
1

　新年明けましておめでとうございます。
　まずは、昨年７月の西日本豪雨により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心
よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上
げます。
　本年は六十干支で己亥の年です。十干と十二支は、ともに植物の成長に例えられますが、
「己
つちのと

」は、草木が成長を終えて姿が整った状態を表します。「亥
い

」は、草や花が枯れ落ちて、
植物の生命が引き継がれて種の中にエネルギーがこもっている状態です。これを人間や組
織に当てはめると、己は、完成した自己や成熟した組織が、それまでの主義、規律、秩序
などを見直し、次の段階を目指す準備をする年。亥は、個人は知識を増やす、精神を育てる、
組織は人材育成や設備投資、財務基盤を固める年。そろって意味していることは、外に向

けての活動ではなく、内部の充実を心がけると良い年だということです。また、己亥は、筋を通して規律を正さ
なければ、災いを招きやすい年とも言われているそうです。余談ですが、亥年には大地震が多いとも言われてい
ます。ちなみに、能登半島地震（2007）・阪神淡路大震災（1995）・日本海中部地震（1983）・関東大震災（1923）・
宝永地震と富士山宝永噴火（1707）、いずれも亥年に起きています。
　ここ近年の異常気象や自然災害への危機意識を高め、自分のためだけではなく、愛する家族や社員を守るため
にも万全の備えが必要ですね。加えて、適正な防災表示をして火災を防ぐという事は、登録表示者として大きな
責任もあります。社会的責任を自覚して正しい表示を行いましょう。
　建設業においては、既存分野の新設・新築事業は縮小し、量から質へと需要転換が本格化しています。多くの
経営トップが市場変動や環境変化を捉え、人材の確保・育成や生産性の向上、海外事業の拡大に力を注ごうとし
ています。戦後の高度成長を支えてきた「技術とノウハウの担い手」は居なくなり、戦後の日本の経済の枠組み
が終焉し、新たな枠組みが始まる年を迎えようとしています。今、日本には約128万人の外国人労働者がおり、
その内の約26万人が技能実習生でありますが、残念ながら日々問題がクローズアップされており、抜本的な解決
策が急ぎ求められています。人材の確保の問題として「最近の若い奴はすぐ会社を辞めてしまって困るわ。忍耐
力がないというか、一つのことに腰を据えてじっくりと取り組むということができないというか、愛社精神がな
いというか……」などの声は多く聞きますが、もちろん育った環境が昔とは大きく変化して思考感覚の違いもあ
りますが、スマホの影響が大きいと言われています。昔は転職をするものなら大変な労力と時間が必要でした。
今やLINEやFacebook、Twitterが普及し、「転職・退職」への考え方も根本からガラッと変わってしまったとさ
れます。結論から言うと、スマホの普及によって、転職するのがいとも簡単になったと言えます。例をあげると、
朝職場で嫌なことがあったら、昼休みの間にスマホを使い次の転職先を決めて戻って来る事が可能な時代なので
ある。
　スマホの利便性を一度経験すれば、離せない物となりますが、それは必要とする情報を即入手できるという事
につきます。ただ得られる情報量は、平安時代の一生分、江戸時代の１年分とか、10年前の20,000倍などと言わ
れています。それだけの情報が脳に流れ込みインプットされるのですが、その量に対してのアウトプットができ
ていない状態な為、いざ必要な情報があっても、雑然としているので見つけることができず「思い出せない」と
いうことになります。それが脳にとても不健康であり、若くして「ものわすれ症状」が増えているのだそうです。
くわばらくわばら。
　本年４月30日には、天皇陛下が退位され平成が終わりを迎えます。どのような元号になるのでしょう。2019年
が皆様にとって良い年になりますよう、心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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　今年は、元号平成の最後の年であります。５月１日より、新しい元号になります。
　私は、お蔭で昭和、平成、新元号の三代にわたって人生を歩む事になります。誠にあり
がたい限りです。
　さて、今年は昭和で言えば94年になります。昭和20年に終戦をむかえ、戦後74年になり
ます。敗戦で日本は焦土と化してしまいました。
　終戦時は、私は小学校一年生でありました。
　食べる物も十分にはなく、学校では米軍より配給された脱脂粉乳を水で溶かして飲んで
おりました。配給されたパンの中から藁が出てきたりもしました。栄養失調にならない為
にと肝油が配られてもいました。しかし私達はまだ子供でしたから、余り深刻さを感じて
いませんでしたが、大人の人々の生活の深刻さは、想像を絶するものがあったでしょう。
特に、戦争未亡人の苦しみは如何様であったでしょうか。
　さて、その後、国民の努力と国際社会の協力も得て、日本は復興いたしました。
　私のような戦前生まれの者にとっては、現在の様な生活水準は考えられませんでした。
　現在、欧米では、難民問題と貧富の格差問題で苦慮しています。この二つの問題を地政
学的に考えれば原因はどこにあるかははっきりしていますが、その事に対処してこなかっ
た結果が今日の状況を生んだわけですから、どう解決するかは国際社会が協力して行わな
ければなりません。現在の日本はこの二つの問題には直結はしていませんが、無関係では
ありません。日本も出来得る限りの協力をしなければなりません。
　日本が抱えている問題は人口減少にどう対処するかでしょう。一つは機械化。先般、北
欧を視察してまいりましたが、日常生活の支払いは95%クレジットカード決済でした。百
円の支払いもカードです。
　空港での搭乗手続や荷物のチェックインも全て本人が機械で行います。
　二つ目は、今回、入国管理法が改正されましたが、技術者の入国緩和です。
　さて、室内装飾事業協同組合の皆さんも、人口減少時代にどう対処して行くかが今後の
一大課題です。
　組合のご発展と会員各企業の益々のご隆昌をお祈りし、新年のご挨拶と致します。
　

　新年明けましておめでとうございます。愛媛県室内装飾事業協同組合の皆様におかれま
しては、2019年の新春をお健やかにお迎えのことと、謹んでお慶び申し上げます。旧年中
は、私の政治活動に対しまして、これまでと変わらず、温かいご理解とご支援を頂き、厚
く御礼申し上げます。
　昨年は自然災害が相次ぎ、西日本豪雨は愛媛県下に大きな爪痕を残しました。今なお復
旧・復興に向け多くの方々が懸命な努力を続けておられます。被災された全ての皆様に衷
心よりお見舞い申し上げます。
　私は現在、自民党本部にて、行政改革推進本部長、党税制調査会インナーメンバー、デー
タヘルス推進特命委員長、そして児童養護・虐待に関する議連の自民党、超党派双方の会
長として、我が国が抱える深刻な課題に対し、全力で改革に取り組んでいるところです。
またこの間、常に愛媛、松山の発展にも尽力して参りました。それぞれの現場で活躍やご
苦労されている方々から生の声をお聞きし、松山外環状道路インター東線の事業化、大型
クルーズ船誘致に道を開いた松山港外港整備、松山港外港の国際物流ターミナル整備など、
経済成長の果実を地元にもたらすことができました。本年も故郷、そして日本の持続可能
な発展のために全力で働いて参る決意です。引き続き、皆様のご指導、ご鞭撻を心よりお
願い申し上げます。
　愛媛県室内装飾事業協同組合の皆様が担っておられる室内装飾事業は、建築物の機能性
と居住性を高めるものであり、建築物の不燃化、断熱化等の性能やデザインの重視など、
人々のニーズが高度化し多様化する現在において、その重要性は益々高まっています。引
き続き、中村政徳理事長を中心に結束を強めて頂き、時代の大きな変化の中にあっても、
若手入職者への技能・技術の継承、インテリアデコレーターの育成、防災への取組等、業
界の諸問題にも果敢に取り組んで頂きたいと思います。私も国政の場で、全力で応援させ
て頂きますことをお誓い申し上げます。
　結びに、愛媛県室内装飾事業協同組合の更なる発展と、組合の皆様方のご健勝、ご活躍
をご祈念申し上げ、年頭にあたりましてのご挨拶とさせて頂きます。

顧問 関谷　勝嗣

衆議院議員

塩崎　恭久
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　新年明けましておめでとうございます。
　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　縁あってこの業界に飛び込んで、早20数年の月日が経ちました。
　自分ではまだ若いと思っていましたが、何度かの年男を迎え、それなりの年齢になっ
たと感じております。
　それでも、経営者としても、技術者としてもまだまだ未熟者です。
　先輩方に教えを乞い、若い世代の方から刺激を受け、微力ながら内装業界・地域の発
展のお役に立てるよう精進していきたいと思っております。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　私自身、この業界に入って、30年余りが過ぎ、６度目の年男を迎えました。
　現在は微力ながら、長年の経験を生かし、健康管理に気を配りつつ、長男と頑張って
おります。
　まだまだ厳しい時代が続くと思われる内装業界の中にあって、今だ現役で仕事が出来
ることに感謝し、日々の仕事を真面目にとり組んで行けるよう、努力したいと思います。
　今年は、早々に、平成から新しい年号へと写り、又10月からは、消費税10%の増税も
予定されていますが、これを機会に、次世代の経営を、長男共々考えていかなければな
らないと思っています。
　本年も宜しくお願いします。

　去る９月14日リジェール松山に於いて防火壁装講習会・防炎業務講習会が受講者32名のもと開催されました。
　防火壁装講習会を須川講師と私（藤井）が務め、防炎業務講習会を菅講師が担当しました。

　日装連、防炎協会監修のプレゼン資料をパワーポイントでまとめた
講習も今回２回目ということで、講師陣も多少慣れてきたような感じ
でした。また基本的な項目を掲げているのでより一層わかりやすく講
義できたのではないかと思います。
　新規の方には非常に難しく思われるかもわかりませんが、毎回大筋
は同じことなので、ひとつひとつ日々の業務とともに生かせてくださ
い。
　今回は講習後に、同施設に於いて中予支部会親睦ビアガーデンを行
いましたが、市内中心部ということもあり、東予・南予の方より会場
及び周辺駐車場が分かりにくいというご意見もございましたので、次
回開催時の参考にさせていただきたいと思います。
　会場設営並びに講習会開催に携わった各関係者の方々ありがとうご
ざいました。又、受講生のみなさま、特に東予・南予の遠方より来て
頂いた方々、大変お疲れさまでした。
� 防火壁装講習会講師　　　　

防炎部会　藤井　義人　

㈱サカイ内装

アイ・エム

酒井　誠二

三好　義昌

防火壁装講習会・防火業務講習会開催
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　平成30年度中予支部会親睦ビア
ガーデンを、平成30年９月14日
（金）PM6：30よりリジェール松
山ビアガーデンにて、組合員とそ
の家族及び賛助会員、また本年は
組合顧問の塩崎代議士の出席のも
と、総勢111名の参加で、開催い
たしました。

　開会にあたり当組合の中村理事長の挨拶、賛助会会長の乾杯の音頭により開演しました。中予支部会組合活動
のなかで、唯一新旧組合員及び賛助会員の交流の場である、全員参加型事業も、今年も多くの賛助会員、組合員
の皆様のご協力により、多くの輪を広げています。今後とも中予支部会の親睦、交流を大切に邁進致します。
　賛助会員の皆様、組合員の皆様、次回開催時も多数のご参加をよろしくお願いします。
� 中予支部長　宮中眞喜男

東予支部会　親睦いも炊き会開催

南予支部会　いも炊き会開催

　平成30年９月７日、東予支部会
親睦いも炊き会をアサヒ西条ビー
ル園に於いて、賛助会員、組合会
員、従業員33名で開催いたしまし
た。
　中村理事長挨拶、賛助会会長乾
杯の音頭後、宴会開始。アサヒビー
ル園ならではの出来たての美味し

い生ビール、しゃぶしゃぶ料理を堪能し、会話も弾み盛会のうちに終了することが出来、十分に満足頂けたので
は無いでしょうか。
　唯一懸念する事は組合会員さんの参加が少ない事が気掛かりです。今回参加出来なかった会員さんも次回の親
睦いも炊き会は是非とも皆さんも一緒に参加して楽しんで頂き、なお一層の発展する会になればと願います。
� 東予支部長　熊野　次郎

　今年度も９月21日に「南予支部
会いも炊き会」が大洲のにし川に
於いて行われました。
　今年は、西日本豪雨があり、災
害にあわれた方々も大変な中、ご
参加いただき、感謝しております。
　この度は、組合員、賛助会員の
30名と賑やかな「いも炊き会」と-

なりました。
　本部の中村理事長の挨拶のあと、乾杯をし、皆わきあいあいといった雰囲気となり楽しく本場のいもを美味し
くいただくことができました。
　恒例の行事であり、参加者の皆様と交流を深め合える有意義な時間を過ごすことが出来ました。
　また次回もたくさんの方々の参加を期待しております。
　この場をお借りして、皆様のご健勝とご発展をお祈りいたします。� 南予支部長　菊池　公志

中予支部会　親睦ビアガーデン開催
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平成30年度 日装連 四国ブロックID研修会
インテリアデコレーター研修高知2018に参加して

　今年度の四国ブロック内装士研修は、高知県
担当でおこなわれ、参加人数28名のうち私共の
㈱アイソウから６名が参加させていただきまし
た。お隣の県ですが、なかなか訪れる機会がなく、
皆楽しみに参加いたしました。
　まず巨峰園に集合し、そこからバスで40分ほ
どで高知歴史博物館に着きそこでこの建物の壁
面、天井に使われている「ファブエース」とい
う素材について川島織物㈱品質保証グループの

吉留氏による講習会が行われました。
　関東圏ではよく使われているそうですが、　目にする機会が少なく、この建物で使われている
「ファブエース」を実際に見ることができ、「ファブエース」の多彩で立体的なデザインに感動いた
しました。また、機能性も優れ接着剤も使わない工法で匂いも少なく脱着もできファブリックなの
で吸音性にも優れホテルやオフィス関係でよく使われているということでした。こういう新しい素

材についてまだまだ普及には時間がかかると思
いますが、私共もインテリア業界の一員として
挑戦していきたいと思います。その後、この博
物館を見学し、お隣の県とはいえ愛媛県とは違
う土佐藩、高知の歴史文化にふれ、博物館から
見える高知城も、また松山城とは違った感動を
覚えました。
　そのあと昼食の為、「黒潮本陣」に場所を移し
そこで実際に「鰹の藁焼き」を初めて体験させ
ていただき、興奮と感動を覚えました。さらに

その感動の冷めないうちに実際に自分たちで藁焼きした鰹を
雄大な太平洋を見ながらいただき、何とも言えない二重の感
動を味わうことが出来ました。
　ここで研修は終わりの予定でしたが、時間があるというこ
とで、すぐ近くの久礼市場に移動いたしました。この市場は、
カツオの一本釣りで知られる漁師町で地元漁師のおかみさん
たちが始めた市場で国の重要文化的景観にも指定されている
そうです。そのおかみさんたちの人情味あふれる人柄で、皆
楽しんでお土産を買ってしまいました。
　今回、こういう研修を通して内装士としての知識も深まり、
高知の歴史文化にも触れることができ、機会があればまたも
う一度訪れたいと思います。準備された皆様には大変お疲れ
さまでした。大変有意義な研修会に参加できたことを心より
感謝しています。有難うございました。　　　
� 株式会社アイソウ　泉　　敏治
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第87回日装連四国ブロック大会
　平成30年11月15日（木）愛媛県の道後館に於いて、
第87回日装飾連四国ブロック会が開催されました。
　武智専務理事（愛媛）の司会により、宮内副理
事長の開会宣言、開催県中村理事長（四国ブロッ
ク会会長）の挨拶から各単組の出席者紹介、議事
へと入りました。

　《日装連報告》　須川副理事長（愛媛）より
　　「住宅リフォーム事業者登録制度について」
　　「全組員対象の実態調査について」他

　《日装連委員会報告》
　　◦総務委員会、防炎、施工管理委員会、情報・流通委員会
　　◦日装連ＩＤ・教育資格委員会　　　　　　　　　　　愛媛県　中村委員より
　　◦青年部・次世代委員会　　　　　　　　　　　　　　高知県　田所委員より

　《各単組事業報告》　（徳島県・高知県・香川県・愛媛県）

　《各単組提出議題審議》
　　◦日装連から送金の内装士研修会のお金について　　　高知県　久保理事長より
　　◦技能検定について　　　　　　　　　　　　　　　　高知県　久保理事長より
　　◦価格改定について　　　　　　　　　　　　　　　　香川県　原理事長より

　《四国ブロック会計報告》　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県　中村理事長より

　《四国ブロック内装士会》　（インテリアデコレーター）

　《平成30年度内装士研修会実施報告》　　　　　　　　　��高知県　秋波専務理事より
　　◦会計報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県　中村理事長より

　《次回四国ブロック会開催について》　　　　　　　　　　徳島県
　　（平成31年６月予定）

　《閉会挨拶》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県　原田副理事長より
� 副理事長　竹内　　正
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四国四県組合対抗ゴルフ大会開催
　去る平成30年11月16日（金）松山ゴルフ倶楽部において四
国四県組合対抗ゴルフ大会が開催されました。
　天候にも恵まれ皆さん楽しくプレーする事ができました。
　四県から24名参加して頂き愛媛県からは８名参加させて頂
きました。
　団体優勝は我が愛媛組合でした。
　個人戦に於いても大型テレビや折りたたみ自転車など豪華
賞品もありました。
　次回開催の折は是非多数のご参加をお待ちしております。
� 専務理事　武智　竜二

　平成30年10月５日　13時30分より組合事務所において検定員３名、受験者２名にて開催されました。

インテリアデコレーター資格検定試験開催

勉強会の様子

　今年度、初めてのＩＤ検定試験の検定員として貴重な経験をさせて頂きました。
　今年度の資格試験は、期間が短く受験生は大変苦労されたと思います。試験対策講習会も４日間開催され、夜
遅くまでプランボードを仕上げて行く受験生の姿を見て、感銘いたしました。私は、26年度にＩＤ検定試験を受
け、東先生や指導員の方々にアドバイスを頂き資格習得出来ました。その頃の事を思い出しながら私自身の勉強
にもなりました。
　試験の結果受験生２名とも合格する事が出来、その内、１名の受験生は、日装連理事長賞を頂きました。愛媛
から２年連続理事長賞を出しているので、レベルの高い愛媛組合だと思います。受験生の方、今回の経験を自信
にし、仕事に生かして活躍してください。短期間での実技試験大変だったと思います。お疲れ様でした。そして
東先生、中村理事長、竹内副理事長、山崎検定員に指導を頂き無事終えることができました。岡本事務局員も夜
遅くまでお疲れ様でした。ありがとうごさいました。� インテリアデコレーター（ID）検定員　菅　　浩司

インテリアデコレーター資格検定試験の検定員として参加して頂いて！
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　インテリアデコレーターという試験を初めて知り、内装の世界をより深く知ってみたい
という気持ちから受験致しました。内装業界に関して、ほぼ素人なため、コンセプト決め
からパース作成と内装イメージを膨らませ、形としていくことがこんなにも繊細な作業な
のか、と作り手の想いの素晴らしさを知ることができました。そして、試験に取り組む際、
右も左もわからない私に東先生をはじめ、理事長や組合の指導員の方々は優しくアドバイ
スをして頂き、大変お世話になりました。
　資格試験に取り組む際、基本をしっかり押さえた後はコンセプトで設定したお施主様が
この部屋にいるイメージを楽しみながら作りました。もちろん、ギリギリまで粘り大変な
こともありましたが、出来上がった後のお施主様の喜ぶイメージで作り上げることが現場
にも生かせていけると思うのでオススメです。このような機会を頂けたこと、感謝致しま
す。ありがとうございました。

　今回インテリアデコレーターを受験したのは私もだいぶ歳を取ってきたので最後に何か
挑戦しようと挑戦してみました。
　ただ仕事との調整、また、初めてのパース製作、プレゼンボード製作等慣れないので大
変でした。ただ、東先生及び組合の講師の方たちの指導があったからこそ合格できたと思
います。
　今回のデコレーター合格だけでなく、まだまだ色んなものに挑戦していこうと思ってい
ます。そして、この資格を仕事に活かしていこうと思っています。
　今回の試験にあたり、東先生、中村理事長、また講師の先生方本当にありがとうござい
ました。

㈱エヒメインテリア商事

㈱アシスト

築山　綾乃

松島　尚喜

内装士資格試験合格にあたって

実技試験、優秀作品に贈られる日装連理事長賞を受賞されました。
おめでとうございます。

ボランティア活動（飛散防止フィルム施工）
　小売工事部会事業として毎年（７年目）組合活
動ＰＲ及び社会貢献を目的とし飛散防止フィルム
を貼るボランティア活動を行っております。今年
度は平成30年11月10日（土曜日）松山市持田町の
持田幼稚園の教室２室に飛散防止フィルム施工を
行いました。
　飛散防止フィルムは地震、台風、突発的な強風
などにより窓ガラスが飛散して起こる二次災害を
防止します。
　幼稚園の先生方にも喜んで頂けました。

　また、ボランティア活動に参加頂いた職人さん、補助スタッフの皆様ありがとうごさいました。
　今後も、このような活動を続けていきたいと思います� 小売・工事部会　部会長　宮内　満幸
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アビリティ訓練部外講師・内装仕上げクロス貼り
　平成30年11月30日から12月６日（内４日間）で雇用・能力開発機構愛媛センターに於いてクロス張りのアビリ
ティ訓練が行われました。
　下地処理２日間、クロス張り２日間、計４日間です。今回も初めての経験で皆さん大変だったと思いますが頑
張って頂きました。仕上がりについてはそれぞれ色んな思いがあると思いますが、そのなかから実習についての
感想を頂いておりますのでご紹介致します。� 講師　武智　竜二

　今回の職業訓練を受ける中でも、元々大変興味のあった内装作業
であるパテ処理・クロス貼りはとても楽しみにしていた作業でした。
　外部講師の先生が来てくださり、４日間に渡って直接、丁寧に指
導してくださり、プロの仕事を直接拝見したのは初めてで、手際良く、
無駄のない手さばきでスピーディーに、美しく仕上げる熟練の技に
感動しながら先生のご指導に見入っていました。
　平らな壁での練習ではパテ処理もクロス貼りも何とか上手く出来
ましたが、実際の建物での色々な場所、色々な形状部分への施工で

は全く思うように仕上がらず大変苦労しました。
　先生は一人ひとりに熱心に細かく指導してくださり楽しく充実した訓練の時間を過ごすことが出来ました。
　「早い人で３年」職人と呼ばれるようになるまでの努力を痛感しつつ、また改めてこの仕事に興味が沸き、こ
の貴重な体験が出来たことで自分が仕事に求めるものを改めて認識でき、目指すべきものや意欲、やりがいを大
切にする気持ちを実感でき大変感謝でした。
　今回の経験を無駄にすることなく今後の仕事において、また生活の中でも活かしていきたいと思います。武智
先生ありがとうございました。� 住宅・福祉リフォーム科　掛本　砂織

　この度、外部講師の先生による訓練を受け多くのことを学ぶこと
ができました。
　職人の方が時間をかけ培った経験と技術の高さ。仕事に対する姿
勢。私たちにも絶対に必要な「プロ意識」を改めて勉強させていた
だきました。
　私は住宅関係の営業を希望しており、訓練を通じてお客様に対し
て説得力をしっかり身につけ学ぼうを思い職業訓練を受講しようと
決めました。

　実際に自分が体験してみると何度やっても頭で思い描く仕上がりにはならず、悪戦苦闘しているなか、先生は
丁寧かつ正確に仕上げこれが職人だと思ったのと同時に、どのような苦労や目線で商品を仕上げお客様にお届け
するか、想像していた内容をはるかに超える難しさでした。
　職人の技術の素晴らしさや、考えなど実際に体験できたことは今後、説得力持って仕事をしていく為の貴重な
時間となりました。
　先生にはお忙しい中、ひとつひとつご丁寧にご指導していただきとても感謝しております。短期間ではありま
したがその中で得た経験を活かして、就職活動に取り組みたいと思います。
� 住宅・福祉リフォーム科　阿部　裕文
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　以前は床仕上げ工事のみの作業をしていましたが、今の会社に入りクロスを貼る事を教
わりました。
　初めは自分が技能士の資格を取れるなど考えてもいませんでしたが、周りの先輩方の教
えもありチャレンジし、無事合格する事が出来ました。
　これに満足せず、技能士として技術の向上を目指し、色々な事にチャレンジする事を忘
れず、また１人でも多くの技能士を育てられる人間になるよう、これからも努力していこ
うと思います。� テイクコーポレーション㈱　宮脇真之介

　私が生まれた時から当社には父母も従事していました。
　小さい頃は、フジフジとおじいさんとおばあさんの顔を見るのは２ヶ月に１度くらい。
　それをみて育った自分が、祖父の一言「人間に生まれてきた以上１つくらいは何か出来
る。」
　高校を出てブラブラ。忙しい祖父叔父達を見て育ったから内装だけはいや。
　祖父の一言「男に生まれたからには何か１つくらい出来ることをみつけろ。」、、、入社。
　とんでもなくつらい。先輩は皆同高校ばかり７人８人と。でも次の年も入社。やっぱ　
　　やれるかな？そんな思いで２級、１級と受験しました。
　仕事は楽しいばかりじゃなく、時には夜中、早朝、出張と。
　これを機にもっともっと資格者に恥じぬ様「身体で覚えろ」という社長の教訓を生かせ
るよう、頑張って職人として、皆と腕を磨いていけたらと思っています。
� ㈲富岡商会　山本　雅貴

　幾度となく挑み続け、受験を辞めようと思うこともありましたが、諦めず続けてきて、
今回ようやく合格することが出来ました。
　これもトライアル、試験に関わった、組合関係者皆様のご指導があったからだと感謝し
ています。
　仕事を丁寧にする事は当然ですが、いかにお客様に喜んでいただけるかを考え、今の自
分に満足せず、日々技術向上に向け、まだまだ習得、勉強する事はたくさんあると思いま
すので、自分自身の技術レベルを高めていき、お客様に満足していただける仕事をしてい
きたいと思います。� ルームエンジニアリング㈱　河野　彰広

職種名　内装仕上げ施工

職種名　表装

職種名　内装仕上げ

作　　業　　名 氏　名 事　業　所　名
プラスチック系床仕上工事作業　１級 永岡　研人 ㈱フィックス
　　　　　　　〃　　　　　　　 〃 山本　雅貴 ㈲冨岡商会
　　　　　　　〃　　　　　　　 〃 岩崎　芳陽 セトウチ内装
　　　　　　　〃　　　　　　　 2級 冨岡　義将 ㈲冨岡商会
　　　　　　　〃　　　　　　　 〃 渡部　守彦 　　〃
　　　　　　　〃　　　　　　　 〃 濱田　祥伍 インテリア濱田

作　　業　　名 氏　名 事　業　所　名
壁装作業　　　　　　　　　　　 1級 宮脇真之介 テイクコーポレーション㈱
　 〃　　　　　　　　　　　　　〃 松澤　勇志 インテリアまつざわ
　 〃　　　　　　　　　　　　　〃 河野　彰広 ルームエンジニアリング㈱
　 〃　　　　　　　　　　　　  2 級　 玉井　大也 ㈱インテリアワークス藤
　 〃　　　　　　　　　　　　　〃 和田　翔平 　　　　　〃
　 〃　　　　　　　　　　　　　〃 五頭　研一 ㈱濱㟢組

作　　業　　名 氏　名 事　業　所　名
木質系床仕上げ工事作業　　　　 2級 渡辺　慶司 木工屋

平成30年度前期技能検定合格者（技能士取得者）

技能検定合格にあたって
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　まったく何の知識も経験もないまま、やる気と勢いと根性だけで独学でやってきた５年
間。だからこそ資格を取って少しでも自分に自信をつけたい！という気持ちで試験に望み
ました。
　独立当初から、自分が作るオリジナルの家具とそれに合う雰囲気のいい店舗をトータル
でプロデュースできたらいいな！とずっと思っていたので内装仕上げ施工技能試験は必須
でした。
　木質系は愛媛県で初となる受験者ということで、右も左もわからない状態でしたが、１
回目の受験ではあともう一歩のところで不合格。
　その悔しい気持ちを胸に練習に励み、仕事に励み、打ち込んだことで２回目は本番でも
練習通りにスムーズに作業できた事が合格につながったと思います。
　今後はこの資格を活かして様々なお客さまのニーズに応えていけるようさらに精進して
頑張っていきたいと思います。� 「ハンドメイド家具・雑貨」木工屋　渡辺　慶司
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新規加入
▼会社名（屋号）インテリア城本
　　代表者　城本　吾郎氏
　　住　所　松山市祝谷6丁目1188-2

▼会社名（屋号）有限会社REPLUS
　　代表者　永居　泰也氏
　　住　所　松山市森松町477-5

●防炎ラベルのご申請について●
　ご申請書類のご提出詳細を確認後、ラベル発行を行っております。
　ご申請内容について間違った内容、未記入箇所のあるご申請については、ラベルの発行を行う事が出
来ません。
　ご不明な点がございましたら、一度組合事務局までご連絡いただきご確認の上、ご申請下さい。
　なお、ご申請から発行までに事務処理等の都合上、下記の期間を要します。
　今一度、お手元に到着するまでの日数についてご確認の上お早めにご申請下さいますようお願い申し
上げます。

※通常業務日（平日）、中2日経過後の発送となります。
※やむをえずラベルのご使用が急な場合は、組合事務局まで、ご相談ください。

　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1日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。
　又、被害にあわれた方への早速丁重なるお見舞いと励ましのお言葉、過分なるご配慮
をいただきましたことを厚くお礼申し上げます。

●事務局冬期休業日●
　12月31日（月）〜 1月4日（金）まで
　1月7日（月）より通常業務。（9:00〜17:00）

第54回通常総会開催日について
平成31年5月28日（火）
ホテルマイステイズ松山にて（17：
20〜）予定しております。
年に一度の組合行事ですので、
多数ご参加いただきますよう
お願い致します。

　　　　1日目　　　　　　　2日目　　　3日目　　　　　4日目� 5日目

当日 受付 17：00まで　　　　　事務処理等　　発送　　��到着　　　又は　　　到着

昨年は、大変お世話になり、ありがとうございました。
本年も、どうぞよろしくお願い致します。


