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第１１回ビルメンテナンス青年部西日本サミットＩＮ大阪［６月15

日（木）開催］に参加させていただきました。

愛知の青年部は西日本サミットの参加地域からは外れていま

すが、私どもの部会は発足してから間もないため、将来において

青年部の全国大会を愛知にて開催することも展望におき、昨年

からオブザーバーとして参加しております。

会場のホテルモントレグラスミア大阪は、様々な路線駅が密集し

ている難波エリアにあるのでとてもアクセスが良く、また名古屋の

ように地下街が長く続いているので徒歩の移動にも便利でした。

大阪の青年部は大阪ビルメンテナンス協会の委員会として活

動を開始したばかりで、メンバー数が少ないにも関わらず約１００

名もの会員が集まる大会を開催されたことに、大阪のエネルギー

を感じました。大阪青年部会長の梶山様からは「同年代の人が

集まって議論する場をもっと設けたい」という熱い思いのご挨拶

がありました。同年代や同業種の人が集まることはあっても、真剣

に議論を交わす場というのは少ないと私も感じていましたので、と

ても共感しました。

ご来賓として参加された全国ビルメンテナンス協会の一戸会

長からは、「次の全国協会５０周年に向けて取り組んでいくのは

我々の世代ではない。誰かがやってくれるという思いではなく、我

こそはという思いでこれからの業界を担って欲しい」と、青年部の

メンバーに対するメッセージをいただきました。

講演会は豚まんで有名な蓬莱の取締役常務である田中一昭

様のご講演で、「我が師に学ぶ」をテーマに様々なお話をいただ

きました。中でも印象に残ったのは、「社員が元気で、その元気な

姿に惹かれて新入社員の応募があること」「現場を第一にしてい

ること」「常に新しいものを足そうとする会社は永遠に不滅である

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより
気象庁による３か月予報によると、今夏の日本
列島は、高気圧に覆われる日が多くなり、北海
道から沖縄の全地域で気温が高くなることが予
想され、夏は全国的に厳しい暑さとなる見込み
だそうです。
暑い日を涼しく過ごす方法を紹介します。
①風呂上がりに足を冷水につける
熱い夏は、ついお風呂に入るのも嫌な方もい
るかと思いますが、入浴後に汗を引かせるには、
最後に足に冷水をかけることが効果的だそうで
す。冷水によって、一時的に皮膚表層の血液
量が増えるので、汗は出ますが結果的に汗の全
体量を減らすことができると言われているようで
す。
②熱を下げる食べ物を食べる
暑い日が続くと、つい冷たい飲み物に手を伸
ばしてしまいがちになりますが、スイカやきゅうり、
冬瓜などのウリ科の野菜には熱を下げる効果が
あります。特に冬瓜には、漢方でも用いられるほ
どの利尿作用があり、むくみや夏バテ対策にも
ぴったりと言われています。また、バナナ、パイ
ナップル、メロンなどの果物も熱を下げる働きが
あるので、この夏は積極的に摂取していきたいも
のです。

賛助会コーナー賛助会コーナー

■理事会・各種委員会

第１１回ビルメンテナンス青年部
西日本サミットin大阪に参加して

こと」「自分が食べる身になって作ること」「賞与は社長自ら８００

人の社員一人ひとりに声をかけながら手渡ししていること」でした。

それが企業にとって必要であり良いことであることは解っていても、

実行することは非常に大変で難しいと思います。その困難を乗り

越えてこられたのは、“経営者”、“社員”、“取引先”の全てに恵

まれ、そのお蔭で今の会社があり、ここまで企業が成長したとのこ

とでした。

私ども愛知の青年部も、思いを実行にするエネルギーを絶やす

ことなく様々な活動に邁進してまいりますので、これからも変わら

ぬご支援ご指導を宜しくお願いいたします。

平成29年8月の予定 葉月

●10日（木）　広報・会員増強委員会

■会員の動き 7月１日現在会員数
普通会員　１２２社　賛助会員　２１社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
普通会員

29.6 東宝ビル管理㈱
中部支社

代表者
登録者

新　支社長
　　間野　光倫　
旧　取締役中部支社長
　　小西　武志　　　

29.7 ビューテック東海㈱ 会社名
代表者
登録者

新　テルウェル西日本㈱
　　代表取締役社長
　　村井　守
      東海支店 総合ビルマネジメント事業部
　　杉野　浩也
旧　ビューテック東海㈱
　　代表取締役社長
　　福山　和則
　　ビルサービス事業部長
　　藤田　秀樹

29.6 日本メックス㈱
東海支店

代表者
登録者

新　取締役東海支店長
　　渕上　一也
      環境サービス部長
　　三村　光良　
旧　取締役東海支店長
　　土谷　健二
      環境サービス部長
　　若村　良久　　　　

29.6 ㈱名鉄クリーニング 代表者
登録者

新　代表取締役社長
　　森川　優
      取締役ビル管理部長
　　栗本　敏樹
旧　代表取締役社長
　　小澤　伸一
　　常務取締役ビル管理本部長
　　増井　秀次

29.6 ㈱キャッスルサービス 登録者 新　常務取締役
　　小松　豊
旧　専務取締役
　　児玉　一夫　　　

29.6 ㈱トヨタエンタプライズ 代表者 新　代表取締役社長
　　高瀬　由紀夫
旧　代表取締役社長
　　河合　和之　

◆第４回　理事会
平成29年6月21日（水）午後1時～2時30分
東京第一ホテル錦3F「レジェロ」
加藤会長始め15名の出席を得て、加藤会長が議長と

　　　　　なり審議を行った。
・第70回全国植樹祭あいち2019への協賛について 
・当面の諸問題　
（委員会報告／地区本部報告／事務局報告）

◆第２回　障がい者支援特別委員会
平成29年6月5日（月）午前14時15分～14時50分
協会事務局会議室
吉田委員長、田中副委員長始め8名の出席を得て以

　　　　　下について協議
・名古屋高等技術専門校の知的障がい者向け訓練
 コースへの講師派遣について
・第39回障がい者技能技術大会について

◆第２回　広報・会員増強委員会
平成29年6月20日（火）午前10時～11時
協会事務局会議室
酒井委員長始め6名の出席を得て以下について協議
・びるめんニュース７月号の構成
・ホームページの運用現状

◆第1回　労働安全衛生委員会
平成29年6月27日（火）午後1時30分～3時30分
協会事務局会議室
堀口委員長始め16名の出席を得て以下について協議
・平成29年度事業計画について

◆第２回　災害支援検討特別委員会
平成29年6月29日（木）午後１時30分～3時
協会事務局会議室
新原委員長始め4名の出席を得て以下について協議
・災害時の避難所等の清掃業務支援に関するアン　

　　　　　ケート結果について

◆青年部役員会
平成29年6月29日（木）午後3時30分～5時
協会事務局会議室
田中会長始め8名の出席を得て以下について協議
・平成29年度事業計画について等

開催日時
開催場所
出 席 者

主な審議事項

報告事項

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

☆プロテック ペタサイン（4ヶ国語）☆

☆コンドル 案内パネル☆
※3色パターン・警告表示案内（印刷タイプ） 4ヶ国語対応で様々なシーンで活躍。
※各々S、Lの2種類のサイズがございます。

※ペタッ!!と貼りつくサインパネル!!　※ツルツルのところであれば壁面、ガラスでも貼れます。※ミニ、Y-P(小)の2種類のサイズがございます。　
※文字はスリップ注意、立入禁止の2種類。※付属の保管用塩ビシートを使えばドアノブにも引っ掛けることが可能です。

床のすべりにスリップ注意 利用者・お客様へ「作業中」 部外者進入防止「立入禁止」

Sスリップ注意BL S作業中G S立入禁止P L立入禁止PL作業中G

使用例

Lスリップ注意BL

ミニ（スリップ注意） Y-P(小)(スリップ注意) Y-P(小)(立入禁止)ミニ（立入禁止）

お問い合わせは　山崎産業株式会社 第二名古屋営業所まで
                         TEL：052-481-8551　FAX：052-486-2331



愛知県建築物環境衛生管理研究集会は愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び当協会を始めとする関係団体の会員
並びに建築物環境衛生管理技術者等が一堂に会して研究、討議することにより建築物環境衛生の知識と技術の向上を図ることを目
的として毎年開催されています。
◯第32回 愛知県建築物環境衛生管理研究集会
（1） 開催予定日時　平成30年2月1日（木）午前10時～午後4時
（2） 開催場所　名古屋市教育センター（名古屋市熱田区）

■愛知県知事表彰及び
  愛知ビルメンテナンス協会長表彰 平成29年6月6日（火）、7日（水）に72名の参加を得て、名古屋テレビ塔から観光バス３台で長野県の駒ケ根・諏訪方面へと向かいま

した。
初日は、駒ケ根にある養命酒の工場を見学し、午後からは八ヶ岳の北端にある八ヶ岳ロープウェイで高低差466ｍを約7分で駆け上が

り、その間、刻 と々変わる山岳風景を目の前に眺め、山頂では高山植物が群生する坪庭自然園が広がっており、散策を楽しみました。
宿泊は、諏訪湖の湖畔にあるホテル紅やでしたが、諏訪湖の眺望が素晴らしい宿でした。
懇親会では、自慢の歌の披露など和やかで打ち解けた雰囲気で会員相互の絆が大変深まりました。
翌7日（水）は観光組とゴルフ組と別れ、観光組は松本まで足を延ばし、信州味噌の蔵見学を行い、その後、国宝である松本城を見
学し、歴史に触れるとともに天守閣から見下ろした松本市の全景を楽しむことができました。
今回の研修旅行の大きな目的でもあります、参加された皆さんの世代の枠を超えた会員相互のネットワークの一助となった二日間で

あったと思います。

■今年は駒ケ根・諏訪で研修旅行が行われました

平成29年6月22日（木）中日コプロ（株）鳴海営業所のビルクリーニング・トレーニングセンターにおいて、中部北陸地区大会が開催され
ました。
中部北陸７県からの代表選手16名が出場して日頃から習練した技術を発揮してハイレベルな競技会となりました。
愛知県からは５月16日（火）の愛知地区予選会を勝ち抜いた杉尾和磨選手（中日コプロ（株）東海支店）、竹内勇人（タイガー総業

（株））、杉林武彦（ビューテック東海（株））、小林剛（中日コプロ（株）豊田支店）の４名が出場しました。
競技結果
　優　勝　三重県　北林和樹（近鉄ビルサービス（株）中部支店三重営業所）
　準優勝　愛知県　杉尾和磨選手（中日コプロ（株）東海支店）　
　３　位　愛知県　杉林武彦（ビューテック東海（株））
　努力賞　愛知県　竹内勇人（タイガー総業（株））
　努力賞　静岡県　新井和美（ビューテック東海（株）静岡支店）
惜しくも優勝は逃しましたが、準優勝、３位、努力賞を愛知県代表が占め、愛
知のレベルの高さを強く印象付ける結果でありました。
優勝と準優勝の選手には、来る11月16日（木）に東京都での「ビルメンヒュー

マンフェア＆クリーンEXPO2017」で開催される全国大会での健闘が期待され
ます。
出場した選手の皆さん、そして本大会にご協力いただきました関係各位の皆
様に心から感謝申し上げます。

■第15回全国ビルクリーニング技能競技大会中部北陸地区大会

この調査はビルメンテナンス業界の実態と現状及び今後の動向を把握するための重要な資料となる調査です。
今年度の提出期日は7月18日（火）ですので是非、協力お願いします。

■（公社）全国ビルメンテナンス協会の第48回実態調査に協力を

■第32回愛知県建築物環境衛生管理研究集会の開催日がきまりました。

 平成29年度定時総会において表彰式が行われました。

平成29年5月31日（水）、平成29年度定時総会に先立っ
て、愛知県知事表彰、愛知ビルメンテナンス協会長表彰の表
彰式が行われました。
愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員21名）は愛知県
健康福祉部保健医療局生活衛生課の栗木雅洋主幹から、
協会長表彰（優良従業員27名、協会事業功労者3名）は加
藤憲司会長から表彰状と記念品が贈呈され受賞者の皆さん
に感謝と労いの言葉がありました。
受賞された皆さんおめでとうございました。

◇愛知県知事表彰  ［永年勤続優良従業員表彰］（敬称略）
山崎盛男 朝日メインテナンス工業㈱　　
木津敬裕 管 財㈱
松原末吉 近鉄ビルサービス㈱中部支店
宮島ノブ子 グローブシップ㈱名古屋支店
谷川直樹 コニックス㈱
富田賢二 コニックス㈱
平見泰二 ㈱三清社
伊藤　豊 昭和建物管理㈱
後藤幸一 新生ビルテクノ㈱名古屋支店
大橋美智子 ㈱セイビ名古屋支店
太田憲孝 タイガー総業㈱
新美武文 大 成㈱
二村成彦 大 成㈱
阪野幹夫 中日コプロ㈱
三浦豊久 中日コプロ㈱
林　久雄 中日サービス㈱
杉山さゆり テムズ中日㈱
樋田裕規子 ㈱トヨタエンタプライズ
築山妙子 名古屋昭和建物サービス㈱
針本幸江 ビューテック東海㈱
近藤詔一 福佳㈱

◇協会長表彰　［優良従業員表彰］ （敬称略）
更科　正 朝日メインテナンス工業㈱
山原郁夫 ㈱エスケイエム
利光けい子 ㈱エスケイエム
関　　優 近鉄ビルサービス㈱中部支店

寺西政義 グローブシップ㈱名古屋支店
秋田桂子 ㈱建光社
近藤英生 コニックス㈱
大谷　豊 ㈱三清社
髙野大介 昭和建物管理㈱
松村晴夫 ㈱セイコー
山田廣子 ㈱セイビ名古屋支店
原田美也子 大栄興業㈱
吉田久美 タイガー総業㈱
千葉　栄 大 成㈱
山本正夫 大 成㈱
丹羽文博 中日コプロ㈱
粟井　学 中日コプロ㈱
田中泰広 テムズ中日㈱
藤生莞爾 東海ビル管理㈱
石黒長太郎 ㈱トヨタエンタプライズ
福富脩平 名古屋昭和建物サービス㈱
奥村真行 日本空調システム㈱
長谷川秋郎 ㈱日本クリーナー
海貝和世 ㈱日本クリーナー
木島好枝 ビューテック東海㈱
浅野茂弘 福佳㈱
磯村和浩 ホーメックス㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇協会長表彰　［協会事業功労者表彰］ （敬称略）
西村達也 ペンギンワックス㈱名古屋支店
細川厚嗣 ㈱リブライト
服部　浩 ㈱リンレイ名古屋支店

▲愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員）

▲愛知ビルメンテナンス協会長表彰（優良従業員）

▲愛知ビルメンテナンス協会　協会事業功労者表彰

▲国宝　松本城 ▲八ヶ岳ロープウェイにて ▲ホテル紅や ▲信州石井味噌　味噌蔵見学　　

▲選手宣誓

▲技能競技会参加の皆さん
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宿泊は、諏訪湖の湖畔にあるホテル紅やでしたが、諏訪湖の眺望が素晴らしい宿でした。
懇親会では、自慢の歌の披露など和やかで打ち解けた雰囲気で会員相互の絆が大変深まりました。
翌7日（水）は観光組とゴルフ組と別れ、観光組は松本まで足を延ばし、信州味噌の蔵見学を行い、その後、国宝である松本城を見

学し、歴史に触れるとともに天守閣から見下ろした松本市の全景を楽しむことができました。
今回の研修旅行の大きな目的でもあります、参加された皆さんの世代の枠を超えた会員相互のネットワークの一助となった二日間で

あったと思います。

■今年は駒ケ根・諏訪で研修旅行が行われました

平成29年6月22日（木）中日コプロ（株）鳴海営業所のビルクリーニング・トレーニングセンターにおいて、中部北陸地区大会が開催され
ました。
中部北陸７県からの代表選手16名が出場して日頃から習練した技術を発揮してハイレベルな競技会となりました。
愛知県からは５月16日（火）の愛知地区予選会を勝ち抜いた杉尾和磨選手（中日コプロ（株）東海支店）、竹内勇人（タイガー総業

（株））、杉林武彦（ビューテック東海（株））、小林剛（中日コプロ（株）豊田支店）の４名が出場しました。
競技結果
　優　勝　三重県　北林和樹（近鉄ビルサービス（株）中部支店三重営業所）
　準優勝　愛知県　杉尾和磨選手（中日コプロ（株）東海支店）　
　３　位　愛知県　杉林武彦（ビューテック東海（株））
　努力賞　愛知県　竹内勇人（タイガー総業（株））
　努力賞　静岡県　新井和美（ビューテック東海（株）静岡支店）
惜しくも優勝は逃しましたが、準優勝、３位、努力賞を愛知県代表が占め、愛
知のレベルの高さを強く印象付ける結果でありました。
優勝と準優勝の選手には、来る11月16日（木）に東京都での「ビルメンヒュー

マンフェア＆クリーンEXPO2017」で開催される全国大会での健闘が期待され
ます。
出場した選手の皆さん、そして本大会にご協力いただきました関係各位の皆
様に心から感謝申し上げます。

■第15回全国ビルクリーニング技能競技大会中部北陸地区大会

この調査はビルメンテナンス業界の実態と現状及び今後の動向を把握するための重要な資料となる調査です。
今年度の提出期日は7月18日（火）ですので是非、協力お願いします。

■（公社）全国ビルメンテナンス協会の第48回実態調査に協力を

■第32回愛知県建築物環境衛生管理研究集会の開催日がきまりました。

 平成29年度定時総会において表彰式が行われました。

平成29年5月31日（水）、平成29年度定時総会に先立っ
て、愛知県知事表彰、愛知ビルメンテナンス協会長表彰の表
彰式が行われました。
愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員21名）は愛知県
健康福祉部保健医療局生活衛生課の栗木雅洋主幹から、
協会長表彰（優良従業員27名、協会事業功労者3名）は加
藤憲司会長から表彰状と記念品が贈呈され受賞者の皆さん
に感謝と労いの言葉がありました。
受賞された皆さんおめでとうございました。

◇愛知県知事表彰  ［永年勤続優良従業員表彰］（敬称略）
山崎盛男 朝日メインテナンス工業㈱　　
木津敬裕 管 財㈱
松原末吉 近鉄ビルサービス㈱中部支店
宮島ノブ子 グローブシップ㈱名古屋支店
谷川直樹 コニックス㈱
富田賢二 コニックス㈱
平見泰二 ㈱三清社
伊藤　豊 昭和建物管理㈱
後藤幸一 新生ビルテクノ㈱名古屋支店
大橋美智子 ㈱セイビ名古屋支店
太田憲孝 タイガー総業㈱
新美武文 大 成㈱
二村成彦 大 成㈱
阪野幹夫 中日コプロ㈱
三浦豊久 中日コプロ㈱
林　久雄 中日サービス㈱
杉山さゆり テムズ中日㈱
樋田裕規子 ㈱トヨタエンタプライズ
築山妙子 名古屋昭和建物サービス㈱
針本幸江 ビューテック東海㈱
近藤詔一 福佳㈱

◇協会長表彰　［優良従業員表彰］ （敬称略）
更科　正 朝日メインテナンス工業㈱
山原郁夫 ㈱エスケイエム
利光けい子 ㈱エスケイエム
関　　優 近鉄ビルサービス㈱中部支店

寺西政義 グローブシップ㈱名古屋支店
秋田桂子 ㈱建光社
近藤英生 コニックス㈱
大谷　豊 ㈱三清社
髙野大介 昭和建物管理㈱
松村晴夫 ㈱セイコー
山田廣子 ㈱セイビ名古屋支店
原田美也子 大栄興業㈱
吉田久美 タイガー総業㈱
千葉　栄 大 成㈱
山本正夫 大 成㈱
丹羽文博 中日コプロ㈱
粟井　学 中日コプロ㈱
田中泰広 テムズ中日㈱
藤生莞爾 東海ビル管理㈱
石黒長太郎 ㈱トヨタエンタプライズ
福富脩平 名古屋昭和建物サービス㈱
奥村真行 日本空調システム㈱
長谷川秋郎 ㈱日本クリーナー
海貝和世 ㈱日本クリーナー
木島好枝 ビューテック東海㈱
浅野茂弘 福佳㈱
磯村和浩 ホーメックス㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇協会長表彰　［協会事業功労者表彰］ （敬称略）
西村達也 ペンギンワックス㈱名古屋支店
細川厚嗣 ㈱リブライト
服部　浩 ㈱リンレイ名古屋支店

▲愛知県知事表彰（永年勤続優良従業員）

▲愛知ビルメンテナンス協会長表彰（優良従業員）

▲愛知ビルメンテナンス協会　協会事業功労者表彰

▲国宝　松本城 ▲八ヶ岳ロープウェイにて ▲ホテル紅や ▲信州石井味噌　味噌蔵見学　　

▲選手宣誓

▲技能競技会参加の皆さん
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第１１回ビルメンテナンス青年部西日本サミットＩＮ大阪［６月15

日（木）開催］に参加させていただきました。

愛知の青年部は西日本サミットの参加地域からは外れていま

すが、私どもの部会は発足してから間もないため、将来において

青年部の全国大会を愛知にて開催することも展望におき、昨年

からオブザーバーとして参加しております。

会場のホテルモントレグラスミア大阪は、様々な路線駅が密集し

ている難波エリアにあるのでとてもアクセスが良く、また名古屋の

ように地下街が長く続いているので徒歩の移動にも便利でした。

大阪の青年部は大阪ビルメンテナンス協会の委員会として活

動を開始したばかりで、メンバー数が少ないにも関わらず約１００

名もの会員が集まる大会を開催されたことに、大阪のエネルギー

を感じました。大阪青年部会長の梶山様からは「同年代の人が

集まって議論する場をもっと設けたい」という熱い思いのご挨拶

がありました。同年代や同業種の人が集まることはあっても、真剣

に議論を交わす場というのは少ないと私も感じていましたので、と

ても共感しました。

ご来賓として参加された全国ビルメンテナンス協会の一戸会

長からは、「次の全国協会５０周年に向けて取り組んでいくのは

我々の世代ではない。誰かがやってくれるという思いではなく、我

こそはという思いでこれからの業界を担って欲しい」と、青年部の

メンバーに対するメッセージをいただきました。

講演会は豚まんで有名な蓬莱の取締役常務である田中一昭

様のご講演で、「我が師に学ぶ」をテーマに様々なお話をいただ

きました。中でも印象に残ったのは、「社員が元気で、その元気な

姿に惹かれて新入社員の応募があること」「現場を第一にしてい

ること」「常に新しいものを足そうとする会社は永遠に不滅である

・今月の視点・・今月の視点・

事務局だより事務局だより
気象庁による３か月予報によると、今夏の日本
列島は、高気圧に覆われる日が多くなり、北海
道から沖縄の全地域で気温が高くなることが予
想され、夏は全国的に厳しい暑さとなる見込み
だそうです。
暑い日を涼しく過ごす方法を紹介します。
①風呂上がりに足を冷水につける
熱い夏は、ついお風呂に入るのも嫌な方もい
るかと思いますが、入浴後に汗を引かせるには、
最後に足に冷水をかけることが効果的だそうで
す。冷水によって、一時的に皮膚表層の血液
量が増えるので、汗は出ますが結果的に汗の全
体量を減らすことができると言われているようで
す。
②熱を下げる食べ物を食べる
暑い日が続くと、つい冷たい飲み物に手を伸
ばしてしまいがちになりますが、スイカやきゅうり、
冬瓜などのウリ科の野菜には熱を下げる効果が
あります。特に冬瓜には、漢方でも用いられるほ
どの利尿作用があり、むくみや夏バテ対策にも
ぴったりと言われています。また、バナナ、パイ
ナップル、メロンなどの果物も熱を下げる働きが
あるので、この夏は積極的に摂取していきたいも
のです。

賛助会コーナー賛助会コーナー

■理事会・各種委員会

第１１回ビルメンテナンス青年部
西日本サミットin大阪に参加して

こと」「自分が食べる身になって作ること」「賞与は社長自ら８００

人の社員一人ひとりに声をかけながら手渡ししていること」でした。

それが企業にとって必要であり良いことであることは解っていても、

実行することは非常に大変で難しいと思います。その困難を乗り

越えてこられたのは、“経営者”、“社員”、“取引先”の全てに恵

まれ、そのお蔭で今の会社があり、ここまで企業が成長したとのこ

とでした。

私ども愛知の青年部も、思いを実行にするエネルギーを絶やす

ことなく様々な活動に邁進してまいりますので、これからも変わら

ぬご支援ご指導を宜しくお願いいたします。

平成29年8月の予定 葉月

●10日（木）　広報・会員増強委員会

■会員の動き 7月１日現在会員数
普通会員　１２２社　賛助会員　２１社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
普通会員

29.6 東宝ビル管理㈱
中部支社

代表者
登録者

新　支社長
　　間野　光倫　
旧　取締役中部支社長
　　小西　武志　　　

29.7 ビューテック東海㈱ 会社名
代表者
登録者

新　テルウェル西日本㈱
　　代表取締役社長
　　村井　守
      東海支店 総合ビルマネジメント事業部
　　杉野　浩也
旧　ビューテック東海㈱
　　代表取締役社長
　　福山　和則
　　ビルサービス事業部長
　　藤田　秀樹

29.6 日本メックス㈱
東海支店

代表者
登録者

新　取締役東海支店長
　　渕上　一也
      環境サービス部長
　　三村　光良　
旧　取締役東海支店長
　　土谷　健二
      環境サービス部長
　　若村　良久　　　　

29.6 ㈱名鉄クリーニング 代表者
登録者

新　代表取締役社長
　　森川　優
      取締役ビル管理部長
　　栗本　敏樹
旧　代表取締役社長
　　小澤　伸一
　　常務取締役ビル管理本部長
　　増井　秀次

29.6 ㈱キャッスルサービス 登録者 新　常務取締役
　　小松　豊
旧　専務取締役
　　児玉　一夫　　　

29.6 ㈱トヨタエンタプライズ 代表者 新　代表取締役社長
　　高瀬　由紀夫
旧　代表取締役社長
　　河合　和之　

◆第４回　理事会
平成29年6月21日（水）午後1時～2時30分
東京第一ホテル錦3F「レジェロ」
加藤会長始め15名の出席を得て、加藤会長が議長と

　　　　　なり審議を行った。
・第70回全国植樹祭あいち2019への協賛について 
・当面の諸問題　
（委員会報告／地区本部報告／事務局報告）

◆第２回　障がい者支援特別委員会
平成29年6月5日（月）午前14時15分～14時50分
協会事務局会議室
吉田委員長、田中副委員長始め8名の出席を得て以

　　　　　下について協議
・名古屋高等技術専門校の知的障がい者向け訓練
 コースへの講師派遣について
・第39回障がい者技能技術大会について

◆第２回　広報・会員増強委員会
平成29年6月20日（火）午前10時～11時
協会事務局会議室
酒井委員長始め6名の出席を得て以下について協議
・びるめんニュース７月号の構成
・ホームページの運用現状

◆第1回　労働安全衛生委員会
平成29年6月27日（火）午後1時30分～3時30分
協会事務局会議室
堀口委員長始め16名の出席を得て以下について協議
・平成29年度事業計画について

◆第２回　災害支援検討特別委員会
平成29年6月29日（木）午後１時30分～3時
協会事務局会議室
新原委員長始め4名の出席を得て以下について協議
・災害時の避難所等の清掃業務支援に関するアン　

　　　　　ケート結果について

◆青年部役員会
平成29年6月29日（木）午後3時30分～5時
協会事務局会議室
田中会長始め8名の出席を得て以下について協議
・平成29年度事業計画について等

開催日時
開催場所
出 席 者

主な審議事項

報告事項

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

開催日時
開催場所
出 席 者

☆プロテック ペタサイン（4ヶ国語）☆

☆コンドル 案内パネル☆
※3色パターン・警告表示案内（印刷タイプ） 4ヶ国語対応で様々なシーンで活躍。
※各々S、Lの2種類のサイズがございます。

※ペタッ!!と貼りつくサインパネル!!　※ツルツルのところであれば壁面、ガラスでも貼れます。※ミニ、Y-P(小)の2種類のサイズがございます。　
※文字はスリップ注意、立入禁止の2種類。※付属の保管用塩ビシートを使えばドアノブにも引っ掛けることが可能です。

床のすべりにスリップ注意 利用者・お客様へ「作業中」 部外者進入防止「立入禁止」

Sスリップ注意BL S作業中G S立入禁止P L立入禁止PL作業中G

使用例

Lスリップ注意BL

ミニ（スリップ注意） Y-P(小)(スリップ注意) Y-P(小)(立入禁止)ミニ（立入禁止）

お問い合わせは　山崎産業株式会社 第二名古屋営業所まで
                         TEL：052-481-8551　FAX：052-486-2331


