平成26年度
標語

労働安全衛生優秀作品

開催場所 協会事務局会議室
協議
・びるめんニュース11月号の構成
・ホームページリニューアルの検討

◆第２回 経営・ビジョン委員会
開 催日時 平成27年10月7日
（水）午後2時から午後4時

理事会

開催場所 協会事務局会議室

開 催日時 平成27年10月26日
（月）午後1時30分〜午後3時

・ビルメンこども絵画コンクール審査会

開催場所 協会事務局会議室

（加藤会長、吉田副会長、山口経営・ビジョン委員長

出 席 者 加藤会長始め14名の出席を得て、加藤会長が議長
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始め11名で協会長表彰作品の審査を行った。

となり審議を行った。

応募総数 335点）

主な審議事項 ・業務現況調査について

・青年部について

報告事項 （監査報告／委員会報告／全協報告／中部北陸地

・一斉清掃について

区本部報告／事務局報告）

◆第3回

11

出 席 者 酒井委員長を始め5名の出席を得て以下について

森山 登さんの作品

理事会・各種委員会

2015 /

開 催日時 平成27年10月6日
（火）午前10時から午前11時30分

「危ないぞ
保護具無しでの その仕事」

（株）
トヨタエンタプライズ

◆第7回

◆第7回 広報委員会

◆青年部第1回例会

監事会

開 催日時 平成27年10月26日
（月）午前11時30分〜午後1時

開 催日時 平成27年10月14日
（水）午後４時から午後5時
開催場所 宝第一ビル7階 701A＿3会議室

開催場所 協会事務局会議室

を始め20名の出席を得て以下について
出 席 者 田中会長、

平成27年7月〜9月に実施した事業、収支の状況につ
いて、大澤、加藤、浜松監事による監査を実施した。

一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会
青年部がスタート

・今月の視点・

設立総会

記念講演会及び祝賀会を開催

協議
・青年部の今後の取り組みについて

平成27年10月1日
（木）午後3時から東京第一ホテ

（青年部の運営、平成27・28年度年間事業日程）

ル錦3階「ドルチェ」において、青年部の設立総会が

・青年部のロゴについて

開催されました。

・青年部全国大会in神奈川について

田中宏発起人代表（（株）建光社）
の開会挨拶に続
いて来賓としてご出席いただいた加藤憲司協会長及
び愛知県警備業協会青年部の櫻木達浩部会長（大
起警備保障（株））
から激励のお言葉をいただきました。

平成27年12月の予定

師走

総会では、青年部入会希望者25名のうち23名の
出席を得て、進行は勝野宜也氏（（株）
セイコー）
が務

●1日
（火）
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）

●23日
（水）
天皇誕生日

め、議長には高木良太氏（太平ビルサービス
（株））
が

●3日
（木）
・4日
（金）
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）

●28日
（月）
官庁仕事納め

選出され次の議案について審議が行われました。

●7日
（月）
・8日
（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）

●31日
（木）
大晦日

●19日
（土）
障害者技能競技大会
（ポリテクセンター 小牧市）

賛助会コーナー

【議

事】
第1号議案

一般社団法人

愛知ビルメンテ

ナンス協会青年部規約（案）
について

事 務 局 だ より
AED
（自動体外式除細動器） 以前は医師
などの医療従事者しか使用できなかったことご
存知でしょうか。
AEDが一般的に知られるようになったのは、
2005年に現在のモリコロパークで開催された
「愛・地球博」です。
3月25日から9月25日まで、
まだ肌寒い時期か
ら暑い夏が終わるまでの185日間に2205万人も
の人が愛知万博を訪れ、熱中症になった方が
313人、心停止状態になった方が3人いました。
この心停止状態になった3人の方々の命を救っ
たのが、会場のスタッフやたまたま居合わせた医
学生によってAEDが使用されたことで、
ニュース
などで大きく取上げられました。
愛知万博開催の前年2004年に一般市民に
もAEDの使用が許可され、万博会場には100か
所にAEDが設置され、3千人のスタッフが救命
講習を受け訓練していたそうです。
今では運動施設や街中などどこでも見かける
ようになったAED、誰でも簡単に使えますが、素
早い対応が重要です。
そこで、協会では11月25
日
（水）
と12月1日
（火）
の午後に名古屋市応急
手当研修センターで講習会を開催します。

第2号議案

役員の選出について及び相談役の設置に
ついて

第3号議案

平成27年度事業計画・予算（案）
について

第1号議案について田中発起人代表から、第2号議案につい
ては今村充孝氏（タイガー総業（株））
から、
また、第3号議案につ
いては酒井秀京氏（豊興業（株））
から説明があり決議の結果、
各議案は原案どおり可決されました。
【青年部役員、相談役】
会

長

田中

宏 （株）建光社

副会長

勝野宜也 （株）
セイコー

幹事長

本多伸也 テムズ中日
（株）

理

事

酒井秀京

理

事

今村充孝 タイガー総業（株）

監

事

福岡輝道

福佳（株）

相談役

山口義浩

三永ビルド
（株）

豊興業（株）

青年部会長始め各役員ひとり一人からの就任の挨拶に続き

本多伸也幹事長（テムズ中日
（株））
から力強く青年部設立宣言
がされました。

を交え今村充孝青年部理事の司会と吉田副会長の乾杯で祝
賀会が盛大に開催され、本日ここに一般社団法人愛知ビルメン

午後4時からは、本多幹事長の進行で講師にJSパートナー
（株）代表取締役 福島文二郎氏による
「人材を育てる法則

―

ディズニーに学ぶ―」
と題した記念講演会が開催され、一般会員

テナンス協会の青年部が船出（スタート）
しました。
（青年部の設立目的及び経緯は、10月号＜今月の視点＞に

第5回 アジア ビルメンテナンス大会に
参加して
広報委員会委員長

酒井秀京

9月16日
（水）、札幌コンベンションセンターにて、第5回アジアビ

掲載）

中部・北陸地区を代表して出場した宮川愛子選手（中日コプロ
（株））
は、激戦の中、応援団の期待に応えてよく健闘し建築物管
理訓練センター理事長賞を受賞されました。
なお、厚生労働大臣賞と北海道知事賞は九州地区及び北海
道地区の代表選手に授与されました。

ルメンテナンス大会が開催されました。

を含めて60名の参加者が
熱心に聴講し、会場からの

アジアより8つの国と地域の代表が、大会テーマ「人材」のも

質問もあり有意義な時間を

と、現状及び課題報告を行い、
日本からは、新たな人材確保の観

共有することができました。

点から
「外国人技能実習生受入と技能検定複数等級化につい

また、午後5時15分から

て」
と題した報告がなされました。
その他、韓国、台湾、上海、
シン

は場所を11階「アンピオ」

ガポール等の各代表から労働力人口減少ゆえの人材不足、困

に移して加藤会長、水藤、

難な高付加価値化、利益確保の難しさについて、概ね共通の課

吉田両副会長始め協会の

題として報告されました。
モンゴル、
インドネシア、
ベトナムの代表か

各理事及びご講演をして

らは日本に対し、外国人人材の受入れについて、各国及び日本

いただいた福島文二郎氏

との今後の更なる連携強化を求める要望書が提出されました。
報告会の最後には、一戸会長より各国代表に感謝状が贈呈
され、同時に第6回大会開催地である韓国のソン新会長へ会長
交代式が友好ムードの中執り行われ、閉会となりました。
その後、

ビルメンヒューマンフェア 15 in 北海道

大会参会者はレセプションや視察ツアーにて広く懇親を深めるこ
ととなりました。

「 北の大地北海道からビルの快適空間の向上を目指して〜 創意と情熱、未来へ新たな一歩！〜 」
平成27年9月15日
（火）
・16日
（水）
の両日、札幌コンベンション
センターでビルメンヒューマンフェア 15in 北海道が開催されました。

特別支援学校で技能競技会に向けた
実技指導を実施
平成27年9月30日
（水）
に愛知県春日井高等特別支援学校の

援実演会、全国ビルクリーニング競技大会などの催しに加えて、

2年生54名を対象に障がい者支援特別委員会の松田高明氏

総合資機材展では80社・団体の出展があり、
また、北海道物産

（コニックス
（株））
と森通氏（大成（株））
に講師をお願いして障が

初秋のさわやかな晴天に恵まれ、
オープニングセレモニーでは

展・フードコーナーなどどこの催事会場も大変な賑わいで、延べ1

当協会の本多清治 全協副会長の開会宣言とテープカットで開場

万4500名もの多くの人々が会場に足を運び大変充実した2日間

されました。

でありました。

い者技能競技大会に向けた実技指導を行いました。
松田、森両氏が独自のテキストを作成して、
まずは同学校の教
諭4名に講習を行い、
また、9月2日
（水）
には同校に赴き2年生17
名を対象に実技指導を実施しています。

各テーマ毎のセミナーやガラスクリーニング選手権、障がい者支

さらに10月20日
（火）
には3年生を対象に実技指導を予定して
おります。
受講者した生徒さんが障がい者技能競技大会で活躍されるこ
とを期待します。

第14回
全国ビルクリーニング技能競技会
平成27年9月16日
（水）
ビルメンヒューマンフェア 15in 北海道
の競技プログラムの目玉である第14回全国ビルクリーニング技能競
▲開会宣言
（本多清治 全国協会 副会長）

▲テープカット

技会が開催されました。
2年に一度開催され
るこの技能競技会には
全国9地区の予選を勝
ち抜いてきた精鋭22名
の選 手が日頃の業 務
で培った技能、技術を
発揮して全く甲乙つけ
がたい状況でした。
さらに各地区代表選
手の応 援 団による応
援合戦も白熱して競技
会をおおいに盛り上げ

▲総合資機材展

▲閉会式
（一戸隆男 全国協会 会長）

ました。

会員の動き
普通会員

年月

会員名

11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

27.9 名古屋ビルサービス
（株）所在地
（TEL FAX）

異動内容
新 〒460-0008
名古屋市中区栄2-3-1
名古屋広小路ビルジング14階
TEL 052-559-5000
FAX 052-559-5010
旧 〒456-0035
名古屋市熱田区白鳥3-10-11
TEL 052-678-6800
FAX 052-683-5031
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開催場所 協会事務局会議室

（加藤会長、吉田副会長、山口経営・ビジョン委員長

出 席 者 加藤会長始め14名の出席を得て、加藤会長が議長
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始め11名で協会長表彰作品の審査を行った。

となり審議を行った。

応募総数 335点）

主な審議事項 ・業務現況調査について

・青年部について

報告事項 （監査報告／委員会報告／全協報告／中部北陸地

・一斉清掃について

区本部報告／事務局報告）

◆第3回

11

出 席 者 酒井委員長を始め5名の出席を得て以下について

森山 登さんの作品

理事会・各種委員会

2015 /

開 催日時 平成27年10月6日
（火）午前10時から午前11時30分

「危ないぞ
保護具無しでの その仕事」

（株）
トヨタエンタプライズ

◆第7回

◆第7回 広報委員会

◆青年部第1回例会

監事会

開 催日時 平成27年10月26日
（月）午前11時30分〜午後1時

開 催日時 平成27年10月14日
（水）午後４時から午後5時
開催場所 宝第一ビル7階 701A＿3会議室

開催場所 協会事務局会議室

を始め20名の出席を得て以下について
出 席 者 田中会長、

平成27年7月〜9月に実施した事業、収支の状況につ
いて、大澤、加藤、浜松監事による監査を実施した。

一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会
青年部がスタート

・今月の視点・

設立総会

記念講演会及び祝賀会を開催

協議
・青年部の今後の取り組みについて

平成27年10月1日
（木）午後3時から東京第一ホテ

（青年部の運営、平成27・28年度年間事業日程）

ル錦3階「ドルチェ」において、青年部の設立総会が

・青年部のロゴについて

開催されました。

・青年部全国大会in神奈川について

田中宏発起人代表（（株）建光社）
の開会挨拶に続
いて来賓としてご出席いただいた加藤憲司協会長及
び愛知県警備業協会青年部の櫻木達浩部会長（大
起警備保障（株））
から激励のお言葉をいただきました。

平成27年12月の予定

師走

総会では、青年部入会希望者25名のうち23名の
出席を得て、進行は勝野宜也氏（（株）
セイコー）
が務

●1日
（火）
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）

●23日
（水）
天皇誕生日

め、議長には高木良太氏（太平ビルサービス
（株））
が

●3日
（木）
・4日
（金）
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）

●28日
（月）
官庁仕事納め

選出され次の議案について審議が行われました。

●7日
（月）
・8日
（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）

●31日
（木）
大晦日

●19日
（土）
障害者技能競技大会
（ポリテクセンター 小牧市）

賛助会コーナー

【議

事】
第1号議案

一般社団法人

愛知ビルメンテ

ナンス協会青年部規約（案）
について

事 務 局 だ より
AED
（自動体外式除細動器） 以前は医師
などの医療従事者しか使用できなかったことご
存知でしょうか。
AEDが一般的に知られるようになったのは、
2005年に現在のモリコロパークで開催された
「愛・地球博」です。
3月25日から9月25日まで、
まだ肌寒い時期か
ら暑い夏が終わるまでの185日間に2205万人も
の人が愛知万博を訪れ、熱中症になった方が
313人、心停止状態になった方が3人いました。
この心停止状態になった3人の方々の命を救っ
たのが、会場のスタッフやたまたま居合わせた医
学生によってAEDが使用されたことで、
ニュース
などで大きく取上げられました。
愛知万博開催の前年2004年に一般市民に
もAEDの使用が許可され、万博会場には100か
所にAEDが設置され、3千人のスタッフが救命
講習を受け訓練していたそうです。
今では運動施設や街中などどこでも見かける
ようになったAED、誰でも簡単に使えますが、素
早い対応が重要です。
そこで、協会では11月25
日
（水）
と12月1日
（火）
の午後に名古屋市応急
手当研修センターで講習会を開催します。

第2号議案

役員の選出について及び相談役の設置に
ついて

第3号議案

平成27年度事業計画・予算（案）
について

第1号議案について田中発起人代表から、第2号議案につい
ては今村充孝氏（タイガー総業（株））
から、
また、第3号議案につ
いては酒井秀京氏（豊興業（株））
から説明があり決議の結果、
各議案は原案どおり可決されました。
【青年部役員、相談役】
会

長

田中

宏 （株）建光社

副会長

勝野宜也 （株）
セイコー

幹事長

本多伸也 テムズ中日
（株）

理

事

酒井秀京

理

事

今村充孝 タイガー総業（株）

監

事

福岡輝道

福佳（株）

相談役

山口義浩

三永ビルド
（株）

豊興業（株）

青年部会長始め各役員ひとり一人からの就任の挨拶に続き

