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会長挨拶 行政・関係団体の方々 顧問団・市議会議員懇談会の方々 

ご挨拶される海老井悦子副知事 

衛藤政連理事長挨拶 ご挨拶される 
井上県議会議員 

ご挨拶される 
打越福岡市議会議員 

　新春恒例の（社）福岡県ビルメンテナンス協会賀詞交歓会は平成19年1月
15日（月）福岡サンパレス2F大ホールで行われた。 
　当日は来賓招待者25名、正会員100社163名、賛助会員22社55名、合計243名
が参加し、新春の門出を祝った。 
　古賀副会長が開会の辞を行ったあと、青木会長が年頭の挨拶を行い、新公
益法人法による公益社団法人化に向けての協会改革に、会員の皆様の今後更
なるご理解ご協力をお願いをした。 
　ここで、本日ご出席のご来賓の紹介を行い、麻生福岡県知事（代読：海老 
井福岡県副知事）から丁重な祝辞を頂戴したあと、顧問団・議員懇談会の紹
介を行い、衛藤政連理事長が挨拶を行った。顧問団を代表して井上福岡県議
会議員、福岡・北九州両市議会議員懇談会を代表して打越福岡市議会議員か
ら協会の正常な発展に協力を惜しまないとする力強いご挨拶を頂いた。 
　また、野原理事から本年度の福岡県議会議員選挙出馬表明が行われた。 
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福岡県議会議員選挙出馬表明 
する野原理事 

　このあと祝電披露があり、鏡割りと続き、田古嶋賛
助会長の乾杯の音頭で、新春の宴は始まった。 
　その後、会場ではアトラクションとして、福岡県出
身の女性ボーカリストが花を添え、開運抽選会で今年
の運勢を占った。 
　宴はいやがうえにも盛り上がり、奥村福岡県警備業
協会会長のご発声による万歳三唱の後じゃんけんゲー

ム大会を行い、藤委員長の閉会の辞で予定より1時間遅く
午後7時盛会裡に全てを終了した。 
　なお、じゃんけんゲームで優勝した（株）九州事業セン
ターの梅津専務取締役のご好意により優勝賞金は福祉事業
に寄付することとなりました。ご参加頂いた皆様にも厚く
お礼申し上げます。なお、寄付の詳細につきましては、処
理完了後改めてお知らせ致します。 

総勢19名で盛大に行われた鏡割り 

田古嶋賛助会長の音頭で乾杯 

地元のボーカリストによるステージ 
開運抽選会でもお手伝い頂きました 

抽選を行う会長 抽選を行う稲員福岡市議会議員 じゃんけんゲームで優勝した九州 
事業センター梅津専務取締役 

万歳三唱の音頭をとる 
奥村福岡県警備業協会会長 

平成19年賀詞交歓会招待出席者 （敬称略） 

行政関係 

関係団体 

顧問団／議員懇談会 

福岡県副知事 
福岡県 保健福祉部 理事兼医監 
福岡県 保健福祉部 生活衛生課 課長補佐 
福岡県 保健福祉部 生活衛生課 技術主査 
 

海老井悦子 
岡本　浩二 
中村香代子 
田原　徳三 

（社）福岡県警備業協会 会長 
（社）福岡県警備業協会 専務理事 
（社）福岡県建築士会 副会長 
（社）福岡県産業廃棄物協会 専務理事 
（社）高層住宅管理業協会九州地方支部 副支部長 
福岡県管工事業協同組合連合会 専務理事 
 

奥村　芳幸 
彌中　敏治 
上村公仁隆 
栗本　正弘 
吉村　哲夫 
松隈　大穂 
 

福岡県ペストコントロール協会 副会長 
福岡ガラス外装クリーニング協会 副会長 

草野　俊行 
吉田　敏次 

福岡県議会議長 
 
福岡県議会議員 
福岡市議会議員 
福岡市議会議員 
福岡市議会議員 
福岡市議会議員 
北九州市議会議員 

藤田　陽三 
（代理　福永　慎也） 

井上　貴博 
石村　一明 
稲員大三郎 
津田　隆士 
打越　基安 
木村　年伸 

（代理　西村　英之） 
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本年度の講習会は、会場等の都合により例年より早
く始まりました。新年早々の土日を含む4日間の講習
会となり業務ご多忙な中、ご指導下さった講師・指
導員の皆様大変お疲れ様でした。 
また、受講生の皆様は、講習会終了後すぐの17日か
ら検定試験が始まりますが、全力投球で臨まれ全員
合格を目指して頑張って下さい。 

日　時　平成19年1月15日（月）14:00～15:30 
場　所　福岡サンパレスホテル 
出席者　青木、北方、古賀、金子、松岡、松延、藤、松本、
　　　　末吉　各理事 
　　　　大江、峯、梶山、山川、渡辺、掛橋、西村、野形、 
　　　　谷川　各委員 
　　　　芳村事務局長、三浦 
協議事項 
１．平成19年賀詞交歓会の運営について(藤) 
　厚生広報委員会提案の開催要領の通りとしたが、鏡
割り登壇者については、福岡県より2名・関係各団体よ
り1名（計7名）・顧問団／議員懇談会出席議員全員6名・
協会三役・相談役・政治連盟理事長の合計20名にて
行うこととした。 

２．ホームページのリンクについて(西村) 

ワーキンググループ提案通り承認 
3．平成18年度経営者セミナー開催について(松本) 
　委員会提案の下記実施要領の通り承認 
開催日時　平成19年2月16日（金）14時より 
開催場所　福岡県自治会館 
テ ー マ　「指定管理者の参入パターンと実績事例」 
講　　師　（株）ビルネット　代表取締役社長　海野　勝至 

4．「都市ビル環境の日」拡大委員会について(松本) 
　提案通り2月5日（月）運営委員会終了後開催で承認 
5．安全衛生診断総括表の配付要領について(松延) 
　委員会提案通り承認 
6．九州地区本部の藤田ビル賃貸契約における 

　賃借人の名義変更に対する同意について(青木) 
変更前　賃借人　九州地区本部　保証人　全協 
変更後　賃借人　九州メンテナンス協会　保証人　

平成18年度 ビルクリーニング技能検定実技 
直前講習会開催される 
平成19年1月11日（木）～14日（日） 
於：福岡勤労青少年文化センター（ももちパレス） 

 今年の講習会は合間を見て昼食を摂るなど昼
休みなしで行われたが、予定の17時では終わ
らず夜遅くまで熱心に指導が行われました。 

事務局：三浦 

実技ペーパー試験問題の採点を 
行う金子講師団長 

A・B・Ｃコート 
課題「弾性床材表面洗浄作業」の練習風景 

指導方法の打ち合わせを行う講師・ 
指導員の方々 

課題の順番待ちの時間を利用しての 
個人練習 

Dコート 
課題「弾性床材表面洗浄作業」の練習風景 

課題「カーペットの汚れ取り作業」の練習風景 

課題「ガラス面洗浄作業」の 
練習風景 

各課題とも講師・指導員の方が 
横に付いての熱血指導風景が随 
所に見られました。 



毎月10日は災害発生報告書提出締切日です。 

3月は知事登録相談室業務は休みます 

平成19年  2月 行事予定表 

業界のタイムリーな情報をお手元に 

14：00　総務財政委員会 2 金 

ビルクリーニング技能検定学科試験 4 日 於：福岡国際会議場 

13：00　第6回公益社団法人化特別委員会 
14：30　第71回運営委員会 5 月 於：県協会事務局会議室 

於：県協会事務局会議室 

15：00　役員・運営委員選考委員会 8 木 

10：00　九州地区本部会議 14 水 

於：県協会事務局会議室 

於：県協会事務局会議室 

経営者セミナー 16 金 於：福岡県自治会館 

防除作業従事者研修会（福岡） 20 火 於：福岡県自治会館 

清掃作業従事者研修会（入門コース） 21 水 於：福岡県自治会館 

清掃作業従事者研修会（基礎Ⅰコース） 22 木 於：福岡県自治会館 

（株）九州ビルサービス福岡 

楠田　誠さん 

我が社のホープ 我が社のホープ 

飲みっぷりもすばらしく、体型に劣らずスポーツ万能な若
手社員です。性格も明るく人なつっこく、営業マンとして
の素質もあり、これからの活躍に期待が持てる我社のホ
ープです。 

年　　齢／ 
勤務年数／ 
処世訓・モットー／ 
趣　　味／　　 
特　　技／　　　 
上司からの一言　　　 

27歳 
2ヶ月 
誠実・自立・感謝 
お酒（焼酎　芋） 
サッカー、スノーボード 

会員に関する各種変更のお知らせ 

 変更事項　役　職　変更日　平成18年12月 

【新】 

【旧】 

常務取締役福岡支店長 

取締役支店長 

河野政治 

河野政治 

株式会社　千代田　福岡支店 
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九州地区本部 
同意について承認 
7．平成18年度空気調和・衛生工学会九州支部講習会に

対する協賛依頼の取り扱いについて(芳村) 
　依頼通り協賛することで承認 
8．ビル管理技術者セミナーの開催について(松岡) 
　委員会提案通り承認 
 
報告事項 
Ⅰ．各委員会開催報告 

1.厚生広報委員会（藤）　 
開催日　平成18年12月12日（水） 
出席者　8名 
議題 
①平成19年賀詞交歓会開催要領について 
②公益社団法人化について 
③ビルメンFUKUOKAの編集について 

2.事業委員会（梶山） 
開催日　平成19年1月12日（金） 
出席者　17名（内2名講習会指導） 
議題 
①ビル管理技術者セミナーについて 
②平成19年度事業委員会活動計画について 
報告事項 
①ビルクリーニング技能検定について 
②知事登録相談室について 
③公益社団法人化について 
3.第5回公益社団法人化特別委員会（金子） 
開催日　平成19年1月15日（月） 
出席者　10名 
議題 
①座長の取り組み状況報告 
②19年度定例総会における公益社団法人化に関す
　る組織改革方針の承認について 
③各委員の意見・提案・報告について 

Ⅱ．ビルクリーニング技能検定実技直前講習会報告（梶山） 
1月11日（木）～14日（日）ももちパレスにおいて開催。58
名受講申込56名受講 
Ⅲ．その他 

　末吉相談役より「都市ビル環境の日」の行事内容に
ついて見直しを行う時期に来ているのではないかとの
提案があった。ワーキンググループ提案通り承認 

事務局からのお知らせ 


