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第53回愛媛県室内装飾事業協同組合通常総会開催
　去る平成30年 5 月23日、ホテルマイスティズ松山に於いて第53回通常総会が開催された。
　定刻に武智専務理事の司会で開会し、宮内副理事長の開会宣言の後、出席者88名（委任状出席含む）で第53回
通常総会の成立宣言がされた。
　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った。内容は次のとおり。
　第 1号議案　�平成29年度事業報告の件
　第 2号議案　�平成29年度決算関係書類承認の件
　第 3号議案　�平成30年度事業計画案決定の件
　第 4号議案　�平成30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　�役員改選の件
　　　　　　　�　選任方法について、定款30条の規定を議長により説明し、出席者全員の同意により、指名推薦

人制度が採用され、新役員が決定承認された。
　　　　　　　�　その後直ちに第１回理事会を開催した。
　　　　　　　�　結果、新理事長は中村理事長が再任され、 3期目の続投が決まった。新三役についても現三役

が再任された。
　　　　　　　�　中村理事長においては、30年度の主な事業について、今までの事業に加え新たに始まる「化粧

フィルム工事作業」等の各技能検定、現状組織の見直しを特に必要且つ重要項目に挙げている。
　第 6号議案　�その他の件
　以上議事は全て原案通り可決し、伊藤前理事長の閉会宣言にて第53回通常総会を閉会した。
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　去る 5月23日（水）ホテルマイスティズ松山にて愛媛県室内装飾事業協同組合青年部会の第27回通常総会が開
催されました。出席者11名、委任状出席 9名、来賓として中村理事長が参加されました。
　水田議長により議事を行い、
　第 1号議案　�平成29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30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
　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、任期満了により水田佳孝氏が
代表幹事を退任、新代表幹事に西岡哲男氏を選出しま
した。これにより代表幹事 2名、中川友和氏・西岡哲
男氏の新体制になりました。
　最後に中村理事長の祝辞、中川代表幹事の閉会宣言
で無事終了しました。� 青年部　西岡　哲男　

第27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
　青年部入会時期が遅く、在籍期間はとても短くあっという間でした。
　青年部では意見交換や様々な交流ができてとても楽しく充実した活
動が出来たのではないかなと思います。
　日頃、なかなか聞けない話題や相談、悩みや助け合いなど、本当に
良い仲間に出逢えて感謝しております。
　満50歳を迎えてしまい、卒業とはなりましたが『まだまだ若いもん
には……』なんて事を言わなくて済むように、いつまでも心は青年の
まま（笑）チャレンジを続けていこうと思います。
　青年部の皆様、ありがとうございました。� 竹内　　正　

　今年度の青年部総会にて卒業となりました。青年部入会が平成28年
7 月でしたから、本当に短い期間の在籍でした。青年部とは？からは
じまって、やっと青年部の活動が少し理解できてきたかなぁ〜！って
ところで卒業です。青年部会員の方々は、いつも爽やかな若い力と躍
動力で活動されています。私も、何も分からないながら、いつかみん
なと同じように活動できたらと思っていましたが、卒業までには難し
かった様に思います。しかし、青年部に入会できた事で、沢山の方と
出会って、いろいろな意見交換や考え方・情報交換等に参加できて本
当にいい経験が出来ました。青年部在籍の皆さん、本当に居るだけの私でしたが、お世話になりました。ま
だ青年部に入っていない組合員さん、入るなら早い方がいいですよ！　活動も交友会も、十分に楽しむ時間
を沢山経験して下さい。きっと、貴方のこれからにプラスになることと信じています。有難うございました。
� 山㟢　浩二　
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　去る、 6月 5日〜 6月11日（ 4日間）の間で、高齢・障害・求職者雇用支援機構愛媛支部　愛媛県職業能力

開発促進センターにおいて離職者訓練を行いました。

　 2名の訓練生の方より感想をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。

� 離職者訓練講師　武智　竜二　

離職者訓練
住宅リフォーム技術科における内装仕上げ指導

　今回、職業訓練を受講して学んでいる中でパテ埋め、クロス張り

は専門の外部講師の方に来て頂いてご指導して頂きました。私は建

築関係とは無縁だった為、授業のすべてが新鮮で始めての経験ばか

りでとても有意義な時間となりました。

　現場で実際に働いているプロの技術を見ることができ、また丁寧

に分かりやすく教えていただいたおかげで自分でもある程度できる

ようになったと感じました。また、私自身が左利きのため他の受講

生より苦労しているのを察していただいて個別に指導もしてくださ

り大変感謝しています。

　先生にはお忙しい中わざわざ講義に来てくださり４日間という短

い期間の中で内装の技術、奥深さを教えていただき本当にありがと

うございました。� 　小川　真里奈さん　

　今回、現場で働くプロの技術を実際に間近で見せて

いただき、とても勉強になりました。

　私の前職は住宅メーカーで事務員をしており、施工

現場で職人の方がクロス張りをしているところを拝見

させていただいたことがあるのですが、無駄の無く丁

寧な作業で驚いたのを覚えています。

　今回自身で体験させていただいて、クロス張りはス

ピード感と熟練した技術が必要なのだと実感し、職人

の方には頭が下がる思いでした。また、講師の方が分

からない事があるとすぐに気づいて優しく丁寧に教えてくださったので、早めにコツをつかむことがで

きました。

　短い期間でしたが、講師の方にはこのような貴重な体験をさせていただき本当に感謝しております。

この経験を今後の就職活動にも活かしていきます。ありがとうございました。　�　平田　由香里さん　
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平成30年度前期技能検定トライアル開催

　平成30年 6 月10日（日）にポリテクセンター愛媛にて今年初めての職種で
ある内装仕上げ施工・化粧フィルム工事作業の技能検定トライアルを行いま
した。
　初試験職種という事もあり、色々問題視される部分はありましたが、関係
者の方や化粧フィルム職人である岡本氏等のご協力により 1級 3名、 2級 1
名の受検者にてトライアルに臨む事が出来ました。
　 6月24日（日）には、実技本試験が行われましたが、トライアルにて学ん
でいただいた事、各自練習にて得られた技術により良い試験報告を伺えるこ
とを願っております。
　受検者、関係者の方々、暑い中お疲れさまでした。� 山本　常信　

化粧フィルム工事作業

　平成30年 6 月10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。
　去年に続いて 2回目の挑戦で、要所要所のアドバイスで材料の配分
から手順を理解して頂いたようです。
　これから検定までの 2週間で、何度も練習を重ね要領を得て時間内
に収める様にしてください。
　合格す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　

木質系仕上げ作業

　平成30年 6 月10日（日）、ポリテクセンター愛媛にて、壁装技能検
定トライアルが、 1級 4名、 2級 6名の参加で行われました。使用で
きる道具類、裁断の方法、張る寸法、順番　等、指定されている事を
説明した後、作業に取りかかりました。本試験では制限時間があるの
で、時間内に仕上げるよう、十分に練習をしてください。みなさまの
合格を期待しています。また、トライアルの準備、設営に携わった方々、
ありがとうございました。� 石岡　勝則　

表装（壁装作業）

　去る年 6月10日（日）午前 9時00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 2名、 2級の受
講者 2名の参加にて開催されました。
　本試験での心構え・技術などの指導にて、合格への道筋ができたと
思います。
　 6月24日（日）の本試験に向けての練習をして全員が合格できるこ
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　

プラスチック系床仕上げ作業
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中小企業団体中央会表彰
　平成30年 7 月11日に、新居浜市ユアーズでの愛媛県中小企業団体中央会東予支部総会において三好義昌理事が
組合功労者表彰を受賞されました。
　また、平成30年 6 月20日に、国際ホテル松山での愛媛県中小企業団体通常総会において中村理事長が組合運動
功労者表彰を受賞されました。

　この度は、愛媛
県中小企業団体中
央会表彰をいただ
き、誠にありがと
うございます。
　これもひとえに
組合員の皆様、そ
して関係団体の皆
さんのご支援ご協
力によるものと心
から感謝する次第
でございます。
　これを機に組
合、そして業界に
貢献できますよ

う、更に力を尽くす所存でございますので、今後とも一層のご
支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
　略儀ではございますが、書中をもってお礼申し上げます。

三好　義昌 理事 中村　政徳 理事長
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　平成30年 6 月24日（日）
愛媛職業訓練支援センター
にて、壁装作業の技能検定
試験が行われました。今年
度は、壁装 1級 5 名・ 2 級
6名受験されました。
　ここ数年受験者数も多
く、特に今年は例年の床仕
上げ作業に加え、木床作業
と新設の化粧フィルム作業が加わったことで準備段階からそれぞれ少数での
設営となり、携わった方々には大変な労力とご迷惑をおかけしました。あり
がとうございました。
　壁装試験につきましては、使用工具等の制限など年々厳しくなってきてお
り、受験者各自の練習量や技術力に伴って 1発合格が難しい感じです。また、
普段の現場での作業状況が垣間見えるような方も見受けられました。特にビニールクロスにおいては、残り時間
との戦いと暑さも手伝って全般的に仕上がりが思わしくありませんでした。
　普段、機械糊付けしていることを全て手作業で行うわけですから、時間を目いっぱい使って流れるような効率
で進めていくことを反復練習しないとゴールは見えてきません。
　だめだった方も何が課題か普段気にしながら、今回を参考に次回再トライしてみてください。
　今回合格された方おめでとうございます。次回さらに受験者が増えることを楽しみにしております。最後に前
日及び当日暑い中、設営・運営・撤去にご協力された大変多くの方々、また関係者の方々、受験生のみなさんお
疲れさまでした。ありがとうございました。� 　検定員　藤井　義人　

　平成30年 6
月24日（ 日 ）
ポリテクセン
ターにて、プ
ラスチック系
床仕上げ工事
作業の技能検
定試験が行わ
れました。
　トライアルから二週間の試験でしたが、その間に皆さん十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。� 　検定員　中川　友和　

平成30年度前期技能検定開催

表層（壁装作業）

プラスチック系床仕上げ作業
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　平成30年 6 月24日にポリテクセンター愛媛にて木質系床仕上

げ工事作業の技能検定（職種として 2回目）が行われました。

　 2級 1名の受験となり、前回ご指導いただいた中矢棟梁さん

にも引き続きご指導いただいて、 6月10日のトライアル、検定

と無事終えることが出来ました。

　受験者の方もトライアルから本試験までの 2週間しっかり練

習されていた様子で、練習の成果が発揮出来ていたように思い

ます。

　 9月28日（金）の合格発表では、良い結果報告を受けられるよう楽しみにしております。

　又、練習、試験と頑張られた受験者の方、準備、トライアル、本試験、片付けにとご協力いただいた講師、検

定員、関係者の皆さま、暑い中お疲れ様でした。� 　検定員　伊藤　　功　

　平成30年 6 月24日に技能検定の実技本

試験が行われました。

　私は内装仕上げ施工全国初となる『化

粧フィルム工事作業』に携わる事となり

ました。事前チェックや打ち合わせ等で

問題視されていた様々な課題はありまし

たが 2級 1名、 1級 5名の受験者が全国

初の技能試験に取り組みました。

　検定員をはじめ、全員が初の経験です。

　採点基準やチェックポイントも厳し

く、なかなかの難関だと感じました。

　ただ、受験者の施工に関する工夫や時

間一杯まであきらめない姿勢は本当に心

を打たれます。

　全国で合格率何パーセントくらいなのか？今は分かりませんが高度な技術を要する資格であることは間違いな

いと思います。

　来年、再来年に向けて少しずつ改善や改良がされていくのではないかと個人的には思います。

　腕に覚えのある方は是非チャレンジしてみて下さい。� 　検定員　竹内　　正　

木質系床仕上げ工事作業

化粧フィルム工事作業
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　去る平成30年 6 月27日　香川県

善通寺市の琴参閣に於いて第86回

日装連四国ブロック会が開催され

ました。

　香川県の真室副理事長の司会に

より開会、開催県の原理事長はじ

め中村ブロック会長のご挨拶があ

り各単組出席者の紹介後議事に入

りました。

　中村ブロック会長より日装連報

告、日装連各委員会報告があり、各単組事業報告、内装士会報告、続いて各単組提出議題審議に移り愛媛県組合

からトライアル・検定試験について各県の対応など活発な審議が行われ、香川県組合からは、ミャンマー人採用

について、外国人技能実習制度の概要、採用方法、内装職人育成塾などの審議がおこなわれました。

　次回ブロック会開催は愛媛県で11月予定ということで愛媛組合中村理事長の閉会挨拶で四国ブロック会を閉会

しました。� 　副理事長　菅　　浩司　

第86回日装連四国ブロック会開催
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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 29年度事業報告 30年度事業計画

支部会

東予支部 ・�9/15(金)ホテルグランフォーレにて親睦いも炊き
会を開催　参加者26名

・�支部会、親睦会の開催
　�9/7(金)　アサヒビール園　伊予西条店

中予支部 ・�9/4(金)リジェール松山にて親睦ビアガーデンを
開催　参加者106名

・�支部会、親睦会の開催
　9/14(金)　リジェール松山

南予支部 ・�9/22(金)にし川にて親睦いも炊き会開催
　参加者30名

・�支部会、親睦会の開催
　9/21(金)　にし川

統括・企画部会 ・部会開催(4/25、7/21、10/23、2/14)
・新規加入説明会(4/14、5/12、11/6、1/5、3/7）

・�日装連四国ブロック会(香川6/27)(愛媛11/15組
合対抗ゴルフ大会11/16）

・�直面する問題への対応、組合員慶弔、各団体行
事への対応

・��新規加入者説明会
・組合員名簿(手帳)の更新
・7月15日(日)被災地支援活動（大洲）

教育・技能
指導部会

・技能検定トライアル、実技試験の開催
　6/18(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4名)
　　木質系床仕上げ(2級1名)
　7/2(日)技能検定実技試験
　　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1名、2級5名)
　　木質系床仕上げ(2級1名)

・技能検定トライアル、実技試験の開催
　6/10(日)トライアル
　　壁装作業(1級4名、2級6名)
　　プラスチック系床仕上げ(1級2名、2級2名)
　　木質床系仕上げ(2級1名)
　　化粧フィルム工事作業(1級3名、2級1名)
　6/24(日)技能検定実技試験
　　壁装作業(1級5名、2級6名)
　　プラスチック系床仕上げ(1級3名、2級4名)
　　木質床系仕上げ(2級1名)
　　化粧フィルム工事作業(1級5名、2級1名)

防炎部会

・�8月18日(水)防火壁装講習会、防炎業務講習会の
事前会議

・�8月23日(水)防火壁装講習会、防炎業務講習会の
開催　受講者102名

・�8月28日(木)防火壁装講習会、防炎業務講習会の
開催(臨時)　受講者6名

・�9月14日(金)防火壁装講習会、防炎業務講習会の
開催　リジェール松山

・�ラベル普及促進

小売・工事部会 ・�11月4日ボランティア活動(飛散防止ガラスフィル
ム施工)　あい幼稚園 ・ボランティア活動(TV、新聞取材依頼等)

リフォーム研究
委員会

・�内装士検定対策説明会、講習会
　(10/3、15、17、31)　受講者1名
・�内装士資格検定の実施(11/10)
・�内装士研修会実行委員会
　(6/15、6/24、7/19、9/29、10/7)
・�内装士研修会【愛媛】開催(10/19)
　�内子の町並み、ギルディング体験、和紙工房見
学等　参加者(四国四県)総勢18名

・�内装士資格検定(講習会)の開催

財務・組織改革
委員会

・�会計監査(5/16)、決算報告(5/23)
・�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 ・�広報委員会の開催
・�IAえひめ№86、№87発行

・�広報委員会の開催
・�IAえひめ№88、№89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(6/17)�
・�技能検定の準備(7/1)
・�第1回〜第4回広報委員会
　(IAえひめ№86、№87発行協力)
・近畿ブロック青年部次世代フォーラムへの参加
　(パナソニック大阪)
・�総会・懇親会、アトラクション等の進行、協力

・�技能検定トライアルの準備(6/9)
・�技能検定の準備(6/23)
・�第1回〜第4回広報委員会
　(IAえひめ№88、№89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（屋号）リノアート株式会社

　　代表者　守屋　道範氏

　　住　所　新居浜市上泉町17番30号

　▼会社名（屋号）インテリアMD

　　代表者　宮崎　　大氏

　　住　所　伊予市本郷139

退会者
　▼東予支部　にしはら寝装

　▼東予支部　（株）潮建創

　▼東予支部　伸栄装飾

　▼中予支部　タカハシテック

　▼中予支部　セキヤオーナメント

支部会開催予定
　東予支部親睦会（ビアホール）

　　 9 月 7 日（金）　18：30 〜

　　アサヒビール園　伊予西条店

　中予支部親睦会（ビアガーデン）

　　 9 月14日（金）　18：30 〜

　　リジェール松山　屋上

　南予支部親睦会（いも炊き）

　　 9 月21日（金）　19：00 〜

　　にし川

事務局夏季休業日
　 8 月13日（月）〜 8月16日（木）まで。

　 8 月17日（金）より通常業務。

　（9；00 〜 17：00）

防火壁装講習会・防炎業務講習会開催
　▼ 9 月14日（金）14：30 〜 18：00

　　場所：リジェール松山

　　　　　松山市南堀端2−3

内装士研修会開催【高知】
　▼ 9 月19日（水）　 9 ：00 〜 15：10（予定）

　　場所：巨峰園〜高知城歴史博物館観覧

　　　　　〜黒潮本陣《鰹のわら焼き体験》

　　　　　昼食 etc...

JAPAN TEX2018
　▼11月20日（火）〜 22日（水）

　　場所：東京ビックサイト

　　　　　東京都江東区有明3丁目1-1-1

　　　　　www.japantex.jp

この度の西日本豪雨により被災された方々に
謹んでお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。
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