
地区協活動報告一覧 (釧路)

2008年1月24日/釧路地区協議会 新年会開催

1月24日阿寒湖畔ホテルエメラルドで釧路地区協議会の新年会を参加人員18名で開催しました。
吉田会長の挨拶に続き、古屋副会長の乾杯の音頭で宴会がスタートし、ビンゴゲーム、カラオケ等で時間も忘れ、大い
に盛り上がりました。 

 

 

会長挨拶

 

会長挨拶
 

乾杯

 

宴会

2007年12月5日/釧路地区協議会 臨時総会開催

　12月5日釧路全日空ホテルにおいて、釧路地区協議会臨時総会が開催されました。
　臨時総会の議題は、七野会長より体調不良による辞任の申し入れがあり、辞任が了承され、後任に(株)セントラルビ
ルサービス代表取締役社長の吉田潤司氏が満場一致で選出されました。
　吉田新会長挨拶
　　「協会員相互の協力と、より一層の信頼を築き、ビルメンテナンス業の発展と協会員各社の繁栄に尽力します。」
　臨時総会終了後は、恒例の北海道警備業協会釧路支部との合同忘年会が開催されました。

　▼釧路地区協議会新役員

役　　職 氏　　　　名 所　　　　　　　属

会　長 吉田　潤司 (株)セントラルビルサービス

副会長 古屋　雅晴 太平ビルサービス(株)釧路支店

事務局長 吉田　均 (株)ベルックス釧路営業所

理　事 佐々木　廣記 太平洋美装(株)

理　事 七野　修二 (株)東洋美装

理　事 井澤　義雄 (株)東洋実業釧路営業所

監　事 空　洋介 協和総合管理(株)釧路支社
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監　事 臼井　尚樹 広栄メンテナンス(株)

顧　問 臼井　勝也 広栄メンテナンス(株)

 

 

吉田新会長挨拶

 

臨時総会
 

合同忘年会

 

合同忘年会
 

合同忘年会

 

合同忘年会

2007年10月17日/釧路地区協議会パークゴルフ大会

１０月１７日釧路地区協議会のパークゴルフ大会を阿寒休養村パークゴルフ場で(参加３０名)実施しました。
紅葉も色づき、自然豊かな阿寒の森の中で、珍プレー、好プレーの続出で、秋の一時を楽しみました。

競技結果

団体優勝　協和総合管理
団体２位　東洋美装
団体３位　北海道クリーンシステム

個人優勝　野津　達司(太平ビルサービス)
個人２位　目黒　信夫(協和総合管理)
個人３位　佐藤　邦剛(協和総合管理) 
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競技前

 

競技風景1
 

競技風景2

 

競技風景3
 

競技風景4

 

食事風景1
 

食事風景2

 

食事風景3

2007年8月8日/釧路地区協議会　平成19年度清掃奉仕活動

　釧路地区協議会では、地域社会への感謝を込めた奉仕活動の一環として毎年行っている清掃活動を、4日間の日程で
総勢20社93名の参加者で行いました。
　当該活動は、昭和57年から継続的に地域の名所旧跡、公共施設等の石碑、ガラス清掃、草刈り、ゴミ拾いなどを行っ
ており、各地行政機関から「さすがプロの仕事」と高い評価を受けており、業界のPRにも一役買っております。

　6月14日　羅臼町(羅臼間欠泉、熊越橋、オジロ橋)
　7月11日　標津町(野付半島会津藩士顕彰碑)
　8月 6日　根室市(根室市立こまば保育園)
　8月 6日　中標津町(賛太陽像、尾崎豊之象、殉公孝之碑)
　8月 8日　釧路市(米町公園展望台、啄木歌碑、釧路港修築碑、港文館啄木の象、栄町平和公園戦災記念碑、嵯峨久翁
頌徳碑、佐野氏紀行碑) 
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駒場保育所(根室)

 

賛太陽の像(中標津)
 

尾崎豊之像(中標津)

 

殉公之碑(中標津)
 

準備運動(釧路市役所前)

 

米町公園
 

港文館啄木の像

 

佐野碑園

2007年7月16日/釧路地区協議会 釣り大会開催

　7月16日(月) 釧路地区協議会の釣り大会を心配された台風の影響もなく、曇天模様ではありましたが参加34名で実施
しました。
　当地区の釣り大会は、3年前から海釣りをやめて、家族で参加できるよう釣り堀で実施しています。今回も2歳から
11歳までの子供が11名が参加し、初めての生きている魚におそるおそる触り、歓声をあげていました。
　釣りの後は、焼き肉と釣ったばかりの山女魚の唐揚げを口一杯に頬張り、休日の一日を家族で楽しむことができまし
た。 
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つり風景

 

つり風景
 

つり風景

 

つり風景
 

食事風景

 

食事風景
 

表彰式

 

表彰式

2007年6月28日/釧路地区協議会 ボーリング大会

　6月28日(木) 釧路地区協議会(釧路地区)のボーリング大会を開催しました。当地域は範囲が広大なため釧路地区と中
標津地区(7月実施予定)を2回に分けて実施しています。今回は釧路パレスボウルにおいて20チーム60名の参加により
競技を行い、最後まで笑い声につつまれた楽しいひとときを過ごすことができました。

☆競技結果(敬称略)
　(1) 個人の部
　　　優　勝　田坂　康(ほっきょう)
　　　準優勝　高島　トメ子(北海道クリーンシステム)
　　　３　位　輪島　宏昭(クリーンメンテック)
　(2) 団体の部
　　　優　勝　アスビックC(佐藤洋子、佐藤幸恵、藤岡明子)
　　　準優勝　クリーンシステム(関本則明、大口健、高島トメ子)
　　　３　位　東洋実業B(小澤典子、勝又春美、水上久乃)
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競技風景

 

競技風景
 

競技風景

 

団体準優勝
 

団体優勝

2007年5月10日/釧路地区協議会 平成19年度定時総会開催

1．日時・場所
5月10日(木) 午後2時　釧路全日空ホテル
2．慰霊
　本年2月にご逝去されました(有)和光代表取締役社長 臼井和光様へ黙祷を捧げました。
3．釧路地区協議会　七野会長挨拶(要旨)
「会員の皆様方のご協力により、無事任期を全うすることができました。ここに深く感謝申し上げます。さて、地方の経
済環境は悪化する一方であり、低価格競争に伴う品質の低下が恒常化しており、経営環境は悪化する一方でありますが、
会員の皆様方におかれましては、コンプライアンスを遵守して、新たな創意と工夫でこの苦境を乗り切り、ビルメン業の
発展に寄与されることをご祈念申し上げます。」
4．総会成立確認
　吉田事務局長から会員20名中、出席会員16名で総会が成立した旨の報告がありました。
5．議長選出
　議長には田坂康氏((株)ほっきょう釧路営業所)が指名、承認されました。
6．議　題
(1)平成18年度事業報告・収支決算報告・財産報告・監査報告
(2)平成19年度事業計画・収支予算(案)
(3)役員改選
　以上についてすべて承認決定されました。総会終了後、警備業協会釧路支部との合同懇親会が開催されました。

平成19・20年期役員
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役　　職 氏名 所　　　属

会　長 七野 修二 (株)東洋美装

副会長 古屋 雅晴 太平ビルサービス(株) 釧路支店

副会長 吉田 潤司 セントラルビルサービス(株)

理事(事務局長) 吉田　均 (株)ベルックス 釧路営業所

理　事 佐々木 廣記 太平洋美装(株)

理　事 井沢 義雄 (株)東洋実業 釧路営業所

監　事 空　洋介 協和総合管理(株) 釧路支社

監　事 臼井 尚樹 広栄メンテナンス(株)

 

 

釧路地区協議会 平成19年度定時総会

 

釧路地区協議会 平成19年度定時総会
 

釧路地区協議会 平成19年度定時総会

 

釧路地区協議会 平成19年度定時総会
 

釧路地区協議会 平成19年度定時総会

2007年1月25日/釧路地区協議会新年会開催

　1月25日(木)釧路地区協議会の新年会が、ラスティングホテルで29名が参加して開催されました。
　七野会長の挨拶に続き、前会長の臼井顧問の乾杯の音頭で始まり、ビンゴゲームやじゃんけんゲームでおおいに盛り
上がりました。
　最後に一本締めで各社の商売繁盛を祈念した後は、皆さん重たい景品を抱えて夜の繁華街に消えていきました。 

http://www.kita-bm.com/cgi-bin/ckkakidashi.cgi (7/10)2008/04/22 19:19:58



地区協活動報告一覧 (釧路)

 

 

七野会長 挨拶

 

臼井顧問の乾杯の音頭
 

会場

 

じゃんけんゲーム

2006年10月19日/釧路地区協議会PG大会

10月19日(木)弟子屈町「900草原パークゴルフ場」においてパークゴルフ大会が、さわやかな秋晴れの中、12社36名
の参加で開催されました。
32さいから72歳の老若男女様々で、和気あいあいとした雰囲気の中でプレーを楽しみました。
協議終了後は、焼肉で空腹を満たし、プレーの反省(？)を語り合いながら、皆さんそれぞれ懇親を深めました。

※協議結果(敬称略)
団体
　優勝　(株)東洋美装
　準優勝　北海道クリーン・システム(株)釧路支店
　３位　太平ビルサービス(株)釧路支店
個人
　優勝　相原　牧男((株)ほっきょう 第1事業本部釧路営業所)
　準優勝　熊代　久美((株)東洋美装)
　３位　石倉　弘宣((株)東洋美装) 
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2006年7月7日/平成18年度　釧路地区協議会　清掃奉仕作業 

釧路地区協議会では、地域社会への奉仕活動の一環として毎年行っている清掃奉仕を、今年は5日間の日程で総勢99名
の参加者で行いました。

7月 7日(金)　羅臼町　ひかりごけ公園
7月12日(水)　別海町　野付半島ポンニッタイ北邊防衛会津藩士顕彰碑
8月 5日(土)　中標津町　
8月 8日(火)　釧路市　栄町平和公園戦災記念碑
　　　　　　　　　　　　　　　嵯峨久翁碑
　　　　　　　　　　　　　　　佐野碑園　佐野氏紀行碑
　　　　　　　　　　　　　　　港文館啄木の像
　　　　　　　　　　　　　　　米町公園展望台、啄木歌碑、釧路港修築碑
8月14日(月)　根室市　まつもと保育所 

 

 

準備運動

 

石川啄木像
 

戦災記念碑

 

啄木歌碑
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米町公園展望台

 

会長挨拶
 

佐野碑園
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