクリーニング技能検定準備講習
［実技］
（大成研修センター）

5

木

20

金

6

金

21

土

7

土

22

日

8

日

23

月

勤労感謝の日

9

月

24

火

ビルクリーニング技能検定準備講習
［実技］
（大成研修センター）

10

火

清掃作業従事者研修
［中級］
（大成研修センター）

25

水

ＡＥＤ講習会
［普通救命講習Ⅱ］
（名古屋市応急手当研修センター）

11

水

ビルクリーニング技能検定準備講習
［学科］
（大成研修センター）

26

木

12

木

27

金

13

金

28

土

14

土

29

日

15

日

30

月

青年部全国大会
（神奈川県 ローズホテル横浜）

賛助会コーナー

・今月の視点・

愛知ビルメンテナンス協会
設立にあたって
青年部 会長

ビルクリーニング技能検定準備講習
［実技］
（大成研修センター）

田中

平成22年から23年に北海道ビルメン協会ビルメン新世紀会
（青年部）
からの声掛けで相互に訪問を行い、
当時は「次世代
の会」
と称して愛知県内の若手幹部社員に参加を呼びかけて
集まった面々が勉強会・懇親会を通した交流が始まりでした。

ビルクリーニング技能検定［学科、ペーパーテスト］
（名古屋国際会議場）

事 務 局 だ より
「天高く馬肥ゆる秋」気候がよく実りの季節
でもあるこの時期は「食欲の…」
「スポーツの…」
「読書の…」
「芸術の…」などさまざまな言葉が
冠され全国各所で「文化祭」や「運動会」が催
されます。
「運動会」
と言えば、最近「社内運動会」
を開
催する企業が増えているようで、企画から運営ま
で請け負う
「運動会屋」
まであるそうです。
メール文化の広がりで社員同士が直接顔を
合わせるコミュニケーションが減ってしまい一体
感や仲間意識が薄れがちなことに危惧した企
業の総務・人事部署からの依頼が増えてきてい
るとのことです。
「応援合戦」
も含めて
『みんなで一つのことを
する』
ことで社員間のつながりができて仕事のうえ
でも連携がスムーズになったとの声もあるそうです。
ところで当協会では昭和51年から会員各社
の社員の健康づくりと親睦のためソフトボール大
会を開催しており、今年は38回目の大会を10月
12日
（体育の日）
に豊明市勅使グランドで開催し
ます。
23チームが出場予定で家族の応援も含めて
500人程の大勢の皆さんに集まっていただけます。
爽やかな秋空の下で、思いっきりはじけましょう。

加藤会長就任１期目の平成25年、協会創立50周年記念事
業とは別に、新たに取組むべき課題の一つとして「若手協会

青年部

宏
こうしたことを主眼に置いて
・協会が実施する事業にスタッフとして参加し、協会活動に
理解を深めること
・主体的に事業を立ち上げて積極的に活動していくこと
（全国大会への参加、勉強会、見学会、懇親会の開催）
を青年部の活動として実践していく予定で、10月1日の設立

員の育成を目的に、若手の会を組織化していく」

総会終了後には講師にＪＳパートナー株式会社

が掲げられ、平成26年度7月の臨時総会で経営

代表取締役 福島文二郎氏をお迎えして「人材を

ビジョン委員会の事業計画に「協会組織の活性

育てる法則−ディズニーに学ぶ−」
と題した講演

化及び後継者の養成のため青年部立ち上げを

会を開催し、青年部会員だけでなく協会員の

行う」
と表明。

方々にもご聴講いただきたいと願っております。

立ち上げの準備として全国の青年部の活動の
一端を知ることが必要となり、平成26年10月23日
〜24日に北海道で開催された青年部全国大会

青年部への入会申し込みなどに関するお問い
合わせは、協会事務局にご連絡ください。
全国には北海道から鹿児島まで21の都道府

に愛知から4名が出席し、北海道青年部と再会し旧交を深める

県で青年部が設立されており、愛知の設立は全国で22番目に

とともに、以降は準備を着々と進めて加藤会長就任2期目の平

なります。
（平成26年、全国大会出席者名簿より）
また平成8年

成27年10月1日に青年部設立総会を迎えることになりました。

に6都道府県の青年部が北海道に集まり
「ビルメン青年部交

企業活動を継続・発展成長させるためには先見性や革新性

流会」が開催されてから19年目を迎える今年は11月5日〜6日

が不可欠であり若手経営者・後継者及び今後経営陣の一員

に神奈川県横浜市で青年部全国大会が開催予定で愛知協

として活躍される方々が集い、交友の輪を広げ、
自ら考え、積極

会も本格的に参加致します。

的な行動をすることにより重ねた経験は、
自らが学んだ知識と
共に将来への有形無形の財産となり、
自社の経営と業界のさ
らなる発展に寄与することでしょう。

協会会員皆様からのご支援をよろしくお願い申し上げます。

