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第52回愛媛県室内装飾事業協同組合通常総会開催

　去る平成29年 5 月24日、ホテルJALシティ松山に於いて第52回通常総会が開催されました。
　定刻に武智専務理事の司会で開会し、須川副理事長の開会宣言の後、出席者98名（委任状出席を含む）で52回
通常総会の成立宣言がされ中村理事長の挨拶の後、中村理事長を議長に選出し議事に入りました。
　内容は次の通り。
　第 1号議案　�平成28年度事業報告の件
　第 2号議案　�平成28年度決算関係書類承認の件
　第 3号議案　�平成29年度事業計画案決定の件
　第 4号議案　�平成29年度収支予算案及び賦課金の額並びにその徴収方法決定の件
　第 5号議案　�定款変更の件
　第 6号議案　役員改選の件
以上議事は全て原案通り可決し、宮内副理事長の閉会宣言にて第52回通常総会を閉会しました。

　総会後は懇親会が盛大に行われ、和太鼓、雷神の澤田様の迫力
ある演奏に酔いしれました。
　皆様にご協力頂き、誠にありがとうございました。
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　去る 5月24日（水）ホテルJALシティ松山にて愛媛県室内装飾事業協同組合青年部会の第26回通常総会が開催
されました。青年部より出席12名、委任状参加 5名、来賓として中村理事長が参加されました。

　第 1号議案　�平成28年度事業報告及び決算報告に関する件
　第 2号議案　�役員改選に関する件
　第 3号議案　�平成29年度事業計画（案）及び予算（案）に関する件
　第 4号議案　�その他

　以上の議事について審議し、承認・可決されました。
　第 2号議案において、任期満了により竹内正氏が代表幹事を退任、新代表幹事に中川友和氏を選出しました。
これにより代表幹事 2名、水田佳孝氏・中川友和氏の新体制になりました。
　最後に中村理事長の祝辞、竹内理事長幹事の閉会宣言で無事終了しました。
� 青年部　中川　友和

第26回愛媛県室内装飾事業協同組合
青年部総会開催

青年部卒業にあたって
　今年で青年部を卒業致しました。

　今は少し肩の荷が下りたという気持ちと、少し寂しい気持ちです。

　青年部で活動していると仲間という感覚で、みんなと同じ事に取り組み、又食事会等

では、同業・同世代という事もあり話も合い本当に楽しかったし、いろいろな情報も聞

けるし、みんなの意見や考え方などいろいろと勉強にもなりました。これからの経験は

今後の仕事、人生においても必ず役に立つと思っています。青年部に入って本当に良かっ

たです。

　若い組合員の方は絶対に青年部に入ることをお勧めします。

� 宮内　満幸　

2



　去る１月11日参加者23名にてテクノプラザにて化粧フィルム施工技術講習会が開催されました。

　今回の開催は来るべき（平成30年前期検定）化粧フィルム技能検定を視野に入れた講習会です。実技問題はま

だ決定ではないものの、かなり本番採用されるであろう課題に実践さながら取り組みました。

　

　講師は、前年ジャパンテックスの日装連ブースにおいて化粧フィルム実演にてかなりの反響をよんだ渡邉　望

（㈱エクサード社長）氏にお願いしました。

　本講習会では、本番で試験問題になるであろう木目を活かす３次局面貼・建具をイメージしての対角決め貼り・

中抜き等かなり練習しないといけない内容のものでした。台所の流しの各収納扉貼の施工レベルでは全く技術不

足です。また時間も壁装検定の半分の予定らしいです。

　しかし化粧フィルム検定は、壁装（表装技能士の一部）、プラスチック床仕上げ（内装仕上げ技能士の一部）

と異なり単独資格です。

　似た資格でウインドフィルム施工があります。

　また検定の開催は各単組での可能性もあり、今後、検定台製作やトライアル講師、検定員、壁装や床仕上げと

の日程調整等、実現に向けていろいろとクリアしなければいけない課題もありますが、他県に負けないよう臆す

ることなくチャレンジし、優秀な技能士育成にご協力お願いします。

　講習会当日、ご参加いただきました受講生のみなさん、設営にご協力くださいましたみなさんおつかれさまで

した。ありがとうございました。

� 教育・技能指導部会　藤井　義人　

化粧フィルム施工技術講習会開催
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阿部　沙耶佳　

　私の前職は事務職で、建築の世界はこれまでまったく無縁
だったため、毎日必死で訓練を受講していました。そんな中
のパテ処理とクロス貼りだったため、最初はとても不安でし
た。
　しかし、指導に来てくださった先生はとても優しく、基本
から応用まで持てる知識を全て教えてくださるとても　熱心
な方でした。分からないことがあると、手を取って体得でき
るまで丁寧に指導してくださり、また、休み時間には仕事に
対する想いなどをお話してくださいました。
　また、大勢訓練生がいるにもかかわらず、細かく全体に目
配り・気配りをしてくださって、何か困っているとすぐに気
づいて指導に来てくださいました。
　パテ処理もクロス貼りも大変ではありますが楽しさも感
じ、今では自分の家や建物に入った際にはつい内装を見てク
ロスの継ぎ目を探してしまうようになりました。
　４日間という短い期間ではありましたが、内装の仕事の大

変さ・魅力を実感することができました。今後どのような仕事に就くかは未定ですが、必ず今後の就職
活動等に活かしていきます。
�　先生にはお忙しい中とても丁寧にご指導いただき、感謝しています。本当にありがとうございました。

佐伯　隆太　

　今回、外部講師の方から学ぶ機会を設けていただき、とても身になる授業を受講することが出来まし
た。座学では学ぶことのできない、第一線で働くプロの技術をこの目で見ることができ、また、その知
識と経験を余すことなく教えていただきました。
　実際の作業においては、試行錯誤を繰り返す
うちに、自分の苦手な部分や、上手くいかない
点などが出てきます。それをわかり易く、また
的確に指導していただき、講習前と比べると、
自分でも驚くほどの上達がみられました。
　実務において経験を積むことは大切ですが、
それを行うにあたっての理解や解釈が技術の向
上により重要であると改めて感じました。
�　今回のこの有意義な経験を糧に、これからの
仕事に活かしていきたいと思います。

アビリティ訓練部外講師・内装仕上げクロス張り
　去る平成29年 6 月 2 日〜 6月 8 日（ 4日間）の間で高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部においてアビ
リティ訓練が行われました。
　訓練生の方から感想文を頂いておりますのでご紹介いたします。
� 統括・企画部会　武智　竜二　
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　平成29年 6 月23日（金）13時30分よりテクノプラザ愛媛において「第二回足場の組立て等特別教育」

を開催しました。

　昨年の11月に続いて開催した今回も、定員80名に対し案内後、早い段階で定員に達したため、会場一

杯の90名に増やし対応しました。

　なお、講師は理事長の中村政徳氏が務めました。

　平成28年 7 月23日新居浜市ユアーズでの中央会東予支部総会において、愛媛県中小企業団体中央会会

長表彰・組合経営功労者　熊野次郎理事が受賞されました。

中央会表彰中央会表彰

第二回足場の組立特別教育開催第二回足場の組立特別教育開催
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表装（壁装作業）

平成29年度前期技能検定トライアル開催

プラスチック系床仕上げ

木質床仕上げ

　平成29年 6 月20日（日）ポリテクセンターにて、表装（壁装作業）の技能検定トライアルが、 1級 7名、 2級
4名の参加で行われました。
　試験では使用できる道具も限られるため、まず道具類の説明の後、作業に入りました。紙壁紙の袋張りや布壁
紙の袋張りなど、普
段あまりしないよう
な作業もあり苦労し
ていましたが、試験
までに繰り返し練習
して技術を習得して
ください。皆様の合
格をお祈りします。
� 　石岡　勝則

　去る 6月18日（日）
午前 8 時30分より、
ポリテクセンターに
て、技能検定トライ
アルが、プラスチッ
ク系 1級の受講者 1
名、同 2級 3 名の参
加にて開催されまし
た。
　コンパスでの点取り、型取り・裁断等、普段とは違う道具・手順での施工のため、制限時間内での完成はなか
なか難しいようでした。
　繰り返し練習をして、要領を覚え、スピードアップして、 7月 2日（日）の本試験にて、全員が合格すること
を期待しています。
　また、トライアルの準備・設営に携わった方々、大変おつかれさまでした。� 中村　和夫　

　去る平成29年 6 月18日（日）ポリテクセンターにて『木質床仕
上げ工事技能検定トライアル』が 2級 1名の参加で行われました。
　今回、初めての申し込みで、受験者も木質仕上げ専門ではなく、
経験も浅い中、大工さんの応援を頂き、試行錯誤しながら、手順
と材料の使い方を考え一生懸命に取り組みました。
　これから検定までの 2週間、何度も何度も練習を重ね試験にの
ぞみ、良い結果が出ることを祈っております。
　また、準備にご協力頂いた方々にお礼申し上げます。有難うご
ざいました。� 本田　　勉　
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表装（壁装作業）

平成29年度前期技能検定試験開催

プラスチック系床仕上げ

木質床仕上げ

　平成29年 7 月 2 日（日）
ポリテクセンター愛媛に
て、壁装作業の技能検定試
験が行われました。今年度
は、１級 7名・ 2級 5 名受
験されました。今年度は 7
月実施という事と受験日・
トライアル日ともに、晴天
という事もあって炎天下の
中での受験はすごく大変でした。ですが、資格を自分のものにしようと意欲ある受験生の真剣な取組みと溢れ出
る汗が活気ある試験現場となりました。毎年の事ではありますが、受験生とって時間内に仕上げる事と裁断を間
違えない事という第一の合格条件に、緊張と焦りが試験会場に流れます。今年度少し気になったのですが、午前
の試験作業と午後の試験作業とは単独でするのが条件なのですが、少しでも早く完成させようという意欲から午
前の試験作業が終わって時間があると午後の試験作業に取り掛かってしまう受験生が目についたという事です。
皆さん、普段から壁装作業に携わり経験を積んだ上に、トライアルも経験して充分に準備を整えているのですか
ら、落ち着いて受験されても大丈夫だと思います。今年度も技術検定が無事終えられました。猛烈な暑さの中、
ご協力頂きました関係者の方々のお力添えに感謝いたします。受験生の皆さんも暑さと闘いながらの受験、お疲れ
様でした。皆さん全員の合格をお祈りしています。有難うございました。� 教育・技能指導部会　山㟢　浩二　

　平成29年 7 月 2 日（日）
ポリテクセンターにて、床
仕上げ作業の技能検定試験
が行われました。
　トライアルから 2週間後
の試験でしたが、その間に
皆さん充分練習されたよう
で手際よくまた丁寧に作業
されていました。
　当日は暑い中での作業でしたが、受験生の方、また検定委員の方ご苦労様でした。�
� 教育・技能指導部会　中川　友和　

　平成29年 7 月 2 日、愛媛県ポリテクセンターにて木質系床仕上工
事技能検定が行なわれました。 2級 1名の受検でした。
　今回当組合では初めての検定でしたので、トライアルの指導の段
取り、材料の段取り等何かと大変でした。中矢棟梁さんに指導いた
だきトライアルも無事終わり、検定となりました。
　受検者の方は 2週間の間に大変練習され、トライアルの時とは大
変な違いでした。当日は暑い中の作業でした。
　受検生の方、設営片付けしていただいた皆さま、検定員の方々お
疲れ様でした。� 技能検定検定員　伊藤　　功　
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　平成29年6月28日　徳島県徳島市

のザ・グランドパレスに於いて第84

回日装連四国ブロック会が開催され

ました。

　昼食懇親会の後、原田副理事長の

司会により安永専務理事が開会宣言

し、開催県の織原理事長、四国ブ

ロックの吉永会長、日装連の西浦理

事長のご挨拶があり出席者全員の紹

介後、議事に入りました。

　今回、日装連事務局長に新しく就

任されました金本氏のご紹介や、本

年度10月 4 日に東京（八芳園）で開

催される日装連50周年式典の内容や

調整課題、登録内装仕上工基幹技能

者資格の取得など今後重要視される

数々の説明が西浦理事長よりありま

した。

　また、日装連各委員会報告、各単

組事業報告があり足場の組立等、特

別教育についての各県の実施進行状況などの発表がありました。

　愛媛組合からは本年度計画しておりますインテリアデコレーター（内装士）研修会の時期や概略

などを発表させていただきました。

　研修会の計画につきましては、若手内装士の有志が集まり協議計画を行っています。時期的には

10月19日（木）の実施予定。内子町・五十崎町で『江戸末期から明治時代に建てられた豪壮な屋敷

や土蔵などが軒を連ねる町並みを散策しながら、現代風に進化する伝統工芸に触れる旅』をテーマ

にし、開催に向けて調整中です。

　次回ブロック会は本年10月開催予定で高知県になっております。

　会議の翌日にはゴルフコンペも開催される予定との事ですので沢山の参加ご協力をお願い致しま

す。

第84回日装連四国ブロック大会
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部会・委員会事業報告及び事業計画について
部会委員会/内容 28年度事業報告 29年度事業計画

支部会

東予支部 ・�9/9(金)アサヒビール園四国工場にて親睦会を開催
　�pm6:30〜参加者27名 ・�支部会、親睦会の開催

中予支部 ・�9/2(金)リジェール松山にて開催
　�pm6:30〜参加者94名 ・�支部会、親睦会の開催

南予支部 ・�9/16(金)にし川にて親睦会を開催
　�pm7:00〜参加者29名 ・�支部会、親睦会の開催

統括・企画部会
・部会開催(4/28、5/26、7/1、10/12、2/7)
・四国ブロック会への参加
　（6/21、6/22香川、11/29愛媛）

・�日装連四国ブロック会(6/28徳島)(10/25、10/26
高知）、関係団体行事への対応

・�直面する問題への対応、組合員慶弔
・��新規加入者説明会

教育・技能
指導部会

・技能検定トライアル＆実技試験の開催
　6/5(日)トライアル
　　壁装作業(1級＝9名、2級＝3名)
　　プラスチック系床仕上げ(2級＝3名)
　6/19(日)技能検定
　　壁装作業(1級＝9名、2級＝3名)
　　プラスチック系床仕上げ(1級＝3名、2級＝3名)

・技能検定トライアル＆実技試験の開催
　6/18(日)トライアル
　　壁装作業(1級＝7名、2級＝4名)
　　プラスチック系床仕上げ
　　　　　　(1級＝1名、2級＝3名)
　　木質床系仕上げ(2級＝1名)
　7/2(日)技能検定
　　壁装作業(1級＝7名、2級＝5名)
　　プラスチック系床仕上げ
　　　　　　(1級＝2名、2級＝4名)
　　木質床系仕上げ(2級＝1名)
�　�両日とも、前日に部会員及び青年部の手を借り
て準備を行う予定。

・�床仕上げ・木質系床仕上げ・壁装作業等におけ
る技能検定トライアル・実技試験の実施。

　　場所…ポリテクセンター愛媛

防炎部会 ・�防火壁装講習会、防炎業務講習会の開催
　受講者23名(9/2)

・�防火壁装講習会、防炎業務講習会の開催
・�ラベル普及促進
・防火・壁装防炎業務講師講習会の受講

小売・工事部会

・�ボランティア活動(飛散防止ガラスフィルム施工)
　7月　新居浜市　泉保育園
・�ボランティア活動(飛散防止ガラスフィルム納品）
　8月　新居浜市　大生院小学校

・�毎年恒例のボランティア活動
・�良い商材があったら説明会など

リフォーム研究
委員会

・�内装士検定対策説明会、講習会
　受講者2名(9/13、9/15、9/29)
・�内装士検定の実施(10/7)
　受講者2名（2名共に合格）
・�内装士検定の実施、採点等(10/11)
　講師：東先生
　検定員：中村理事長・竹内副理事・松田理事
・�四国ブロック内装士研修会(10/19予定)への対応

・�四国ブロック内装士研修会(10/19予定)への対応
・�内装士資格検定の開催(11/10)
・�リフォーム研究会の開催(8月〜 9月予定)
　議題(案)：リフォームに委員会イベントについて
　　　　　：�リフォームにおける国内安全基準診

取得材料の取り扱いについて
　　　　　：その他、新商品・発掘商品等

財務・組織改革
委員会

・�会計監査(4/21)
・�組織の見直し、経費削減
・�新規加入者の推進

・�組織の見直し、経費削減
・�新規加入者の推進
・�会計監査同席

広報委員会 ・�広報委員会第1回〜第4回(編集会議)の開催
・�IAえひめ№84、№85発行

・�広報委員会の開催
・�IAえひめ№86、№87発行

ＩＴ委員会 ・�組合HP更新 ・�組合HP更新

青年部会

・技能検定トライアルの準備(6/5)�
・�技能検定の準備(6/19)
・�第1回〜第4回広報委員会
　(IAえひめ№84、№85発行協力)
・�日装連青年部次世代委員会主催/次世代フォーラ
ムへの参加(東京10/26)※竹内代表幹事

・�技能検定トライアルの準備(6/17(土))
・�技能検定の準備(7/1(土))
・�第1回〜第4回広報委員会
　(IAえひめ№86、№87発行協力)
・�総会親睦会の進行、親睦会の開催、広報委員会
への協力

・�日装連青年部次世代委員会への対応

不正行為等監視
委員会

・�ラベルの受支給や貼付が適正に行われているか。
又、流通の乱れや変化を監視し問題に対応する。�

・�ラベルの受支給や貼付が適正に行われているか。
又、流通の乱れや変化を監視し問題に対応する。�
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新規加入
　▼会社名（商号）インテリア立石
　　代表者　立石　恭之
　　住　所　松山市水泥町958-1

　▼会社名（商号）株式会社濱㟢組
　　代表者　濱㟢　増司
　　住　所　松山市和泉北1丁目13番38号

退会者
　▼南予支部　かわぐち装飾

住所変更
　▼会社名　有限会社ウィザード
　　新住所　松山市下難波甲33-53

支部会開催予定
　中予支部親睦ビアガーデン
　　9月 8 日（金）　18：30〜
　　場所：リジェール松山　屋上
　東予支部親睦いもたき会
　　9月15日（金）　18：30〜
　　場所：ホテルグランフォーレ
　南予支部親睦いも炊き会
　　9月22日（金）　19：00〜
　　場所：にし川
　※多数のご参加お待ちしております。

おくやみ申し上げます
　�　去る3月17日に当組合顧問　白石　徹様が、
ご逝去されました。心からご冥福をお祈りいた
します。

　▼セトウチ内装
　　代表　　　　岩崎　潤一氏
　　ご尊父様　　岩崎　澄雄殿（享年90歳）
　　平成29年2月10日にご逝去されました。

　▼ダイマツ株式会社
　　代表取締役社長　大松　秀典氏
　　ダイマツ株式会社会長／ご尊父様
　　　　　　　　　　大松　　弘殿（享年80歳）
　　平成29年6月22日にご逝去されました。

防火壁装講習会・防炎業務講習会開催
　▼8月23日（水）13：30〜 17：00
　　場所：砥部町文化会館
　　　　　伊予郡砥部町宮内1410番地
　　　　　3F　会議室3

内装士研修会開催
　▼10月19日（木）　内子町にて　10：00〜
　　『�江戸末期から明治時代にかけて建てられた

豪壮な屋敷や土蔵などが軒を連ねる街並み
を散策しながら現代風に進化する伝統工芸
に触れる旅』

JAPAN TEX
　▼11月15日（水）〜 17日（金）
　　東京ビッグサイトにて

 8月14日（月）〜 8月16日（水）までを夏期休暇とさせていただきます。
8月17日（木）より通常業務。

組合行事、講習会等（それ以外についても）
ご出席ただく時にはお時間に充分余裕を持ち
お気をつけてお越し下さいますよう
お願い申し上げます
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