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『たまごがたおそうじ
まどふきロボット「ノビール」
』
小笹小学校 2 年 山村 宥乃さんの作品
2017 年度（第 23 回）都市ビル環境の日
第 10 回「子ども絵画コンクール」優秀作品



福岡県 BM 協会 青年部 創設 25 周年

会員のみなさまから永年に亘り厚いご支援を賜っています福岡 BM 青年部は、お陰さまでこのほど創設 25
周年を迎えることができました。
四半世紀の歩みとともに、いまや福岡 BM 青年部は全国組織のトップリーダー
を担う存在へと成長することができました。
これも一重に福岡県協会員のみなさまのご厚誼の賜物であると創
設メンバーの一員として深く感謝申し上げます。
5 月 18 日に開催しました青年部総会ならびに記念式典において報告された研究研鑽活動の一端をご披
露します。

《29 年度研究実績》発表順
■筑後地区委員会：長年にわたりインスペクション機能の検証とその制度適用の地元行政への働きかけを
行ってきたが、29 年度は地元の北部九州豪雨災害を受けてその防災支援協定
（BCP 機能）
の在り方の検証を
進めた。
■福岡第二委員会：恒久・深刻化する人手不足問題を受けて、その雇用改善の一つの解決策として
「保育事
業 ( 助成金制度 )＝従事者向け託児所設置」
について多角的に検討を行った。
■福岡第一委員会：斯業の使命である公衆環境衛生の保全の観点から新たな感染症リスクの存在を検証し、
いわゆる感染弱者施設での適正管理システムの検討を行った。
■北九州委員会：地元に新設された大型スポーツスタジアムの施設管理実態を潜入調査。
今後の課題としては、地元業者としてその発注形態変化（指定管理者〜総合評価制度〜 PFI 建替え）への
対応の検討が望まれる。

《30 年度研究計画》
テーマ
『時代の風を読む』
＝新設の４委員会の活動計画
（１）労働魅力委員会：人手不足拍車の中、サービス他産業や大手の正社員雇用化対策が推進されてくる。
そ
の対抗策として、
地場中小零細としての職場環境改善＝魅力ある職場作りに取り組む。
（２）経営委員会：マーケティング指向＝将来ビジョン・競争優位の確立。
プロ経営者練成…… “社長の顔が
見えてくる企業文化”を考える。
（３）次世代育成委員会：「企業は人なり」黄金律に則り、次世代リーダー育成を図るため、青年部土俵をチャ
レンジの機会と捉え相互研鑽に努める。
（４）
サービス向上委員会：先進国の中で最も生産性の低い日本。一方、世界的に評価の高い日本のホスピタ


リティ。生産性＝サービス性とのギャップ
（＝価値観の溝）
を構造的に埋めていく作業を進める。
■本年度「全国 BM 青年部：全国大会」を 20 年ぶりに当地福岡にて今秋 10 月 4 日開催（都市ビル環境の
日行事連携）。小職・金子が主管する全協事業開発委員会の新 BM 事業開発ワーキングキャラバン隊も今夏
より東海〜近畿〜中国地区を横断して 10 月 4 日『都市ビル環境の日』シンポジウムに合流します。来るべき
日に寄るべき協会員有志の集合を待ち望みます。

（公社）福岡県ビルメンテナンス協会 青年部

第16代 部長就任のご挨拶
株式会社 愛光ビルサービス

野田

始

福岡県ビルメンテナンス協会関係各社の皆様こんにちは。
平成30年度福岡県ビルメンテナンス協会青年部第16代青
年部部長に就任させていただくことになりました（株）愛光ビ
ルサービスの野田始でございます。
昨今、ビルメンテナンス業界は人材不足・価格競争など、
今後経営するにあたっての懸念材料や不安要素が多く、厳し
い時代の流れに直面しています。
このような問題と真摯に向
き合い、どのように打開して行くかは、業界に新風を吹き込
む新たなリーダーを育成できる青年部しかないのではない
かと考えます。
野田新部長（左）
と谷川前部長（右）

今年度は青年部創立25周年事業に加え、
「都市ビル環境

の日」
との同日程でBM青年部全国大会が福岡で開催される事となりました。青年部にとっても大きな事業
が重なり、何かと忙しい一年となります。青年部委員会の活動方針としては、
「労働魅力委員会」
「経営委員
会」
「次世代育成委員会」
「サービス向上委員会」の４委員会を新設し、独自の活動に取り組みます。
青年部は、メンバーに機会を提供し、同じ目標に向けて共に乗り越えていく姿勢を通して、互いの成長を
実感できる場です。また、メンバー一人ひとりが他人事ではなく、業界の未来に真剣に向き合うことによっ
て、
これからの発展に力強く貢献するリーダーを育成する場でもあります。
諸先輩方が愛情を注いで創り上げてくれた青年部は、並々ならぬ情熱と汗によって今日に至ります。私
自身もその実績をしっかりと受け継ぎ、人として成長しつつ、次世代のリーダー達へバトンを渡したいと思
います。
今期一年、確固たる信念のもと、価値あることには思い切ってチャレンジしたいと思います。歴代部長に
負けないよう、仲間と共に素晴らしい青年部を創り上げるべく張り切って頑張ります。何卒これからも、福岡
県ビルメンテナンス協会青年部をよろしくお願い申し上げます。


九州ビルサービス株式会社は、2018 年３月からベトナム人の技能実習生を６人受入れています。
６人は現在、
久留米市内の大学病院で清掃業務に携わっています。
同社に技能実習生の受入れについて感想を伺いました。

外国人技能実習生の受入れに関して
回答：九州ビルサービス
（株）営業二課 横尾 吉栄
外国人技能実習生受け入れに関するＱ＆Ａ

ました。
とにかく「覚えが
早い」
「非常に意欲的」と

Ｑ１ 「外国人技能実習生」を受け入れた際に大変だっ

いった印象です。配属後、

たことは？

1 ヶ 月 足 ら ず で ポ リッ

Ａ１

弊社が受入れを決めたのが昨年の７月。会社と

シャーをかけている実習

しても初めての試みでしたが、上席や監理団体の方のサ

生もいます。技術面に関

ポートやご助言をいただきつつ、現地採用や受入れのた

しては、何ら支障はない

めのミーティング（月２回）を行うなど試行錯誤をしなが
ら進めてきました。
現地ベトナムへの渡航、事前準備、実

▲作業風景
（中心はメンター）

ものと思 われます。大 変
優秀だと感じています。

習生のための資料作成、現場の職員への説明、言葉や文
化の違いなど大変なことは数多くありましたが、私自身、

Ｑ５ なぜベトナムを選んだのですか？

この受入れの担当をさせていただく中で様々な気づき

Ａ５ 国民気質はそれぞれですが、大きく①日本人とよく

や出会いをいただけたことをとても有難く思っています。

似た気質
（真面目で勤勉、控えめ）
②日本の製品や文化に
親しみを持っており親日的
（ベトナムの生活に日本企業、日

Ｑ２

費用はどのくらいかかりますか？

本製品が深く関わっている）
③忍耐強く手先が器用（日本

Ａ２

弊社の場合、6 名採用で 5 年間の見積り額は

の大手企業もベトナム人の手先の器用さを認め、500 以

7,000 万円程度です（単純に一人当たり月 20 万円程

上の企業が工場進出しています）
の 3 点が挙げられます。

度）。
これに、生活に必要な備品（消耗品は初回だけ準
備）、現地への渡航費なども企業側の負担となります。
こ

Ｑ６

れらの金額は監理団体によって違いはありますが、初め

Ａ６ 昨年 8 月に 3 泊 4 日で現地（ベトナム国ハノイ市）

て受け入れるのであれば
（金額も大切ですが）
、サービス

へ弊社代表の古村と上席の高橋と 3 人で訪越しました。

がよく、フォローもしっかり行ってくれる監理団体を選ぶ

渡航費、宿泊費は企業負担でした。
ノイバイ空港では、現

ことをお勧めします。

現地採用はどのように行ったのですか？

地送出し機関のトゥエンさんが流暢な日本語で出迎え、
その後 4 日間、私どもと同行してくれました。2 日目に現

Ｑ３ 日本語は通じるのですか？

地送出しの教育機関で 18 名面接を行いました。
弊社は

Ａ３ まず、驚いたのが学習能力の高さと意欲。現地面

6 名採用予定でしたので、その 3 倍の 18 名が面接人数

接の際、面接者全員が日本語で約 1 分間程度、
スピーチ

になるようです。
「言葉も通じないのに採用基準はどうす

を行い、（研修機関や個人差はあると思いますが）配属

れば良いのか？」
という疑念がありましたが、採用者 6 名

時には簡単な挨拶などは話せるようになっていました。

中 5 名が一致。選考した一番の理由は「笑顔」がパッと

企業配属前に「これだけは話せるようになっておいてほ

出るか、そこでした。
こればかりは本人の素養が大きいと

しい挨拶」と「具体的なマナー・接遇の徹底」を監理団

思われます。実際、周囲からも可愛がられる、熱心な良い

体に伝え、研修項目に追加して繰り返し指導してもらうな

人材を採用できたと感じています。

どの事前準備を行うことで、配属後の実習生の心的負担
やハードルを下げることができます。配属後、何度か現

Ｑ７

場と寮を訪問しましたが、日本語の会話力は全員が確実

行っていますか？

に上がっており、あと数ヶ月もすれば普通に会話ができ

Ａ７

実習期間の延長に関して、どのような取り組みを
実習期間を 3 年から 5 年に延長するためには、

るのではないかと先が楽しみです。4 月に監理団体の方

「優良な実習実施者の要件」をクリアする必要がありま

と寮を視察した際、各部屋におびただしい数の日本語が

す。
全 6 項目 120 点満点で 6 割以上を取得した企業の

書かれた付箋が貼られ、とても勉強熱心で、私自身も見

み延長が可能となります。現在、弊社が取り組んでいる

習うべき点が多々あると感じました。

内容として
①「技能等の習得等に係る実績 (70 点 )」……実習生一

Ｑ４



実習生の勤務態度や技術面はどうですか？

人一人に専任の指導員（メンター）を付けることで、より

Ａ４ 弊社は 18 〜 24 歳の女性 6 名を採用し、配属し

質の高い技能習得を目指しています。社内の研修会に

実習生たちを積極的に参加させ、技術の向上・技能の

が有難いのですが、外国人実習制度におけるトラブル・

習得を図っています。
その際、実習生がより理解できるよ

問題はニュースでも多く報道されています。それに対し

う、（監理団体によって差はあると思いますが）事前に監

て、適正な価格も含めて、監理団体の良し悪しを判断す

理団体の通訳に依頼し、資料を翻訳してもらいました。

るだけの情報・知識も弊社にはありませんでした。過剰

研修会当日にも同席し、協力していただきました。

なサービスに高額な費用を支払うか、ある程度企業自ら

②「相談・支援体制 (15 点 )」……前述のメンター制度

技能実習生を管理してランニングコストを抑えるかなど

に加え、（これも監理団体によって差はあると思います

の判断に迷いましたが、初めて受け入れる弊社にとって

が）組合から実習生に通訳直通の携帯電話が貸与され、

監理団体の選定でもっとも重要なのは、「監理について

有事の際は実習生⇔監理団体⇔企業担当者が密に連

きちんと理解出来ており、実習生にとって最適な技能習

絡が取れる体制を作っています。実際、先月上旬に実習

得の環境を整備できるか？」という点です。
①日本語の教

生の一人が怪我をして私が病院に連れて行った際、細か

育体制が整っているか？ ②ビルクリーニングのマニュ

なニュアンスを伝える時に、通訳の方と医師が直接携帯

アル、機材が整っているか？ ③どのようなカリキュラム

電話で話をすることがで

で講習が行われ、技術・語学レベルにどこまで責任を

きました。実習生本人に

負ってくれるのか？ ④実習生入国後の監理体制・レ

もきちんと説明していた

スポンスなどなど、必要とされる条件は多く、条件を満た

だき、大変助かりました。

す監理団体を探すことは容易ではありません。
そうした

③「地 域 社 会との 共 生

中、「ビルクリーニング職種の外国人技能実習制度事業

(10 点 )」…… 3 月末に

に賛同・協力する監理団体」の存在を知り、全国ビルメ

お 花 見の席を設 けまし

ンテナンス協会より紹介を受けることとなりました。

た。実習生たちは桜を観
▲花見風景
（小頭町公園にて）

るの が 初 めてでしたの
で、とても喜んでくれまし

た。今後も地域社会との交流や日本文化に触れあう機会
を設けて共生を図ってまいります。
Ｑ８

配属までの教育はどのようなことを行いますか？

Ａ８

主な内容は以下の通りです。

■学科

※１

・日本語基礎（ひらがな・カタカナ・漢字等）の簡単な
会話

▲研修風景
（弊社研修棟にて・手前が実習生と通訳）

Ｑ10

今後、技能実習生を受け入れることを考えている

・標準日本語、会話、専門用語（※２受入れ職種毎）

企業のかたへ

・日本の法律、
マナー、
公衆道徳、
日本の生活習慣

Ａ10 まだまだ手探りの段階ですが、実習生を受け入

・５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）

れた効果として、

・報告、連絡、相談（報連相）
の重要性

①職場が明るくなった：現場で働いてくださるスタッフ

※１

弊社が利用した送出し機関では、全 9 回のテスト

（弊社は「キャスト」と呼んでいます）の方々の高齢化が

が行われ、そのテスト結果をメールで送っていただいて

進む中、18 歳〜 24 歳の笑顔を絶やさない彼女たちの

いました。細かい学習状況を送ってくれたので、状況把

存在は、周囲に良い影響を与えています。

握に役立ちました。

②気づかされることがあった：
「外から見る日本」ではあ

※２

弊社は入国後すぐの２月上旬に現場で必要な挨

りませんが、挨拶・マナー接遇など愚直に一生懸命して

拶、立ち居振る舞い、分離礼などを実際に研修所へ指導

いる彼女たちの姿を見て、日本人である自分たちのほう

に伺いました。監理団体に、残り１ヶ月で
「これだけは」
と

ができていないと感じています。

いう項目を習得するよう申し送りをしてきました。３月の
配属時点で完璧にできるようになっていました。

＊
最後に、
技能実習生を受け入れる際は、
責任を持ってや

■生活

り遂げる担当者が必要かと思います。
労働力の提供（不

・集団協調性と忍耐力、
持久力の訓練

足・高齢化など）に関する問題点を解決し、
「お客様に質

・清掃（食堂、他施設内）、衛生面の重要性

の高い労働力を提供するための一助になれば」
と考え、受
入れを開始したのですが、もちろん、ご理解のある有難い

Ｑ９

監理団体はどうやって選んだのですか？

Ａ９

監理団体にお支払いする費用には、大きな差が

あります。当然受け入れをする弊社にとっては安いほう

お客様があってのことだと考えます。
今後、お客様の声、現
場の声などをヒアリングするなど、更に検証を重ねて今後
の方向性を見定めていきたいと考えております。


株式会社 大川ビル管理

最終回

2. 木柱のクリーニング

業務部

古賀

孝

室内の木柱には紫外線での焼けが少ないため、

⑦ 柱のアク洗い

白身を必要以上に戻すことは避けて希釈 5 倍以上

Ⅳ 漂白・カビ落とし

で塗布することが妥当です。

アク洗い直後では、木柱には水拭き等の水分が

ゴマのようなカビや苔が原因で木柱にそれらの色

残ったままで濡れた木柱は依然黒っぽく濃い色のま

素が移ってアク洗いでは取れない場合は、その箇所

まですが、表面が乾燥し始めると木の赤身が現れ

に柱の繊維方向に沿って新しいカッターナイフの刃

始めます。この時にアクの黒みが残っている場合は、

先で柱に細く1mm くらいの浅い傷を入れ ( 写真①)

再度アク洗いを行います。再度アク洗いを行う場合

ノーベル A･B 約 10 倍希釈を塗布しすると色素が抜

も、木柱の 1 面全体を薬剤塗布し黒みが残ってい

けるようになります。細いカッターナイフ傷は木が水

る部分をブラッシングまたは柔らかいスポンジで修

分を含んで膨らむので目立たなくなります。深い傷

正して水拭きします。再度アク洗いすると他の柱と

を入れてしまうと脱色の深さが原因で、斑点のような

の赤身に差が出るので、なるだけアク残りを避ける

脱色跡が残るので注意してください。

ように初回の洗いで対処することを勧めます。赤松
など、松系の木柱はヤニが湧出しやすくアク洗いで
は除去できないので、まずヤニの塊を剥ぎ落とし、
ベンジンまたはトルエンなどの石油系溶剤を使うと
表面のヤニを抜くことができます。
柾目の場合はアク洗いの結果がわかり易く、全体
の色合いも整えやすいためスムーズに作業が行えま
す。しかし、板目の柱は節に近い部材が多いため木
の色が濃く出ますが、板目は年輪の紋様の現われ方
が重要ですので紋様を際立たせる意味で年輪の紋
様に沿って作業を行い、ブラッシングによる毛羽立
ちには特に注意し、力を抑えたほうがいいでしょう。
アク洗い乾燥後、杉や檜などの白木の場合、アク
洗いでは本来の白身が戻りにくいため、次亜塩素酸
系漂白剤で白身を出します。ミヤキの製品で言うな
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らばノーベル A･B 剤を使用し、希釈倍率も3 倍以上

なお、ノーベルなどの仕上げ段階では漂白効果

でナイロン刷毛にて塗布します。外柱や古材の場合

に時間がかかったりするので、その時の色合いで濃

は特にアクの黒みを抜きたいがために倍率を濃くし

度をかえたり再塗布は控えてください。固めの木柱、

てしまいがちですが、次亜塩素酸のアルカリ質で木

たとえばヒバ・欅・樫などは薬剤が浸透しにくく半日

表面が荒れやすくなり、乾燥後に繊維が細かく毛羽

以上経ってから色が白く冷めたり、表面の繊維が必

立ってしまい次亜塩素酸によって脱色され、日光に

要以上に脱色してしまい風合いがなくなったりするの

よってキラキラと光ってしまうことがあります。また、

で、再塗布などは時間を置いてからするようにします。

ノーベルの場合、乾燥後に塩分が残りやすいので、

漂白はアク洗い後の、あくまでもカビ落としや白木に

塗布 5 分後に水拭きを行ったほうがいいようです。

戻す 1 つの工程ですので、黒みが取れて白身があ

れば白くする必要もないので、とくに室内の経年の

10 倍程度にし赤身を控えたほうがいいでしょう。ま

浅い木柱については漂白の工程を省いても問題あり

た、染み抜きで注意しなければならないのはヒバ材

ません。

や栗はレブライト等の酸によって翌日に黒色化する
ので使用を控えるようにします。仮にレブライト等で

Ⅴ 染み抜き・赤身戻し
アク洗いまたは漂白後に十分乾燥させた後に、

黒色化した場合は、ノーベル A･B またはミヤキ製の
マイルドスーパーの 10 倍希釈を塗布してください。

木柱の赤身を出していきます。また、アク洗い後に

参考までに、杉などの木柱のアク洗いはアクロン

目立つ雨シミや汚れシミなどを抜きます。なお、漂

A･B などのアク洗い洗剤がなくても、レブライト等の

白を先にするか、染み抜きを先にするかは薬剤メー

染み抜き剤でも軽く洗えます。染み抜き剤の 10 倍

カーによると染み抜きをしたあとに漂白を勧めてい

希釈を塗布し白ナイロンで擦り、再度レブライトを塗

るようです。私個人的にはアク洗いは黒みを取るこ

布し水拭きを行えば、黒みがとれ赤身が戻ります。

とはもちろん、赤身戻しと染み抜きの工程を最終の

こざっぱりとして一新した仕上がりになるので、予算

仕上げとして考えているため、この工程の流れで説

的に厳しい場合には有効な手法です。

明させて頂きます。また、塩素漂白後は木柱の表

ここまでの工程において、1 つ 1 つの作業後に乾

面がアルカリ性に寄ったままなので、木質の中和処

燥時間を設けて、木柱の表面が乾いた状態で次の

理とカビシミの除去も含めてアク洗いの最終仕上げ

作業を、特に薬品の濃度を決めるようにすることが、

として染み抜きを行うようにしています。ただし、注

木柱の色合いや風合いをベストな仕上がりにする重

意しなければならないのは、塩素系の漂白剤を使っ

要な要素でもあります。

たあとに酸性の染み抜き剤を使うので、塩素ガスが
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発生しやすいことです。どちらの薬剤も希釈濃度が
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薄くても乾いていない状態で使用すると必ずガスが
発生するので、表面が乾燥していることを確認する
か、半日以上の時間経過後にて使用することを守っ
てください。

Ⅵ 研磨仕上げ
アク洗いの仕上げとして表面の研磨を行うと、よ

アク洗い後の染み抜きは、シュウ酸もしくはミヤ

り一層見栄えがよくなります。外柱の荒れたささくれ

キ製のレブライトを使います。染み抜きは室内木柱

部分や薬剤で起きた毛羽立ちをサンドペーパーで

約 5 倍以上で、屋外木柱で 3 倍希釈程度で塗布し

研磨します。表面の荒れたささくれはささくれ方向

ます。刷毛はナイロン製でも獣毛刷毛でも構いませ

に逆らわず繊維方向に沿って 80 〜 120 番の木研

ん。獣毛刷毛のほうが水含みがよく、塗布面に馴

磨用サンドペーパーで落とし、細かい毛羽立ちは

染みやすいため使い勝手がよいのですが、染み抜

120 〜 240 番を同様に使うと毛羽立ちが目立たな

き前に塩素漂白の濃度が 3 倍などの濃い場合は獣

くなります。特にアク洗い後にシリコン系の保護剤

毛がアルカリで溶けて千切れを起こすことがよくある

を塗布する場合は、研磨することによって木柱の表

ので、
獣毛刷毛を使う場合は注意が必要です。また、

面の仕上がりに差が現れるので、ぜひ研磨の 1 工

屋外の木柱は表面がささくれていたり荒れているた

程を加えてください。

め、獣毛が千切れやすいことも覚えておいたほうが
いいでしょう。

以上、木柱のクリーニングのツボをお伝えしま

染み抜きは塗布後にすぐに反応するので、染み抜

したが、今月号をもって
「業務の“ツボ”」の連載を

き塗布だけでは取れない雨シミや汚れシミを柔らか

終わらせていただきます。なお、現在ちょっとし

い白ナイロンで擦ります。雨シミは前節｢シミ抜き｣の

た業務のヒントとなる “業務の小ツボ（仮名）” の

要領で行います。おおよそ染み抜きを行えばアクの
黒みが抜け赤身が戻りますが、松系は特に強い赤
身が全体的に現れやすく、染み抜きの希釈濃度は

ネタを集めていますので、機会がございました
ら、またお目にかかりたいと思います。長らくご
愛読いただき、
ありがとうございました。



瑞宝単光章受章おめでとうございます
平成３０年春の叙勲の授章式が風薫る 5 月 10 日に行われ、宮木
英一氏〔九州美装（株）常務取締役〕が瑞宝単光章受章の栄誉に浴され
ました。
当日、厚生労働省での伝達式に臨まれたあと、皇居に参内され陛下
に拝謁の栄を受けられました。永年に亘り技能検定委員として業界へ
の貢献度が高く、建築物環境衛生事業に尽力された功績が特に顕著で
あると認められたもので、心からお喜び申し上げます。

ᵔ
6 水

ᵔ
13：00〜 教育研修委員会
13：30〜 雇用促進支援部会
14：00〜 県協会講師・指導員研修会
於：ももちパレス

7 木

第15回
福岡県ビルクリーニング技能競技大会
於：ももちパレス

9 土

10：30〜
第40回 アビリンピック福岡2018
於：国立県営福岡障害者職業能力開発校
（北九州市若松区）

15 金

貯水槽清掃作業従事者研修（北九州）

21 木

貯水槽清掃作業従事者研修（福岡）

25 月

14：00〜 第98回 理事会

28 木

貯水槽清掃作業従事者研修（久留米）

於：パークサイドビル
於：福岡県自治会館

【 福岡地区 】
3日 ほたる祭（東峰村）
9日 白糸の滝開き（糸島市／白糸の滝）
17日 山田堰通水式〈三連水車の回り始め〉（朝倉市）

【 北九州地区 】
上旬 とばた菖蒲まつり（北九州市戸畑区）
中旬 若松あじさい祭り（北九州市若松区）
30日 髙倉神社夏越祭（岡垣町／髙倉神社）

【 筑豊地区 】
1日 金山あじさい園まつり〈〜下旬〉（糸田町）
10日 赤村トロッコ油須原線運行（赤村）

【 筑後地区 】
1日 高良大社川渡祭（へこかき）〈〜2日〉（久留米市）

於：県協会会議室
於：久留米ビジネスプラザ

上旬 八女茶山唄日本一大会（八女市黒木町）
紹介している催しは、場合によっては変更されることが
あります。お出かけの際は各市町村に確認してください。

第57回

福岡県BM協会ゴルフ大会 開催

講習会のお知らせ

清掃作業従事者研修会（集合教育）
〔基礎コースⅠ〕
研修目的 この研修は、厚生労働大臣登録従事者研修
実施団体としての「清掃作業従事者研修実施要領」に基
づいて、福岡県保健医療介護部生活衛生課の御指導・御

開催日▶ 平成30年4月20日
（金）
場 所▶ 福岡カンツリー倶楽部 和白コース
参加者▶ 27名
優勝者▶ ニューゼネラル商事（株） 重藤 知司
Message from Winner
皆様、こんにちは。
協会の懇親ゴルフのお世話をさせて頂いてお
ります調査広報委員会の重藤です。
今回は、お陰様で運よくハンディ
が付き、優勝することが出来きました。
有難うございました。
いつも開
催日の天気が心配なのですが、写真でもお分かりのように参加され
た皆様の日頃の行いの良さで、雲一つない絶好のゴルフ日和となり
ました。
事故やケガもなく、
参加された方々には、
楽しい時間を過ごし
て頂けたのではないかと思います。
次回は、
１０月５日
（金）
に福岡カンツリー倶楽部にて、全国のＢＭ
協会の青年部の方々と合同でコンペを開催致します。
豪華賞品を取
り揃えて開催致しますので、奮ってご参加下さいますようお願い申し
上げます。


協力を得て、事業登録を行っている事業所の従事者に対
して、集合教育を実施するものです。

■北九州会場
・開催日時
・会
場
■福岡会場
・開催日時
・会
場

平成30年7月3日
（火）
北九州パレス
平成30年7月10日
（火）
ももちパレス

＊申込 受 付 期 間は、当 協 会のホームページで
ご 確 認ください。
毎月10日は
「災害発生報告書」提出締切日です。

お忘れなく 毎週金曜日は知事登録業務相談窓口開設日です。
（申込みは、該当週の水曜日まで）

