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第54回愛媛県室内装飾事業協同組合
通常総会開催

　去る令和元年 5月28日、ホテルマイステイズ松山に
於いて第54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、須川副理事長
の開会宣言の後、出席者112名（委任状出席含む）で第
54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30年度事業報告の件
　第 2号議案　�平成30年度決算関係書類承認の件
　第 3号議案　�令和元年度事業計画案決定の件
　第 4号議案　�令和元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　その他の件　新規加入者の紹介等。
　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54回通常総会を閉会した。
　その後、建設キャリアアップシステム説明会が行わ
れた。

講師　一般社団法人　建設業振興基金
　　　建設キャリアアップシステム事業本部
　　　普及促進部普及促進課指導役
　　　田中　勝明　氏
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　去る 5月28日（火）ホテルマイステイズ松山にて愛媛県室内装飾事業協同組合青年部会の第28回通常総会が開
催されました。出席者12名、委任状出席 7名、来賓として中村理事長が参加されました。
　西岡議長により議事を行い、
　第 1号議案　�平成30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　�令和元年度事業計画（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、任期満了により中川友和氏が
代表幹事を退任、新代表幹事に伊藤誠氏を選出しまし
た。これにより代表幹事 2名、西岡哲男氏・伊藤誠氏
の新体制になりました。
　最後に中村理事長の祝辞、西岡代表幹事の閉会宣言
で無事終了しました。� 代表幹事　伊藤　　誠　

第29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
　青年部に入り、はじめは知り合いがいるわけでも
なく、何をしていいのか分かりませんでした。活動
を通じいろいろな意見交換、情報交換や交流ができ、
楽しく充実した活動ができて感謝しております。ま
た、青年部のメンバーは組合の活動にも積極的に参
加していてパワーがあるなと感心しています。
　私も青年部卒業の年を迎え、体力の衰えを感じて
いますが、気力だけは衰えないよう頑張ります。

　青年部の皆様、御世話になり、ありがとうございました。
� 石岡　勝則　

　令和元年 5月28日の青年部会総会において青年部
会を卒業となりました。
　長かったような、あっという間のような期間でし
たが色々勉強させていただきました。同業者で比較
的年齢の近い仲間での活動は、他で決して経験ので
きない貴重な時間でした。総会でのアトラクション
を計画運営したり、技能検定に携わったり、IAえひ
めの編集をしたり仕事の合間を縫っての活動でした。

　また、色々な考え方、タイプの人、企業があり意見交換、情報収集　
などとても有意義でした。この会で出会ったり、親しくなった人達は人
生の宝だと思います。
　是非、組合員の方やその社員の皆様で青年部入会の資格に該当される
方は入会をお勧めいたします。
　歴代の組合幹部の皆様、青年部の皆ありがとうございました。
� 武智　竜二　
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　去る、令和元年 6月 5日〜10日（ 4日間）に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

　住宅建築の内装仕上げ訓練において、部外講師の先生に
は、実践的な指導をしていただき大変感謝しております。
　今回の訓練では、内装仕上げのクロス貼りについて、基
本的な知識や技術を習得するというものでしたが、第一線
の現場で働く「職人の技」を学ぶことができるなど、大変
有意義なものでした。また、一方において、蒸し暑い環境
の中での作業を体験し、現場の苦労や厳しさを垣間見るこ
とができたような気がしました。
　指導を受けた内容は、市販の書籍などに書かれているよ

うなものではなく、長年にわたり数多くの現場に携わった職人ならではの経験や技術に裏打ちされたも
ので、訓練の各過程で、実物を目で見て手で触れて実感することができたなど感慨深いものでした。
　また、これまで職人の方と直に接する機会がなかったために、職種についての知識もほとんどなかっ
たのですが、内装業に関して、本質的な話を聞くことができたと非常に参考になりました。
　今後は、指導いただいたことを仕事で生かせるよう努力したいと思っております。ありがとうござい
ました。� 　稲荷　誠記　

住宅・福祉リフォーム科における内装仕上げクロス貼り訓練

　今回、内装仕上げ、クロス貼りを専門の部外講師の方に
来ていただき、熟練の技を間近で見ることができました。
大変勉強になりました。
　自身で作業の際も、素人の私達に丁寧に指導していただ
き、最初は戸惑っていましたが、少しずつコツをつかんで
いったと思います。
　天井など難しいところも、失敗を繰り返しながらもチー
ムで声を掛け合って上手く仕上がった時の充実感は、今ま
で携わってきた事務職では味わえない感動がありました。

　昔から職人の方への憧れはありましたが、ますます魅力を感じた授業でした。
　実際の現場は、もっともっと厳しいものだと思いますが、とても話しやすい気さくな先生で楽しく受
講することができました。
　この体験をこれからの就活、仕事に活かしていきたいと思います。
　先生、本当にありがとうございました。� 　高平　昌代　
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プラスチック系床仕上げ作業

令和元年度前期技能検定トライアル開催

　令和元年 6月23日（日）にポリテ
クセンター愛媛にて今年二回目職種
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。
　 2回目という事もあり、 1回目で
問題視された部分の改善等について
も話し合い、関係者のご協力により
1級 3名の受検者にてトライアルに
臨む事が出来ました。
　 2週間後の 7月 7日（日）には、実技本試験が開催されました。前年度には、この職種において合格者がおら
ず残念な結果となりましたが、今回については、再チャレンンジした方、初チャレンジの方両方おられますの
で、練習の積み重ねによる技術の向上と意気込みによりすばらしい結果が得られるのではないかと期待しており
ます。
　また、今回のトライアル開催において受検された皆さま、設営、準備等でご協力いただきました方々暑い中お
疲れさまでした。� 　トライアル講師　山本　常信　

化粧フィルム工事作業

　令和元年 6月23日（日）、ポリテクセンター愛媛にて、壁装
技能検定が、 1級 2名、 2級 2名の参加で行われました。
　道具類の使用制限や施工手順も多く、難しかったようですが、
指導者の説明を熱心に聞き作業していました。
　試験まで日にちがありますので、十分に練習を重ねてくださ
い。特に裁断を間違わない事、時間内に仕上げる事に注意して
ください。皆様の合格をお祈りします。
　また、準備、後片付け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。� トライアル講師　石岡　勝則　

　去る 6月23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 5
名、 2級の受講者 4名の参加にて開催されました。
　梶原・中村講師の本試験での心構え・技術などの指導にて、
合格への道筋ができたと思います。
　 7月 7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。� トライアル講師　中村　和夫　

表装（壁装作業）
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　令和元年 6月18日（火）徳島県のグランドエクシブ鳴門に於いて令和に入って初めての第88回目装連四国ブ

ロック会議が行われました。

　徳島県の原田副理事長の司会により開会、開催県の織原理事長の挨拶の後、四国ブロック長の中村会長の挨拶、

日装連小坂田理事長の挨拶、各単組出席者紹介の後、議事が勧められました。

　小坂田理事長より日装連報告があり、今年度の

ＩＤ試験は一旦休止し、体制を整える、などの報

告に続いて、各担当より日装連各委員会報告、各

単組事業報告、各単組提出議題審議、会計報告、

内装士会計報告など行われました。

　次回ブロック会議は高知県で11月予定というこ

とで高知県組合久保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　

　令和元年 6月19日（水）四国ブロック会翌日、グランディ鳴門Ｇ・Ｃに於いて総勢28名で四国四県組合

対抗ゴルフ大会が開催されました。

　前夜祭では各県より意気込みを語り、当日は、とてもいい天気（ゴルフ日和）で 4年前の徳島大会が悪

天候で中止になっていたので、徳島組合の方々もホットしていたようです。

　日装連小坂田理事長も参加され熱戦が繰り広げられました。

　結果は徳島組合が久々の優勝でした。

　愛媛は、残念ながら 4位に終わりました。

　次回、多数のご参加をお待ちしております。� 　副理事長　宮内　満幸　

第88回日装連四国ブロック会開催

四国四県組合対抗ゴルフ大会開催
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令和元年度部会・委員会事業計画

総務組織委員会

◦直面する問題への対応、組合員慶弔、各団体行事への対応　◦新規加入説明会
◦新規加入者の推進　◦会計監査（同席）（5/15）、決算会計報告（5/28）　◦経費削減
◦四国ブロック会（6/18）、四国ブロック（四県）組合対抗ゴルフへの参加（6/19）
　次回＝秋（11月）高知開催予定（事務局長会議同時開催）
◦年始挨拶まわり
◦�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。

検定資格委員会

◦技能検定実技試験水準調査会議　出席（6/7）
◦技能検定トライアル、実技試験の開催
◦トライアル（6/23）　　　　壁装作業（1級2名、2級2名）�
　　　　　　　　　　　　　 プラスチック系床仕上げ（1級5名、2級4名）
　　　　　　　　　　　　　 化粧フィルム（1級3名）
◦技能検定実技試験（7/7）　 壁装作業（1級2名、2級3名）
　　　　　　　　　　　　　 プラスチック系床仕上げ（1級7名、2級4名）
　　　　　　　　　　　　　 化粧フィルム工事作業（1級4名）

防火防炎委員会 ◦防火壁装講習会、防炎業務講習会の開催（9/6）　◦ラベル普及促進

事業推進委員会 ◦ボランティア活動（TV、新聞取材依頼等）

ＩＤ教育委員会 ◦内装士研修会への対応

広報委員会 ◦広報委員会の開催　◦IAえひめNo.90、No.91発行　◦組合HP更新
◦愛媛新聞サービスセンターウィークリーえひめリック取材協力（今どきの壁紙事情）（4/12）

青年部次世代委員会

◦総会・懇親会、アトラクション等の進行、協力（5/28）
◦技能検定トライアルの準備（6/22）　◦技能検定の準備（7/6）
◦第1回〜第4回広報委員会（IAえひめNo.90、No.91発行協力）
◦日装連青年部次世代委員会への対応
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令和元年度前期技能検定

　令和 1年 7月 7 日（日）ポリテク愛媛にて、壁装作業の技能検定試験が行われ
ました。今年度は、　壁装 1級 2 名・ 2級 3 名受験されました。例年に比べると
かなり少人数での開催となりましたが、準備やトライアル実施等々丁度良い人数
だったと思います。
　壁装試験においても、いつもよりサイレントモードで粛々と課題を各自こなし
ていました。内容も各自日々練習を重ねているさまが伝わってきました。
　今回より検定の支給材料メーカーの変更があり、トライアルから検定に至るま
での準備段階で材料工面において例年経験したことのない問題が発生し、次年度
以降課題が残るものとなりました。再トライの方は戸惑ったかもわかりませんが。
　今回合格された方おめでとうございます。次回さらに受験者数が増えることを
楽しみにしております。技能士の向こう側には元請を始めとした施主や取引先が
存在します。合格された方もそうでない方も、いかなるトラブルも最後まで仕上げることは技能士としての熟練
だと思います。技能は停滞したら向上はありません。
　最後に、前日及び当日、運搬設営・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。運良く梅雨の晴れ間を 2日間頂いた天気にも感謝です。
� 表装�壁装作業検定員　藤井　義人　

　令和元年 7月 7日に技能検定の実技本試験がポリテクセンター愛媛
にて実施されました。
　今年で 2回目となる『化粧フィルム工事作業」。 1級 4名の受験者
が技能試験に取り組みました。
　採点基準やチェックポイントも厳しく、なかなかの難問ですが、受
験者の皆様も十分に練習して来られてる様子で昨年の第一回とは少し
違った落ち着いた雰囲気のように感じました。
　合格発表が楽しみです。
　最後に試験に携わり御協力頂いたトライアルの講師、補佐員その他皆様に感謝致します。
� 化粧フィルム工事作業検定員　竹内　　正　

表装（壁装作業）

化粧フィルム工事作業

　令和元年 7月 7日（日）ポリテクセンター愛媛にて、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。
　今年度は、 1級 7名、 2級 4名の計11名受験されました。皆さん日
頃の現場作業での実力を発揮し、真剣に取り組まれていました。
　今回の試験の関係者の方々、受験生のみなさん、お疲れさまでした。
またスタッフの方々には準備、設営、運営、撤去にご協力いただきま
してありがとうございました。
� プラスチック系床仕上げ作業検定員　水田　佳孝　

プラスチック系床仕上げ作業
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新規加入
　▼中予支部　インテリアＪ
　　代表者　　中村　　純
　　住　所　　松山市土居田317-8
　　TEL/089-972-0039 FAX/089-972-0040

退会者
　▼中予支部　アエラジャパン
　▼中予支部　インテリア西山
　▼東予支部　松錦堂
　▼南予支部　上田清治商店

事務所移転
　▼中予支部　ルームエンジニアリング（株）
　　旧住所　　松山市藤原2丁目3-22
　　新住所　　松山市朝生田町4丁目5-35
　　TEL/089-909-7754 FAX/089-909-7764

防火壁装講習会・防炎業務講習会開催
　9月6日（金）　14：00〜 17：30
　リジェール松山にて行います。
　（開催日/場所：中予支部懇親会に同じ）
　※�該当者の方は、お忘れのないよう必ず受講し
て下さい。事業所内に受講該当者が存在しな
い場合は、ラベルの申請はできません。

支部会懇親会開催！
たくさんのご参加お待ちしてます！
　東予支部
　　9月13日（金）　18：30〜　
　　アサヒ西条ビール園にて
　中予支部
　　9月 6日（金）　18：30〜
　　リジェール松山にて

　南予支部
　　9月20日（金）　19：00〜
　　にし川にて

代表者変更/組織変更
　▼東予支部　（株）越智内装（旧 越智内装）
　　新代表者　越智　尊俊

社名（屋号）変更/代表者変更
　▼東予支部　南海表具内装店（旧 南海表具）
　　新代表者　鈴木　和義

代表者変更
　▼東予支部　（株）インテリアヤギ
　　新代表者　八木　正史

お悔やみ申し上げます
　▼石岡表具内装
　　代表　石岡勝則様のご尊父様
　　石岡　勝利殿（享年81）
　　平成31年2月13日にご逝去されました。
　▼（有）坪井インテリアサービス
　　代表　坪井利勝様のご令室様
　　坪井　峰子殿（享年67）
　　令和元年7月19日にご逝去されました。

事務局夏季休業日について
　8月13日（火）
　　　　〜 8月16日（金）
　8月19日（月）より
　通常業務となります。
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