
地区協活動報告一覧 (旭川)

2008年2月8日/旭川地区協議会 平成19年度麻雀大会開催

　ビルメン協会旭川地区協議会の平成19年度の麻雀大会が、2月8日(金) 17時30分から旭川トーヨーホテルにおいて開
催されました。
　当日は、旭川冬まつり期間と重なり氷点下20℃の気温となりましたが、会場は、年に一度の大会とあって参加された
多くの人達で盛り上がりました。
　梶沼業務委員長の挨拶に続き7卓に分かれ14会社、28名が優勝を目指し熱戦となりました。
　競技終了後は優勝者の佐藤 孝さんからの喜びの挨拶をいただき楽しい一時の交流を終えました。

成績結果
「優勝」 佐藤　孝さん 太平ビルサービス(株) 53,700点

「２位」 武田　伊夫さん 深川美装(株) 32,300点

「３位」 山田　等さん (株)ベリーワークジャパン 30,000点

(持ち点　30,000点)
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2008年1月18日/旭川地区協議会 道北地区ビルメン業界の集い

　平成20年スタートにあたり旭川地区協議会新年会と合わせ「道北地区ビルメン業界の集い」が1月18日(金) 旭川グラ
ンドホテルで72名(会員21社50名、非会員10社14名、商社7社8名)が参加して開催されました。
　開会に先立ちベリーワークジャパン(株) 山田社長から4月1日に施工されるパートタイム労働法改正の概要と取り組み
について、さらに、入札におけるコンプライアンスの厳正について厳しい状況下で大変ではあるが頑張って行こうと話
をされました。
　この後、(株)山一工業の山腋社長による乾杯の音頭で懇親会に移り、余興ではバンド演奏、ビンゴゲームと時を忘れ
て盛り上がり、全員が楽しい交流のひとときを過ごしました。 
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2007年11月22日/旭川地区協 ボウリング大会の開催報告

　平成19年度 (社)北海道ビルメンテナンス協会旭川地区協議会主催のボウリング大会が11月22日(金) 17時30分より
「ディノスボウル旭川」において開催されました。
　昨年までは警備業協会との合同開催で実施しておりましたが、今年は、ビルメンテナンス協会単独開催のため参加者
の減少が心配されましたが、会員各社の協力の中で商社を含め16社37名(うち女性9名)が参加し2ゲームの合計点を争
う個人戦で行われました。
　佐藤業務副委員長の競技説明、梶沼業務委員長の挨拶のあと12レーンに分かれ競技を開始しました。日頃の仕事の疲
れを吹き飛ばすようにストライク、ガーターと変化にとんだスコアーで熱戦を繰り広げました。
　競技終了後、会場を変えて懇親会・表彰式を開催し、山田会長の挨拶のあと和気藹々とした雰囲気の中で会社の枠を
越えた参加者相互の交流と親睦を図りました。

入賞者

　　1位　近藤　敏夫( 北洋ビル管理(株) )
　　2位　片貝　博司( タケヤ刷子工業(株) )
　　3位　渡部　　敦( 中央ビルメンテナンス(株) ) 
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2007年9月14日/旭川地区協議会「ビルメン・警備合同ゴルフコンペ」開催

　9月14日(金) 快晴の中、旭川ゴルフ倶楽部(台場コース)において恒例の旭川地区ビルメン協議会と警備業協会旭川支
部合同の平成19年度第2回(通算38回目)のゴルフコンペが開催されました。
　当日は絶好のコンディションとなる快晴のもと30名の参加者は旭川の名門コースに挑み、和気あいあいの中親交を深
め、全員が満喫する一日でした。
　成績は、優勝　伊藤 勝之氏((株)ベリーワークジャパン)、準優勝　山田 春雄氏((株)ベリーワークジャパン)でした。 
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2007年7月14日/旭川地区協議会 ビルメン・警備合同船釣り大会開催

　恒例のビルメン協会旭川地区協議会と警備業協会旭川支部の共催による平成19年度の船釣り大会が、7月14日(土) 4
時30分から頓別沖のオホーツク海において開催されました。
　大会には、30名が参加し、釣果重量を競う競技方法でおこなわれました。
　当初の開催日が荒天で順延となりましたが、この日は晴天に恵まれ波も穏やかで絶好の釣り日和となり、3艘の釣り
船に分乗し、11時30分の帰港まで和気あいあいの中で熱戦が繰り広げられました。

　競技の結果は次のとおりです。

　１　位　　秋田谷 久雄さん(北海道クリーン・システム(株))

　２　位　　中島 公一郎さん(公立総業(株))

　３　位　　沼山 勝利さん(第一美装(株))

　大物賞　　沼山 勝利さん(第一美装(株))　４１.５cm 
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2007年6月11日/旭川地区協議会 「ビルメン・警備ゴルフコンペ」開催

　6月11日(金)晴天の中、旭川国際カントリークラブ(愛別)において恒例の旭川地区ビルメン協議会及び警備業協会旭川
支部合同の平成19年度第1回(通算37回目)のゴルフコンペが開催されました。
　当日は、ダイナミックな山岳コースで24名の参加者は和気あいあいの中親交をふかめました。
　成績は、優勝 稲場 正英氏(広立総業(株))、準優勝 大野 英代氏(大雪サービス(株))でした。 
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2007年4月20日/旭川地区協議会平成19年度 定時総会開催

1．日時・場所
　　4月20日(金)午後4時30分　旭川グランドホテル
2．旭川地区協議会　山田会長挨拶(要旨)
　　「平成18年度も会員皆さんのご理解とご協力を得て無事、会の運営を終了出来たことに感謝します。厳しい現状の
なかでアウトサイダーとの差別化を図るべく方策を見いだすためにも、皆さんと忌憚のない意見交換を今後多いに進め
る1年としていきたい」
3．総会成立確認
　　中副会長から会員25名中、出席会員22名、委任状3名で総会が成立した旨の報告がありました。
4．議長選出
　　議長には山田会長が選出され、議事録署名人には工藤 勝氏(旭川ビルサービス(株))、水口 英樹氏((株)アスビック旭
川支店)が指名、承認されました。
5．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。総会終了後懇親会が開催されました。

平成19・20年期役員

役職 氏　　名 所　　　　　　　属

会長 山田 春雄 (株)ベリーワークジャパン

副会長 木村 進一 北海美掃(株)

副会長 中 祐二 (株)東洋実業旭川営業所

理事(事務局長) 朝日 功 (株)ベルックス旭川営業所

理事 武田 伊夫 深川美装(株)
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理事 二坂 肇 環境衛生工業(株)

理事 佐藤 好博 東京美装興業(株)旭川支店

理事 梶沼 由美 北健ビル管理(株)

監事 山中 智雄 第一美装(株)

監事 村西 博 名寄美装工業(株)

相談役 木村 晃久 北海美掃(株)
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2007年2月9日/旭川地区協議会ビルメン・警備合同麻雀大会開催
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　平成18年度最後の行事となりました労働安全衛生大会が、ビルメンテナンス協会及び警備業協会合同により、2月27
日(火曜日)開催されました。

　当日はビルメンテナンス協会より19社44名、協力会社3社6名、警備業協会より14名の参加があり、開会宣言のあ
と、ビルメンテナンス十勝地区協議会 高木会長より開会の挨拶の後、講演に入りました。
　始めに産業医でもあります十勝脳神経外科病院副院長の内海仁司先生より「メタボリックシンドローム」について講
演があり、健康管理についての講話をいただきました。

　最後に両協会を代表して(株)ベルックスの依馬 聡さんより、「ゼロ災害に向けて各企業が真剣に取り組み、安全で快
適な職場づくりを目指す事を誓います」との力強い安全宣言がありました。
　最期に警備業協会の後藤支部長の閉会の挨拶をいただき、盛会のうちに終了いたしました。 
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表彰式

2006年11月17日/ビルメン・警備合同ボーリング大会の開催報告

　平成18年度北海道ビルメンテナンス協会旭川地区協議会・北海道警備業協会旭川支部合同ボーリング大会開催

　恒例のビルメン協会旭川地区協議会及び警備業協会旭川支部の共催による平成18年度のボーリング大会は、11月17
日(金)17時から旭川ボウルコンパルにおいて開催されました。
　大会は、18社と商社を合わせた47名(内女性　8名)が参加し、2ゲーム合計点を競う個人戦で行われました。
　佐藤業務副委員長の挨拶に続き14レーンに別れ競技を開始、この日のために猛練習を重ねた？成果を目指して熱戦を
繰り広げました。
　競技の結果、一位は北海道クリーン・システム(株)の木村 康孝さんが栄誉に輝きました。
　なお、競技終了後には会場を変えて懇親会を開催し、山田会長の乾杯のあと和気藹々の雰囲気のなか選手・参加者の
交流と親睦を図りました。

個人賞
　一位　北海道クリーン・システム(株)
　　　　木村 康孝さん

　二位　北建ビル管理(株)
　　　　樋口 豊さん

　三位　北海道クリーン・システム(株)
　　　　志田 泰文さん 

 

 

競技中の様子1

 

競技中の様子2
 

競技中の様子3
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授賞式2

2006年11月2日/沖縄離島視察旅行を終えて

　11月2日～11月5日の3泊4日の行程で会員21名で無事終了しました。

○第一日目
　11月2日(木)旭川空港10:10発(JAL1100便)で出発、羽田空港経由から那覇空港経由で石垣空港(17:00着)へ、約6時間
の北の果てから南の果てまでの所要時間でした。
　距離にすると旭川～東京927km、東京～那覇1,584km、那覇～石垣404kmの2,915kmであり相当の長旅となりまし
た。
　旭川を出発する時は-3.9度の気温が石垣島では26度と寒暖の差に一同驚きでありました。
　さすがに南国らしく屋根瓦、植物、殆どの民家が平屋造りであり全く異国に来たような印象を受けました。
　雲っており決して暑いという感じはなく生暖かい風が吹いてさわやかでした。
　この日はホテル日航八重山という島で最も高い建物に宿泊です。
　夕食は隣の棟にあるレストラン｢あじ彩｣で沖縄料理を食べながら琉球舞踊を鑑賞して一日目を充分堪能して各自旅の
疲れをとりました。

○第2日目
　11月3日(金)ホテルを8:30に出発5分で石垣港へ、9:00発で竹富島へ向けて出港すると、曇り空でどんよりした気候で
あったが気温は25度と半袖シャツでなければ暑いと感じました。
　所要時間15分程で星砂で有名な竹富島に到着、人口310人ほどで黒牛和牛が3,000頭もいる島です。
　島内周囲12kmであり一周するもあっという間でした。
　水温は24度もあり今でも泳げるようでしたが泳ぐ人は誰一人としていない。
　毎年4月の海開きでオープンになり10月半ばでクローズというのがここの決めごとの様で、真夏に裸でいたら火傷す
るとの事でした。
　唯一島内の道路が舗装されておらず、砂の道路で自然の原形をとどめているのが観光客に喜ばれていると案内ガイド
の説明でした。
　また、この島で初めて観光客を乗せた牛車風景を見ました。
　10:20出発で竹富島を離れ小浜島へ移動、所要時間20分で到着。
　周囲16.6kmで人口530名、NHKドラマ「ちゅらさん」のロケで有名になり観光客には今でも人気のスポットとなっ
ている様です。
　この島も牛の数が多く、生後9ヶ月で市場に出され本州で神戸牛、松坂牛になるとのこと、初めてこのことを聞かさ
れ生まれた地と育った地が異なって食卓に並ぶのを知りました。
　この島は電気も水も自賄いできず電気は石垣島から、水は西表島から海底ケーブルを経由して賄っているとのことで
した。また、「ちゅらさん」のロケが再行されるようです。
　小浜港を12:30発で西表島へ、“サザンクロス8号”の船旅、速度60km/hで所要時間は30分でした。
　途中から厚い雲で雨が降る生憎の天気となりましたが大原港13:00到着、西表島は人口1,300人、面積284km2で雨が
多く飲料水不足は考えられないとのこと。
　水田も作っており1年で3回(3期作)も田植え稲刈りが出来ることも自慢していました。
　島の中程東側から由布島があり、ここで初めて私達は牛車で島に渡ったのです。
　400mの距離を人間が歩くよりはるかにのんびりと歩く牛の姿は風情があり時を忘れさせてくれます。
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　満潮時でも膝下くらい迄なので陸続きの様に感じられました。
　西表島といえばイリオモテヤマネコで有名ですが現在100匹位しかおらず、しかも現地の住民ですらめったに見る事
が出来ない様です。
　由布島の植物園を観て帰路も牛車で戻りましたが牛使いの三線と唄を聞きながら南国の香りを十分に堪能させてもら
いました。
　そのご、マングローブが密集する仲間川をボートで6.5km逆登って樹齢400年のサキシマスオウの木に圧倒されたも
のです。
　大原港を16:40発でホテルのある石垣島に所要時間1時間で戻りました。
　八重三諸島は大小あわせて37の島があり無人島あるいは4人しか住んでいない島もあるとか…
　夕食はホテル内でバーベキューをして懇親を深めて各自部屋に戻り明日に備えました。

○第三日目
　11月4日(土)ホテルを9:00に出発、北を目指して民族資料館へ、とても海がきれいな川平湾(カビラ)へと旅を続ける。
　石垣島の人口は4,700人で年間75万人の観光客で賑わうとのこと。
　特にマンタを見るためダイバー客も多いとか…夏は33度の気温までしか上昇しないようですが、直射日光を浴びると
40度にも50度にも体感温度を感じるそうです。
　夏は大学生･若い人たちであふれ、この時期になると北海道、東北地方の人達で一年中観光客が絶えない島と聞きま
した。
　また、9月には台風13号の倒木などの被害で大変だった様で、瞬間風速69.9km/Sと想像することすら出来ない体験を
したということでその傷跡の修復を出来ない箇所が随所に見られました。
　石垣島と云うと今年の夏甲子園を賑わせた八重山商工高校で有名になりました。
　島内に3高校あるうちの1校で島民の誇りと思っているようです。
　また、現在1,500mの滑走路しかない石垣空港は、パイロット泣かせの様で来年2,000m滑走路の建設に着手して大型
飛行機の就航を心待ちにしているとの事でした。
　昼食後、石垣空港13:30発で沖縄本土那覇空港に着陸、ただちに琉球王朝を築いた首里城を見学してホテル入り、そ
の後ホテル近くの出来たばかりのDFS(世界に2番目に大きい免税店)に行きましたが、さすがの大きさに圧倒されました
が各自そろそろ帰路が近づいてきたため、お土産として品定めをしていた様です。
　夕食は“サムズ”というステーキハウスで、お客様の目の前で料理人が焼いてくれるといういたれり尽せりの贅沢な
食事を堪能しました。

○第四日目
　11月5日(日)朝から快晴に恵まれ9:00にホテルを出発する時にはすでに24度を超える気温のなか観光バスで南部巡
り、沖縄ワールド(玉泉洞)では大きな鍾乳洞内840mを歩くと自然の偉大なあり方に感心するばかりです。
　ひめゆりの塔では、戦没者の悲惨な叫び声が聞こえてくる様な場所であり、二度とこのような事があってはならない
と再認識できたことは私達の心に永遠に刻み込んでおかなければならないと痛切に思いました。
　次に琉球ガラス村に行き1,400度の高温での作業の大変さを思う一方、この人達の手ですばらしいガラス工芸が造ら
れていることに感心を持ちました。
　ここでもお土産として買われた我々の仲間が沢山いました。
　帰路につく那覇空港は、観光客であふれており5名だけが先の便で、残り16名が後の便になる理由がここでわかりま
した。
　本当にこの時期の沖縄本土は勿論、八重山諸島までもが相当数の旅行者で混雑していたことは北海道民としてはうら
やましい限りでした。
　最後になりますが会員21名が無事帰旭し、各自が生涯残る思い出の一ページとなったことでしょう。 
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2006年9月15日/第36回　ビルメン・警備合同ゴルフコンペの開催報告

　平成18年度第2回の(社)北海道ビルメンテナンス協会旭川地区協議会と(株)北海道警備業協会旭川支部の共催による恒
例のゴルフコンペを開催しました。
　大会は9月15日(金)旭川ゴルフ倶楽部(台場コース)において、好天に恵まれ会員各社から35名が参加し、日頃鍛えた
技を競い合いました。
　武田地区協議会理事(深川美装株式会社)挨拶に続いてルール説明などを受け協議が開始されました。
　協議会はダブルリペア方式で行われ、「優勝」はタケヤ刷子工業株式会社、星　勇七さんが、「準優勝」には株式会
社広立総業　中島　公一郎さんが獲得しました。
　表彰式は、懇親会会場(居酒屋　天金)で和やかに行われました。

具体的な開催概要は次の通りです。

　　1.開催日時　平成18年9月15日(金曜日)　12時00分
　　2.開催場所　旭川ゴルフ倶楽部(台場コース)
　　3.参加人員　35名 
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