
地区協活動報告一覧 (札幌)

2008年2月8日/札幌地区協議会 平成19年度ボウリング大会開催

　札幌地区協議会の平成19年度ボウリング大会が2月8日(金) 16時からサッポロオリンピアボウルにおいて開催されま
した。
　川口地区協会長の挨拶に続き、兼松実行委員長から競技方法等の説明後、参加した45名が3ゲームのトータル点数(ハ
ンディキャップ制)で日頃のストレスをピンにぶつけ(？)熱戦を繰りひろげました。

成績

優勝　馬場 広史さん　ホクビサービス(株)
２位　岩渕 覚司さん　(株)メルファム北海道支社
３位　及川 治之さん　札幌施設管理(株) 
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2008年1月11日/札幌地区協議会 平成19年度親睦麻雀大会開催

　札幌地区協議会の平成19年度麻雀大会が1月11日(金) 13時30分から札幌全日空ホテルにおいて開催されました。
　兼松実行委員長の挨拶に続き、左海実行委員のルール説明の後、参加した36名が9卓に別れ、熱戦を繰りひろげまし
た。

成績
優勝 林　和典さん (株)小樽ビル管理 50,800点

２位 武田　伊夫さん (株)ほっきょう第1事業本部 43,400点

３位 伊丸岡　博史さん 北海道新管財(株) 41,900点

(持ち点　30,000点)
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2007年10月29日/札幌地区協議会経営セミナー開催

　10月29日(月) 13時30分からビルメンテナンス会館3階研修室において、札幌地区協議会経営セミナーが開催されま
した。
　今回は「札幌市出前講座」ということで、札幌市からお二人の講師をお招きして行われ、先ず「個人情報の保護に関
する法律と札幌市の条例について」の演題で札幌市総務局行政部行政情報課長 紺野晃郎氏よりお話を頂きました。次
に「公共建築物の維持補修事例について(建物を長持ちさせる方法とは・・・)」の演題で札幌市都市局建築部建築企画
課保全推進担当課長 畠山武士氏よりお話をいただき、参加した51名は熱心に聴講しました。 
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川口会長挨拶

 

会場
 

紺野　晃郎氏
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2007年10月11日/札幌地区協議会親睦パークゴルフ大会開催

　札幌地区協議会では、平成１９年１０月１１日(木)９時からテイネオリンピアパークゴルフ場(札幌市手稲区手稲本
町)において親睦パークゴルフ大会を開催しました。
　当日はあいにくの空模様の中、アップダウンがありゴルフクラブのようなコースを４４名の参加者は親睦を深めなが
らプレーを楽しみ、競技終了後は表彰式＆焼肉パーティを行いました。

上位入賞者は次のとおりです。 

優　勝 本　田　　　勝 ((株)ビルメン日新)

準優勝 日野浦　　　隆 ((株)ビルメン日新)

３　位 坂　田　文　人 ((株)ビルメン日新)
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2007年6月29日/札幌地区協議会 「親睦パークゴルフ大会」開催

　札幌地区協議会では、平成19年6月29日(金)9時からエルクの森パークゴルフ場(札幌市南区藤野)において親睦パーク
ゴルフ大会を開催しました。
　あいにくの空模様にもかかわらず、42名の参加者は和気あいあいの中プレーを楽しみました。
　競技終了後は焼肉パーティ＆表彰式を行い参加者は一層親睦を深めました。

　上位入賞者は次のとおりです。
　　

優　勝 吉成 美智子 (光和ビル管理(株))

準優勝 本田 勝 ((株)ビルメン日新)

3　位 千葉 映一 ((株)ベルックス)

4　位 大森 房則 ((株)ベルックス)

5　位 島田 重満 (東京美装興業(株)札幌支店)
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2007年5月31日/札幌地区協議会 平成19年度定時総会開催

1．日時・場所
5月31日(木) 午後1時30分 札幌サンプラザ
2．札幌地区協議会 駒田会長挨拶(要旨)
「私は平成9年に会長を仰せつかって、満10年になりました。皆様方のご協力とご支援に改めて心から厚くお礼申し上
げます。ビルメンテナンス産業も40数年の間に大変な改革をしながら今日まで参りましたが、まだまだ解決しなければ
ならない問題が山積しております。北海道協会の中心となる札幌地区協議会が立派にその役割を果たすことができます
よう心から念願してご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。」
3．総会成立確認
　川口副会長から会員99名中、出席会員52名、委任状33名で総会が成立した旨の報告がありました。
4．議長選出
　議長には鈴木啓夫氏((株)北海道リビン)が選出され、議事録署名人には瀬川貴幸氏(北海建物管理(株))、清本理事、鈴
木議長が指名、承認されました。
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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 川口 孝志 (株)ビルメン日新

副会長 黒坂　仁 日盛ビル管理(株)

副会長 清本 五郎 ライラック興業(株)

副会長 佐野 良治 (株)北海道ビル代行

理事 福原 年一 (株)セイビ札幌

理事 伏木　進 (株)キタデン

理事 古田 稔徳 札幌施設管理(株)

理事 兼松 和弘 北海道ビルメンテナンス(株)

理事 出口 修 ホクビサービス(株)

監事 早坂 正 三洋技研工業(株)

監事 若生 盛夫 東京ビジネスサービス(株) 札幌支店

監事 佐藤 隆広 太洋美装(株)

 

 

駒田会長挨拶

 

鈴木議長
 

総会会場

 

札幌地区協総会会場
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新役員

2007年2月23日/札幌地区協議会　労働安全衛生大会開催

　札幌地区協議会労働安全衛生大会が、2月23日(金) 13時からビルメンテナンス会館で70名が参加して開催されまし
た。
　駒田会長の挨拶の後、講話が行われました。講話は、
(1)札幌医科大学名誉教授・北海道済生会西小樽病院長 千葉峻三氏「感染症に関する話題から」、(2)(社)北海道ビルメ
ンテナンス協会労災改善会議委員・日盛ビル管理(株)代表取締役社長 黒坂仁氏「労働災害の現状と職場の安全対策」と
いう演題で講話がありました。
　千葉先生のお話はケニアとの関わりやノロウィルス等について、黒坂先生のお話はビルメンテナンス業における労働
災害の実状と転ばないための筋力づくり体操を参加者全員で行うなど、両先生のお話は今後の仕事におおいに役立つ貴
重なお話でした。 
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2006年12月7日/札幌地区協議会　平成18年度　第1回臨時総会開催

　12月7日(木)ビルメンテナンス会館で札幌地区協議会の平成18年度第1回臨時総会が開催されました。午後1時川口副
会長の開会宣言に続いて駒田会長から挨拶があり議事に入りました。
☆総会成立確認の報告
川口副会長から、会員総数100名中出席会員48名、委任状31名、計79名で臨時総会が成立したことが報告されまし
た。

☆議長、議事録署名人の選出
　議長に鈴木 啓夫氏((株)北海道リビン)が選任されました。
　議事録署名人には一般会員から戸井 宣夫氏(中央ビルメンテナンス(株))理事側から福原 年一氏及び議長の鈴木 啓夫氏
の3氏が選出されました。
☆議事
審議事項　役員選考委員の選出
(株)アメック　渋谷　勝利氏
三城美装(株)　小川　洋司氏
三和美建工業(株)　多田　和男氏
(株)ベルックス　左海　富美夫氏
ライラック興業(株)　清本　五郎氏(理事)
以上5名を選出、承認しました。 
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