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・今月の視点・・今月の視点・ 設備講習会（座学） ～ハイブリット開催～
設備管理委員会

2021年10月5日（火）、大成研修センターにおいて、設備講習会

「省エネ大賞受賞事例と省エネ活動紹介」と題して座学を開催

しました。

講師に日本空調システム㈱ 野口正也氏、中田篤志氏、前田

篤志氏を迎え、昭和建物管理㈱のご協力を得て、愛知協会設

備管理委員会主催で初めて会場とオンラインによるハイ

ブリット開催を実施し、現地5社17名、オンライン20社33

名、計50名の参加を得て、無事終了することができました。

開催にあたっては、ご来場の皆様にマスクの着用、検

温・手指消毒など新型コロナウイルス感染症感染予防対

策へのご協力をお願いしたうえで、窓を開けて換気する

などの対策を講じました。

講師の皆様は、実際に現場で省エネに携わる業務を

されているとのことで、各種省エネ活動の紹介をはじめ、

愛知医大にて省エネ大賞を受賞した活動内容、現場で

の実際の導入事例など大変興味深い内容で、今後各

社が省エネ活動を進めるうえで参考になったのではない

でしょうか。

ご参加いただきました皆様には、音声が聞こえにくいなどご迷

惑をおかけした部分もありましたが、今回の経験を今後の開催に

活かし、引き続きハイブリットでの講習会を実施していきたいと考え

ています。



■ 青年部 2021年9月2日（木）
  研修事業レポート
青年部事業委員会 副委員長 南 宏和（㈱テラモト）

2021年9月2日（木）に大成研修センターにおいて、「ビルメン
テナンス業務におけるＢＣＰ（事業継続計画）策定の重要性と
最新の資機材事情を知る」と題して、青年部会員ならびに会員
が所属する社員を対象に、研修事業を実施しました。

コロナ禍で行う事業ということで、会場参加とオンライン参加
に分かれて行い、会場については収容人数過半数以下、マス
クの着用、アルコール消毒、検温の実施など感染対策に努め
て行いました。

事業の内容
としまして、第1
部で共衛三橋
様を講師に迎え

「ＢＣＰの策定
と重 要 性につ
いて」講演して
いただきました。
三橋様はBCP
について各地のビルメン協会で講演をしており、ビルメン業界に
その必要性を伝えるための活動をしております。直近では月刊
ビルクリーニング2021年3月号に「中小ビルメン企業はBCPに
どう取り組んだらよいか」というタイトルで記事が掲載されており
ます。

今回もビルメンの視点からBCPの策定と重要性について詳
しくお話ししていただきました。

第 2 部 は
㈱今福、㈱
リブライト、㈱
テラモトの3
社（ 賛助会
員）によりま
す 、最 新の
資機材事情
について講

演していただきました。前半は㈱テラモトの「ＩＯＴを活用した巡
回清掃のスマート化」、後半は㈱マキタによる「コードレス化がも
たらす次世代のビルメンテナンス」で講演していただきました。

青 年 部 の 研
修 事 業 の中で
賛助会員が中心
になって行う事
業は初めてでし
たが、会員の皆
様が普段から使
用される資機材
でもありますので、

最新の資機材事情につきましては今後も定期的に行っていき
たいと思います。

今回は緊急事態宣言下ということもあり、開催できるのかとい
う不安もありましたが、感染対策を万全に行い、当日皆様のご
協力もあり無事に研修を行うことができました。

昨年のリモート研修に続き、今回もWithコロナの環境下でも
研修事業の在り方を示すことができたのではないかと思います。

今回の開催につきまして関係各位の皆様、特に準備をして
いただいた事務局の皆様、事業委員会の皆様に感謝申し上げ
ます。誠に有難うございました。

■ 各種行事中止のお知らせ
昨年に引き続き、「ソフトボール大会」、「研修旅行」につきまして

は、本年度の開催を中止とします。楽しみにされていた皆様には
誠に申し訳ございませんが、御了承くださるようお願いいたします。

また、「一斉清掃」につきましても、様々な状況を考慮しました結
果、本年度の実施は見
送ることといたしました。

なお、その他の行事
につきましては、今後決
定次第、皆様にご案内
させていただきます。

■２０20年度 労働安全衛生優秀作品
ポスター・デザインの部

  【優秀賞】久保田智子さん（ ジェイアール東海総合ビルメンテナンス株式会社 ）

共衛　三橋様の講演

㈱テラモトの講演

㈱マキタの講演

第42回白土記念Ｂ･Ｍソフトボール大会

2019年度 研修旅行【恐竜博物館】 2019年度 一斉清掃



■ 第15回ビルメンテナンスこども絵画
  コンクール愛知協会表彰審査会
経営管理委員会

「未来のおそうじ ～安心して住み続けられる私たちの環境～」
をテーマとし、本年度も全国協会主催のビルメンテナンスこども絵
画コンクールが開催されました。

愛知県内からは、幼児の部83点、小学校1～2年生の部139
点、小学校3～4年生の部159点、小学校5～6年生の部45点、
計426点もの作品をご応募いただきました。

全国協会の審査を前に、10月15日（金）午後1時30分から大
成研修センターにおいて、愛知協会表彰の審査会を行いました。

審査会においては、日展会員でもある長谷川仂先生のご協力
をいただき、吉田会長、経営管理委員会の酒井秀京委員長を始
め経営管理委員の皆様10名にお集まりいただきました。伸び伸
びとした子どもたちの作品を手に取りながら長時間にわたって審
査にあたり、以下の通り優秀作品が選考されました。受賞された
皆さん、誠におめでとうございます。

会員の皆様が撮影されたお写真を募集しています。風景やペット、趣味のガーデニングや美味し
かった料理、何気ない日常の写真など内容は問いません。

締切はありませんので、いつでもご応募ください。採用された作品は「びるめんニュースあいち」
に順次掲載いたします。各社でまとめてご応募ください。
※採用された方には、委員会規定の謝礼を差し上げます。　
※採否については委員会にご一任ください。　
※応募いただいた作品は、採用・不採用にかかわらず返却いたしません。

【 応 募 方 法 】 作品は、メール・郵送にて、企業名・撮影者名・撮影場所やタイトル、
簡単なコメントを添えて、担当者名・担当者連絡先を明記してお送り
ください。

【 お 問 合 せ 先 】 一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会　広報・会員増強委員会
 〒460-0008　名古屋市中区栄二丁目1番10号　伏見フジビル8F
 TEL：052-265-7536　MAIL：aichibm@lilac.ocn.ne.jp

あなたの写真を募集します！投稿募集のお知らせ

会長賞　　・市野　結菜さん（大成㈱ 6年生）

金　賞　　・小林　　蘭さん（枇杷島画塾 3年生）
　　　　　・山口　　葵さん（個人応募 6年生）

銀　賞　　・片桐　紫音さん（東郷西小 4年生）
　　　　　・森　　大誠さん（枇杷島画塾 4歳）
　　　　　・山本　仁合さん（枇杷島画塾 2年生）

銅　賞　　・石原　蒼士さん（小垣江小 3年生）
　　　　　・加藤　亜子さん（小垣江小 3年生）
　　　　　・福田　千紗さん（江南幼稚園 6歳）
　　　　　・繫田　奈津さん（東郷西小 4年生）
　　　　　・猪飼　　翼さん（枇杷島画塾 2年生）

佳　作　　・加藤　希子さん（小垣江小 3年生）始め20名

特別賞　　・榊原　ゆのさん（アートスクールぐんぐん 3年生）
始め3名

（審査風景） 会長賞　市野　結菜さん



朝晩の肌寒さが増し、2021年も早いものであと2カ月をき
りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、愛知県は2022年に県政150周年の節目にあたる
年を迎えます。1872（明治5）年に名古屋県から改称した
当時の愛知県と額田県が合併し、現在の愛知県が誕生し
ました。

先日ロゴマーク等が発表されましたが、スタジオジブリプロ
デューサーの鈴木敏夫さんが制作し、「いこまいまい」「あい
ちゅん」の愛称は公募で選ばれたそうです。

ジブリパークや国際芸術祭等のプロジェクトも150周年記
念事業として選定されていますので、これを機に魅力ある
愛知県を全国にPRできるといいですね。

事務局だより賛助会コーナー

愛知ビルメンテナンス協会　入会について
◇入会審査書類も簡素化し、入会しやすくなっています。

会員区分 入会金 月額会費

普通会員 愛知協会 50,000 円 愛知協会 17,000 円
全国協会 10,000 円（愛知協会と同時加入です）

賛助会員 なし 愛知協会 16,000 円

■会員の動き 2021年11月1日現在会員数
普通会員 普通会員 128社　  賛助会員 21社

年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容
2021.10 テムズ中日㈱ 登録者 新）

旧）
常 務 取 締 役　吉田　一仁
業 務 部 部 長　永田　年人

2021.11 中部環境サービス㈱ 住所 新）

旧）

〒455-0032 
名古屋市港区入船2-2-28
〒455-0056 
名古屋市港区砂美町7番地

賛助会員
年月 会員名 異動（変更）事項 異動内容

2021.10 山﨑産業㈱
第二営業本部
名古屋営業所

代表者 新）
旧）

取 締 役 社 長　土井　俊二
代表取締役会長兼社長　伊東　廸之

２０２１年１2月の予定
   １日（水）～２８日（火） 清掃作業監督者講習会（再講習）

〔オンライン講習〕

   １日（水）～２月７日（月） 清掃作業監督者講習会（新規）
〔オンライン講習〕

   ２日（木）～３日（金） ビルクリーニング技能検定２級
   ６日（月）～８日（水） ビルクリーニング技能検定３級

   ７日（火） 災害支援セミナー（大成研修センター）
〔オンライン併用〕

 １４日（火） 労務管理委員会
１５日（水） 理事会

【協会からのメール配信】
配信年月日 配信番号 題　　名
2021.9.24 2021-275 設備管理委員会講習会のお知らせ（再募集）

2021.10.1 2021-299 PCB廃棄物適正処理推進月間について

2021.10.8 2021-307 墜落制止用器具特別教育省略講習会について

2021-309 愛知県政150周年記念協力企業・団体の募集について

2021.10.11 2021-293 第52回実態調査における調査期間の延長について
（回答促進のお願い）

2021.10.12 2021-293 第52回実態調査の回答促進について（再依頼）

2021.10.19 2021-322 ロープ高所作業管理者教育講習会について

 師走

4.7ℓ×4本入りで
18.8ℓ！

1目盛りは約200㎖。
ポリッシャータンク
（10ℓ）に１目盛り分
入れると、50倍希釈
になります！

ユシロ化学工業株式会社
〒458-0801
愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若100
TEL 052-891-0967
FAX 052-892-4616

■ 理事会・各種委員会
◆第2回　労務管理委員会
開催日時 2021年10月14日（木）15時～
開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催
出 席 者 田中(裕)委員長始め11名の出席を得て以下について 
 協議
 ・労働安全衛生大会の開催及び講師について
 ・労働安全衛生パトロールについて
 ・労働安全衛生に関する作品の募集について
 ・職長・安全衛生責任者教育について

◆第2回　経営管理委員会
開催日時 2021年10月15日（金）13時30分～
開催場所 大成研修センター 2階会議室
出 席 者 酒井委員長始め10名の出席を得て以下について協議
 ・ビルメンテナンスこども絵画コンクール愛知協会 
    表彰審査について

◆第3回　監事会
開催日時 2021年10月20日（水）12時30分～
開催場所 協会事務局 会議室
出 席 者 2021年度第二四半期（7月～9月）に実施した事業 
 及び収支の状況について大澤・加藤・東各監事に 
 よる監査を実施した

◆第7回　理事会
開催日時 2021年10月20日（水）13時30分～
開催場所 協会事務局 会議室　※Zoomによる開催
出 席 者 吉田会長始め15名の出席を得て、吉田会長が議長 
 となり審議を行った。
主な審議事項 ・今後の行事予定について
 ・その他
報告事項　監事会報告/委員会報告/全協報告/地区本部報告/事務局報告


