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　新年明けましておめでとうございます。
　本年は六⼗⼲⽀で ｢庚

かのえね

⼦｣ の年です。「庚」は、植物の生⻑が⽌まって新たな形に変化
しようとする状態を表します｡ ｢⼦｣ はもともと ｢孳｣ という字で､ しげる､ 増えるとい
う意味があります｡ ⼦の象徴として⼦供をたくさん産む ｢ねずみ｣ が選ばれたのも納得で
す｡ これらのことから､ 庚⼦は､ 変化が生まれる状態､ 種⼦のなかに新たな生命がきざし
始める状態と説かされます｡
　株式市場では ｢⼦年は繁栄する｣ という格言があり、株価が上昇する傾向にあると言わ
れていますので、東京オリンピックの経済効果も、ある意味そうかもしれませんね。
　オリンピック以後も、建設業界としては
　2022年までに東京メトロ銀座線全駅リニューアル

　2024年大阪メトロ夢洲駅開業（構想ではシンボルの夢洲駅タワービルは地上55階、⾼さ約275m）
　2025年大阪・関⻄万博（経済波及効果は２兆円）
　2027年リニア中央新幹線開業
とビッグプロジェクトが控え、好景気はしばらく続く⾒込みです。一方で、建設業界の就業者数は1997年以降減
少を続けており、⼈⼿不⾜はここ近年の深刻な問題です。ましてや55歳以上が35％を占めており、⾼齢化による
大量退職で深刻化が増しています。その中でも、内装業は中⼩や零細企業が多く、社⻑が一⼈ですべてを担う経
営環境下にある場合は、社⻑が亡くなったり倒れたりすると、その時点で事業継続が困難になってしまう事例が
あります。また、これからは⼈⼿不⾜により、受注しても職⼈を確保できない場合も懸念されます。2017年帝国
データバンク調査では、建設業の後継者不在率は71.2%と⾼い数値になっています。実際に社⻑の数は、団塊の
世代と呼ばれる68歳〜 70歳が最も多いのですが、その息⼦や娘さんは大学を卒業して親の後を継ぐことなくサ
ラリーマンになる⼈が多いようです。そして数年後には、現在の団塊の世代の社⻑が平均寿命に達して、死去し
たり働けなくなるケースが多くなることは間違いありません。それまでに後継者が現れたり、事業売却等が出来
ればいいのですが、そうでない場合は廃業や倒産するのは⾃然な流れです。しばらくは、社⻑の寿命=会社の寿
命となるケースは増えるのではないでしょうか。
　働き方改革の「36協定」は、建設業については 5年間の猶予期間が設けられているので、2024年 4 ⽉からの適
用となります。現在のところ、建設業界ではまだまだ週休二日制が定着していません。どうしても工期が優先と
なるので、土、日、祝日も現場を稼働させている会社が多いのは確かです。しかし、それが原因で建設業界を敬
遠する若者も多く、日給⽉給だと職⼈の⼿取りが減ってしまう事や、下請けの個⼈事業主はその分、売上が減っ
てしまう事等、いろんな問題があります。建設業の働き方改革を進めようとしている中で、今のままではこれら
を実現するのは極めて難しいという声が多いのも事実です。今後どう改革を進めていくのかは、業界にとっても
大きな課題であり、発注者の理解と協⼒を得て建設業一体となって取り組んでいくことが不可⽋です。
　私事ですが、好きが⾼じて「温泉ソムリエ」資格を取得をいたしました。その啓蒙活動としての話をひとつ。
平成30年の交通事故死者数は3,532⼈でありましたが、⼊浴中や⼊浴が原因で亡くなる方は、毎年19,000⼈程度と
推測されています。冬場に起こりやすい⼊浴中での事故としてヒートショックがあります。ヒートショックとは
急激な温度の変化によって⾎圧が大きく変動するなど、⾝体に大きな負荷がかかることで起こり、失神、不整脈
などの症状が⾒られます。重症の場合は死に⾄ることもあります。持病がない健康な方にもヒートショックは起
こります。これらの⼊浴事故の多くは、⾼齢者であり、直接の死亡原因は脳卒中、脳梗塞、⼼筋梗塞です。つまり、
⾎管が詰まったり破れたりすることによります。⾎管が弱くなった⾼齢者が、外気温の低い冬に体が冷えた状態
で、急に熱い⾵呂に⼊るのが間違った⼊浴法です。特に65歳以上の方は、⼊浴前後に⽔分補給をして、⼊浴前に
は⼼臓に遠い部位から「かけ湯」を⾏い、⻑湯をせず「分割浴」を⼼がけましょう。健康第一！ 2020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ますとともに、新年のご挨拶とさせていただきます。
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　新らしい元号、令和の時代になって、早くも半年が過ぎました。皆さんも新元号のもと
例年の年当初とは違った感覚で、新年をお迎えの事と思います。お互いに未来を⾒据え
て、頑張りましょう。
　昨年、私の政治の恩師である、中曽根康弘先生が逝去されました。私は政治の世界に⼊
る当初から中曽根派でしたから、早速、マスコミから、コメントを求められました。勿論、
他の関係者の方々のコメントも、翌日の各新聞に載りましたが、それは総理になってから
の評価であり、戦後政治の総決算の名のもと、電々、専売、国鉄の三公社の民営化等々で
した。私のコメントは、総理になるまでの内容であって、そこが大きく違っていたのです。
　私の当選は、昭和51年でした。当時は、現在より派閥政治色が強い時代でした。総理に
なる為には、派閥の会員数を増し、総裁選に勝利しなければなりません。派閥の領袖は土
曜、日曜の休みなどありません。休日には全員の国会議員の地元後援会に応援に⾏かなけ
ればなりません。当初、中曽根派は弱少派閥でしたから、中曽根先生は大変な時代でした。
その様な時代でしたから、派閥の領袖と国会議員との関係と、国会議員と有権者との関係
は、現在のものと比べると、二倍、三倍強固なものでした。
　令和の時代、国会議員と⽀援者との関係も薄れ、⼩選挙区制度のもと党指導型選挙とな
り個⼈の努⼒や⼈柄は評価されなくなりました。選挙の投票率が低下するのは当然でしょ
う。
　昭和も遠くなりにけれです。

　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、2020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、暖かいご理解とご⽀援を頂き、厚
く御礼申し上げます。
　昨年は現天皇が御即位され、 5⽉より新しい元号『令和』となり、皆様方におかれまし
ても、思いを新たに日々精進されていることと思います。
　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、
中村政徳理事⻑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。
　私は現在、⾃民党本部にて、党税制調査会インナーメンバー、⾏政改革推進本部⻑、デー
タヘルス推進特命委員⻑、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
⻑として、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、
経済成⻑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。
　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。
　同期の友⼈達はリタイアし、のんびり⼈生を楽しんでいるようですが、私はあいも変
わらずチューチューと現場を動き回っています。嬉しいような悲しいような気分です。
　「働き方改革」―よく聞くようになった言葉ですが、私たち内装工事にはあまり関係
ない事と思っていましたが、最近では、ゼネコン、一部地元工務店等で日曜日・隔週土
曜日に現場を閉鎖するようになりました。内装業の我々は日曜日や夜間作業をし商売し
てきましたがこれからの時代、難しくなりそうです。
　「時は金なり」―私たち世代はこの言葉が片隅にありましたが、これからの若い⼈達
は何を頭の片隅において仕事をするのか？
　ぜひ厳しい時代を乗り越えてください。
　最後になりましたが良い年をお送りください。

　新年明けましておめでとうございます。
　早いもので 5度目の年男を迎えました。若い若いと思っていましたが還暦で赤いちゃ
んちゃんこを着る事になってしまいました。
　調べてみますと年男は、神様のご加護をより多く受けられるから縁起が良いとされて
いるようです。それではと、今年は年男として 1年間特別なものとして感じ、やる気を
前面に出して新しいことにチャレンジしていきたいと思います。
　昨年、平成より令和へと新しい時代を迎えました。内装業界は、後継者不⾜や職⼈不
⾜、⾼齢化と将来への懸念材料が山積みですが、それら 1つ1つにしっかりと向かい合
い明るい将来に向けての道を切り開いていければと思っています。
　本年も宜しくお願い致します。

　令和になって初の新年のお祝いを申し上げます。
　私もこの世に生を受けて、早60年目となり、5回目の年男を迎えることとなりました。
この業種に携わって、36年が経とうとしています。今まで、各種、先輩、技術者の方々
に物作りの楽しさを学ばせて頂き、技術向上を目指し、気負うことなく日々邁進して参
りました。働かせていただいているという感謝の念を忘れず、丁寧な仕事を⼼掛け、後
継者に受け渡すまで、健康第一に頑張っていきたいと思っております。
　皆様も、健康に留意され、充実した日々を送っていただきたく、ここに年男新年のご
挨拶とさせていただきます。

　令和も 2年に突⼊。
　今年は私の年。早くも床工事に携わって40年。今年も宜しくお願い致します。
　内装と言えども床工事一筋。今ではＯＢも10⼈近く頑張っています。山あり谷ありの
業界ですが、今は⼦、孫他 7名で「受けた仕事は確実に」をモットーに、⼒を合わせて
地域の為に精進したいと思います。
　まだまだ厳しい内装業の中でいかに若い世代に福利、免許等活用と難題だらけですけ
ど、従業員一同、志を捨てずに一社⻑になれる様共に精進したいと思います。
　本年も一同宜しくお願い致します。

㈱内創

㈲庄内内装

インテリア濱田

村上　　進

須川　卓二

濱田　恒夫

㈲冨岡商会
冨岡　教幸



4

　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あげます。
　父の仕事を⼩さい頃から⾒ていて⾃分もこの業界に⾝をおくようになり28年を迎えま
した。
　早いもので今では若い⼈を育てる側におりますが時折、職⼈仕事をし現場の楽しさを
改めて確認しております。
　今後も次世代の⼈に内装業の楽しさを伝えられるように日々精進していきたいと思っ
ておりますので、今後もよろしくお願い致します。

　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あげます。
　新元号「令和」となり、ラグビーワールドカップの開催や東京オリンピックの開催決
定など、大きな動きの中、景気の先⾏きが不透明な不安感は拭えません。
　私⾃⾝、これまで沢山の協⼒者の下、この内装業界に携わって今年で早くも30年目の
節目の年となり、いつの間にか私⾃⾝が次の若い世代へと受け継いでいく歳に差し掛
かってまいりました。
　近年、内装業界では職⼈不⾜の問題などもあり、⼈⼿が⾜りていない現状ではありま
すが、新年を迎えるにあたり、新しい事業への取組と内装業界に求められる⼈材を育て
活躍できるよう、今まで以上に経営者として技術者として積極的に取り組む一年にした
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。

㈲オオモリ装工

ダイマツ㈱

大森　　実

大松　秀典

　去る 9⽉ 6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19名のもと開催さ
れました。
　防火壁装を須川講師と私、藤井、防炎業務を中村講師、菅講師がそれぞれ担当しました。
　講習の方は、⼈数も少ない年だったせいか例年より真剣に取り組まれておたような気がします。最
後の理解度テストにおいても、例年よく間違えているところなどほとんどの方が理解されていました。
　今回、会場設営並びに講習会開催に携わった各関係者のみなさま、受講生の皆さま、特に東・南予
の遠方から来ていただいた方々大変お疲れさまでした。貴重な 1日を今後、皆さまの日々の業務に生
かせていただければ幸いと、防炎部会の思いです。どうもありがとうございました。
　� 防火壁装講習会　　　　　　　　

防炎業務　講師　藤井　義人　

防火壁装講習会・防火業務講習会開催
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　令和初となりました、東予⽀部親睦会の「いも炊
き会」が、 9⽉13日、アサヒ⻄条ビール園にて開催
されました。
　今回は、組合員、賛助会員の方々 22名の参加と
なり、有意義な交流の場として、大いに盛り上がり
ましたこと、⼼よりお礼申し上げます。
　又、次回の「いも炊き会」も一⼈でも多くの方の
ご参加を期待しておりますので、御協⼒よろしくお
願いします。
　本年も残すところあとわずかとなりましたが、こ
の場をおかりして、組合員の皆様の御健康と御発展
をお祈り致しております。
� 東予副⽀部⻑　三好　義昌

　令和元年度中予⽀部会親睦ビアガーデンを、令和
元年 9⽉ 6 日にリジェール松山ビアガーデンにて、
組合員、その家族及び賛助会員の総勢100名の参加
で開催いたしました。
　開会にあたり、当組合の中村理事⻑の挨拶のあと、
乾杯をし、ビールとバイキングを堪能しながら、会
話も弾み、参加者の皆様のそれぞれ交流を深めて頂
けたように思います。
　今年も多くの賛助会員、組合員の皆様にご参加頂
き、盛会のうちに終了することが出来ました。今後
も中予⽀部会の親睦、交流を大切に推進していけた
らと思いますので、賛助会の皆様、組合員の皆様の
次回開催時も多数のご参加をよろしくお願い致しま
す。� 中予⽀部⻑　明関　利泰

東予親睦会　いも炊き会開催

南予支部会親睦会　いも炊き会開催
　令和元年 9⽉20日に南予⽀部親睦会（いも炊き会）
を大洲のにし川にて開催いたしました。
　今年の参加者は、36名と去年より多くの方に参加
して頂き、賑やかないも炊き会となりました。
　中村理事⻑の挨拶の後、乾杯をして皆さん和気あ
いあいで、本場の美味しい、いも炊きを頂きました。
　参加者の皆さんとの親睦を深める有意義な時を過
ごすことができました。次回もたくさんの方々の参
加を期待しています。
　この場をお借りして皆様のご健康とご多幸をお祈
りいたします。
� 南予⽀部⻑　菊池　公志

中予支部会　親睦ビアガーデン開催
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第89回日装連四国ブロック大会

ボランティア活動（飛散防止フィルム施工）

　令和元年11⽉21日、⾼知県の城⻄館にて第89回
日装連四国ブロック会議が⾏われました。
　日装連からは成田事務局⻑が参加され、日装連
報告、内装士・教育資格委員会報告、青年部・次
世代委員会報告、各単組事務報告の他、四国ブロッ
ク会規定変更（案）や各会計報告、内装士四国ブロッ
ク会（インテリアデコレーター）の研修等に関す
る協議が⾏われました。
　日装連報告では11⽉に東京ビックサイトで開催
されたジャパンテックスの模様や他県組合のジャ
パンテックス⾒学に対する取り組みなどの参考に
なる話が聞けました。

　私もインテリアデコレーターの一⼈として、毎年はともかく、2〜 3年に一度はジャパンテックスに⾏き、業
界の方向性やデザイン等、勉強しないといけないなと思いました。� 副理事⻑　竹内　　正

　事業推進委員会（旧⼩売工事部会）として、毎年（ 8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。
　今年度は令和元年11⽉23日（土曜日）松山市太山寺町の太山寺幼稚園の教室・廊下の窓ガラスに飛散防⽌フィ
ルム施工を⾏いました。飛散防⽌フィルムは地震、台⾵など突発的な強⾵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。
　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ざいました。
　今後もこのような活動と続けていきたいと思います。� 事業推進委員会　　　　　
� 委員⻑　宮内　満幸
　11⽉23日（土）勤労感謝に日に、貴組合の皆様により、保育
室や廊下の窓ガラスに飛散防⽌フィルムを無償で貼り付け提供
していただきました。
　ちょうど貼り付けをしていただいた翌⽉曜日にわりと大き
な揺れを感じる地震が発生しましたが「窓ガラスが飛散しな
い！！」ということの⼼強さに、安⼼して落ち着いた⾏動をと
ることが出来ました。
　関係者の皆様には、おのおのがお忙しい中、こうしてボラン
ティアという形で活動してくださっていることに頭が下がりま
す。
　プロの職⼈さんがご⾃分の技を惜しげなく笑顔で提供してく
ださる……こういった⼈の無償の愛を当たり前だと思わず、感
謝の⼼を持てる⼈間教育が、いかに大切かを改めて考えている
ところです。
　園児は元より、園児の命を預かる私達にとっても、より安全

に安⼼して園生活を送ることがで
きるようになりましたことを⼼よ
りお礼申し上げます。ありがとう
ございました。�
� 太山寺幼稚園　　　　　
� 園⻑　芳之内　えみ
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　令和元年 9⽉18日から 9⽉24日（内 4日間）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。

　今回も初めての経験で皆さん大変だったと思いますが、頑張っていただきました。

　仕上がり等について、いろんな意⾒があると思いますが、その中からお二⼈の実習生に

感想をいただきましたので、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者における内装仕上げ指導

　この度、武智先生には実習家屋の総仕上げにあたる内

装の仕上げに関してご指導いただきました。指導の内容

は、まず先生に説明を交えながらのお⼿本を⾒せていた

だき、その後に⾃分達で実践するという流れでした。

　実際にやってみるとお⼿本で先生が簡単そうにやって

いた事が全然出来ずに四苦八苦し、なかなか上⼿くいき

ませんでした。最初から上⼿く出来る訳がないのは道理

なのですが、先生が何事もなく⾏う動作の中にいくつも

の技術が隠れていると⾝を持って体験することが出来ま

した。

　今回のご指導のおかげで、内装について全く素⼈の状態から、素⼈なりではありますが内装仕上げを出

来る程に上達できました。無機質な石膏ボードの上にクロスを貼り、内装仕上げが完了する事により室内

に部屋らしさが出て、⾃分たちが本当に家を建てたといった実感が湧きました。

　実習の前後で内装仕上げのもつ⼒や効果を実際に体験することができ、感動を伴う実習となりました。

最後に、⻑年現場で培われたプロの技術を目の当たりにする数少ない機会を与えていただきまして、あり

がとうございました。� 　石橋　正洋　

　家屋の内装仕上げとして石膏ボードのパテ処理から壁

紙の貼り付けを教えていただきました。実際に現場で

働かれている職⼈の方に指導いただけるとは思っておら

ず、とても勉強になりました。

　本番のパテ処理は難しかったですが、上⼿にいった時

はとても嬉しかったです。パテをきれいに塗るための石

膏ボードの処理をした時は、実際に塗り始めると処理が

甘い部分が塗りにくかったため、きちんと処理しておく

ことの重要さを感じました。

　専用の機械を使用して糊付けをして、壁や天井の貼り付けを⾏いました。まっすぐに貼ることや 2枚目

以降のジョイントも難しく、職⼈さんの素晴らしさや大変さを感じました。

　道具に関しては、ヘラ・竹ベラ・カッターなどの扱いが難しかったです。また、カッターの使い方が難

しかったのが意外でした。一⼈一⼈の練習もされていただき、とてもよい経験になりました。ありがとう

ございました。� 　加藤　美由起　
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　この度は中村理事⻑より組合推薦をいただきまして、無事受賞できましたこと光栄に思いますとともに非常に
恐縮しております。
　選考が書類審査によるものであり、様式を揃えるにも、記述するにも非常に困難極めました。締切時間もなく
日常業務にも⽀障をきたし始めたころ、事務局員の岡本さんより強⼒なサポートを頂き無事クリアすることがで
きました。
　改めてお二⼈に御礼申し上げます。
　今後は、今まで以上にお客様からありがとうと感謝の言葉を頂けるように、またお世話になったお二⼈に恥を
かかさぬように、生涯、現役施工できるよう日々を積み重ねていきたいと思います。� ｅｆ企画　藤井　義人　

　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。
　これまでこれたのも関係者の皆様、組合員の皆様のご⽀援ご協⼒による
ものと⼼から感謝いたします。
　今後、尚一層、後継者育成に尽⼒して参ります。
　組合員の皆様にはご⽀援、ご指導賜りますようお願い申し上げます。
� ㈲本田ワークス　本田　　勉　

■優秀施工者国土交通大臣顕彰建設マスターとは

□�建設産業の第一線で「ものづくり」に直接従事している方の中から、

特に優秀な技能、技術をもち、後進の指導、育成等に多大な貢献をし

ている方を国土交通大臣が顕彰することで「ものづくり」に携わる方

の誇りと意欲を向上し、もって建設業の健全な発展に資することを目

的として平成4年度に創設された制度である。

　�建設産業において工事施工に直接従事されている個人で、現役として

活躍している個人で、現役として活躍している建設技能者のうち次の

基準を全て満たしているもの。

　　①�技術・技能が優秀であること

　　②�工事施工の合理化等に貢献していること

　　③�後進の指導育成に努めていること

　　④�安全・衛生の向上に貢献していること

　　⑤�他の建設現場従事者の模範となっていること

令和元年度優秀施工者国土交通大臣顕彰
建設マスター藤井義人氏に決定！！
（日装連から5名が顕彰）

愛媛県中小企業団体中央会表彰
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令和元年度前期技能検定合格者
等級 受 賞 名 作　　業　　名 氏　名 所属事業所 支部名
1 表装　　　　　　壁装 神谷　俊昭 ㈱インテリアヤギ 東予（今治市）
2 　　　〃 谷澤　功輝 ㈱濱㟢組 中予（松山市）
1 内装仕上げ施工　プラ床 山㟢　龍耶 ㈱フィックス 〃
1 　　　〃 安倍　龍太 　　 〃 〃
2 愛媛県知事賞 　　　〃 山内　功太 ㈲冨岡商会 〃
1 技能士会⻑賞 内装仕上げ施工　化粧フィルム 渡部　佑一 渡部内装（員外） 〃

1 　　　〃 山㟢　浩二 インテリアプラン㈱
トライアンフ 〃

2 　　　〃 ⾼須賀大樹 ㈱濱㟢組 〃

技能検定合格にあたって
　今回、化粧フィルムの技能士の資格をいただきました。再挑戦という事もあって、
検定の公示があってから気負いするばかりでした。クロス施工が主ななかで、化粧
フィルム施工では平面施工が多いので、検定内容の技術の⾼度さに戸惑うばかりで
した。検定の練習は、日々、仕事終了後の夜で、納得いくまで練習できず苦労しま
した。試験は時間と正確な仕上りが審査されるので、前回の反省を元にできるだけ
落ち着いて！と⾃分に言い聞かせてのぞみました。資格を頂いて思う事は、今後、
いろいろな化粧フィルムの施工に生かせる様、日々精進して参りたいと思います。
組合に⼊っていたおかげで、沢山の方にご指導頂き、いろいろなご協⼒をいただく
事ができての資格取得だと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。有難うございま
した。この資格は、昨年国家資格となりました。今後、沢山の方が受験されて資格
取得を目指してほしいなと思います。
� インテリアプラン㈱トライアンフ　山㟢　浩二

　私はこの試験が不安で堪りませんでした。
　⼊社して数年が経ち、多くの現場で仕事をさせてもらいましたが、それでも⾃分
の技量が向上している事に実感が持てませんでした。
　私が現場で、上司や先輩方からアドバイス等を一体どれほど受けたか分かりません。
　なので合格が発表された時は、仕事が終わり事務所での試験練習をやっていて本
当に良かったと今でも思っています。
　ようやく職⼈としてのスタートラインに立つことが出来ました。会社や周りの応
援して下さっている方々の期待に少しでも応えれるよう更に腕を磨き、数年後の一
級試験も無事に合格して、仕事を任せられる職⼈になりたいです。
　そしてあわよくば、今回のようにまた知事賞が頂けるよう頑張りたいと思います。
� ㈲冨岡商会　山内　功太

　表装 2級を16年ほど前に取得しましたが、日々の業務に追われ、 1級を受験する
タイミングが中々無かったのですが、今年ようやく挑戦することができ、合格する
ことが出来ました。
　今回合格できたのは、会社からのご⽀援、先輩方からのご指導のおかげであると
思っております。
　今回の合格を励みとし、今後も日々精進努⼒し、技術の向上、そして後輩たちへ
の技術継承をしていきたいと思います。
� ㈱インテリアヤギ　神谷　俊昭
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　去る11⽉13日、東京ビッグサイトにおいておこなわれました、青年部・次世代委員会全

国代表者会議に参加して参りました。事前アンケートに基づき、特に活動が活発な 6単組

の青年部会の活動報告が⾏われました。学校への出前授業や、外部講師を招いての会計管

理や働き方改革のセミナーを実施している青年部会もあり、私供の今後の活動において大

変参考になるお話が聞けました。その後、グループに分かれてディスカッションが⾏われ、

各県の青年部の方々と今後目指す方向性・⼿法について活発な議論ができました。その中

でも各単組共通の懸念は部会員の減少でした。年齢制限を55歳にひきあげて持ちこたえて

いる県もあり、愛媛においても直面している課題と思われます。業界衰退を避ける為にも、

魅⼒ある組織作りなど考えさせられ、今後の我々の活動に活かしていかなければと責任を

痛感する大変貴重な経験でした。

� 青年部会　西岡　哲男　

青年部・次世代全国代表者会議に参加して
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●通常総会の日程について●
　例年開催しております総会について、令和2年5月
26日（火）ホテルマイステイズ松山（松山市大手町1丁
目10−10）にて、予定しております。
　お忙しいところ恐縮ではございますが、ご関係者各
人お誘いあわせの上、ご参加いただきますようお願い
申し上げます。

お悔やみ申し上げます
▼（有）インテリア中川商事
　代表　中川　和男　殿（享年78歳）
　令和元年12月11日にご逝去されました。

　事業所名、事業所所在地、代表者名、電話番号、FAX番号等にご変更が生じた場合は、公益財団法
人日本防炎協会への変更申請が必要となります。
　組合ご加入時と同じく公益財団法人日本防炎協会へ直接ご連絡いただき、お手続きいただくことにな
りますが、ご不明な点等ございましたら組合事務局までお問い合わせ下さい。
　書類作成については、組合事務局にてお手伝いさせていただきますので、お手数ですが必ずご変更の
都度、ご申請いただきますようお願い致します。
　ご提出書類については、日本防炎協会ホームページにてご確認下さい。（http:/www.jfra.or.jp)

　　　　【ご連絡先】公益財団法人　日本防炎協会　大阪事務所（ご担当：中島氏）
　　　　　　　　　　　大阪府大阪市中央区農人橋2-1-30　谷町八木ビル1階
　　　　　　　　　　　TEL 06-6947-8845  /  FAX 06-6947-8846

組合ご加入時における防炎協会へのご申請内容のご変更について（防炎表示者認定内容）

●年末年始の業務について●
　12月27日（金）午前中まで。1月6日（月）より通常業務となります。
　2020年が、みなさんにとって素敵な年となりますように。


