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お疲れ様でした

長年にわたって理事、副会長として協会活動に携わってこられた三橋一夫副会長が理事
を退任されます。今後は、監事として協会の会計、業務チェックをしていただきます。こ
れまで活動されてきた内容や今後の協会へのアドバイスなどを三橋副会長（写真）に伺い
ました。

Q．三橋副会長

お疲れ様でした。

三橋副会長） 長い間、協会のお手伝いをさせていただきました。素晴らしい仕事でした。大企業に負けないノウハウを各
企業が持っておられます。日本の良き時代に、楽しんでこの仕事をさせていただきました。いろいろ活動させていただ
きましたが、基本的な問題でやり残したこともございます。若い世代に託したいと思います。

Q．どれくらいの年数、理事・副会長として協会活動にかかわってこられたのでしょうか？
三橋） 理事として21年、副会長として４年させていただきました。また、関西環境開発センターの理事として６年、全国
ビルメンテナンス協会の執行委員として４年間務めさせていただきました。

Q．協会活動にかかわるきっかけになるようなことは何かありましたでしょうか？
三橋） 協会の中に将来を担う若手リーダーの育成が必要だということになり青年部会ができました。20～30代の若手経営
者が参加し我々の手で未来を開け、ビルメン業を確立させようと情熱と息吹がみなぎった集団です。そこに私も参加し
ました。

Q．関わってこられました協会活動で印象深い出来事はどのようなことでしたでしょうか？
三橋）
 「大阪万博」や「花博」の会場メンテナンスに携わることができたことや、天神祭の清掃・神輿ボランティアに参加したこと
ですね。

Q．契約推進委員会での活動にご熱心だったという印象が強いのですが？
三橋） 大阪府・大阪市の行政の入札制度の改善を強力に推し進めました。顧問の先生方の力添えをいただき何十回と行政
に通い、訴え続けました。「発注者側に基準がない。安かろう、悪かろうでは駄目だ、窓口を統一してほしい。そして
ビルメンテナンス業界のことを考えてほしい」と言い続けました。

Q．創立50周年を迎えるにあたって、何かお話ください。
三橋） この業界は不思議な業界で仕様、積算、検証がはっきりしていない。これを確立させることです。検証だけ一人歩
きせず価格と連動させること。今後生き残るために中長期な問題に関して専門家から答申をいただき、「何をすべきか
の方針」を明確にすること。そして改善すべき問題を辛抱強く行政に訴え続けることだと思います。

Q．これからの協会に望まれることはどういうことでしょうか？
三橋） 多くの会員に協会活動へ参加していただくことが重要です。これらの問題を是非研究していただき、素晴らしい業
界に発展することを望んでおります。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ズームアップ
総務友好委員会の年間事業
総務友好委員会の活動は、会員相互の
親睦、関連団体との交流を図り協会を充
実させることを目的としています。
平成24年度の実績としまして、新年会
を開催、文化体育活動として、団体競技
で盛り上がるソフトボール大会（33チー
ム参加)、スコアが気になるゴルフ大会
（26名参加)、手軽に楽しめるボウリング
大会、意外とレベルの高い麻雀大会（23
名参加)を開催し好評を得ております。
今年は５月30日に通常総会と、優良社
員等の表彰式が開かれます。
この優良社員表彰についてですが、勤
務成績が優秀で会社の発展に貢献し、他
の模範となる優良な社員の方で、勤続10

25年度

年以上かつ会員企業によって推薦できる
人数が決められております。今年は50周
年と言うことで特別に５名までの枠が設
定されました。
それぞれの会社から、優良社員である
ことの推薦書が寄せられます。推薦理由
としましては、顧客からの信頼が厚い、
後輩の指導に積極的である、真面目でコ
ツコツと仕事に取組むなど様々なことを
評価されております。
表彰式では、厳かな雰囲気の中、受賞
者の皆さまが緊張されながら晴れ舞台に
臨まれます。会社からの付き添いの方も
一所懸命に写真撮影をされています。
他にも表彰規定の中で、協会に長年に
渡り委員を派遣されている会社に対して
行う永年委員派遣企業表彰、協会の委員
を長年に渡り勤めた方に対して行う永年
委員表彰、協会の役員を長年勤めた方に
対する永年役員表彰、永年勤続職員表彰

第１回

理事会

４月24日（水） 協会会議室
１．報告事項

②役員分掌表について

①臨時総会について／承認
②次期監事として小山誠氏の理事
会推薦について／承認

③
(一社)関西環境開発センター役
④新旧役員歓送迎会について

①総会資料について

委員会・部会

４月10日（水）出席者17名
協会会議室

１．青年部分科会活動報告
本年度においては全国青年部会（香川）及
び西日本ビルメンサミット（兵庫）に参加
予定。また、新規に部会員の募集を図って
いく。
２．ビルディング協会との合同委員会について
2013年情報年鑑を用いて総論を委員長より
説明し、各論は「ビルメンテナンス企業の
抱える悩み事」を特に取り上げ、質問とし
て投げかけて回答頂くという大まかな概要
は決定。

広報委員会
協会展示室
４月17日（水）出席者10名
１．
「ＯＢＭマンスリー」４月号の編集作業を
行った。
２．50周年記念誌の原稿確認等を行った。
３．50周年記念式典時の優良社員表彰者等の写
真撮影につき当日の運営等を確認した。

総務友好委員会

４月９日（火）出席者16名

ビルクリーニング部会

３月21日（木）出席者26名

協会会議室
全体会議（教育及び訓練に関する事業発表会）
１．
Ａ班『免許皆伝 ビルクリーニング必読書
新版』各章 担当委員による掲載内容の説
明(紹介)
２．
Ｂ班『各種床材別トラブル事例と対策』各
章 担当委員による掲載内容の説明（紹介）

賛助会世話人会

経営委員会

４月10日（水）出席者13名

健康スポーツ連盟 健康運動指導士 岩
瀬麻衣様）
３．安全衛生標語および川柳について
次回委員会にて選定
４．３月分労働災害報告
・業務災害７件、通勤災害２件。

員候補の推薦について
３．その他

２. 審議事項

等の表彰式を行っております。
先日も長嶋茂雄読売巨人軍終身名誉監
督と松井秀喜氏が国民栄誉賞を受賞さ
れ、記念品の金バットが話題になってお
りましたが、この記念品と同等品につい
てはおよそ100万円程度で購入出来るそ
うです。協会の記念品とはちょっと金額
的にはかけ離れていますが、受賞者に対
するお祝いの気持ちは変わりません。
優良社員表彰を受けたことにより、勤
務に一層精励され、社業並びに業界に貢
献しようとする意識が高まり、これが組
織全体で上向きのベクトルとなっていき
ます。
総務友好委員会は、会員企業並びに業
界の健全な発展のために各事業の開催を
通じてサポートしていきますので、今後
とも沢山の方に積極的にご参加いただき
楽しんで頂けますようお願いします。

（総務友好委員会 笹 岡 之 洋）

協会会議室
50周年記念事業についての確認
１．50周年記念事業について進捗状況を確認し
た。
２．年間行事についてスケジュールを検討した。

協会会議室
協会設立50周年記念展示会について進捗状況
を確認した。

公益・契約事業委員会
協会会議室
４月17日（火）出席者15名
１．
平成25年度天神祭
（お神輿・清掃ボランティ
ア）について
・スケジュールの確認
・神社庁への神輿貸出のお願いについて
・備品の確認
２．
平成25年度アビリンピック大阪の開催につ
いて
開催日：７月６日（土）
・練習日：６月13日（木）
、14日（金）
14:00―17:00 ６Ｆ会議室
３．
ＯＢＭ50周年記念事業について（２Ｆ展示
会場）当日の担当を確認した。

労務委員会

４月15日（月）出席者12名

協会会議室
１．無災害企業表彰ついて
・１年間樹立４社 協会創立５０周年記念
式典にて表彰
２．労働安全大会について
・スケジュール確認、担当を決定した。
・労働局挨拶・講演を蛭井顧問より依頼
・特別講師依頼（僧侶・アナウンサー 川
村妙慶様）
・ビルメン体操依頼（公益財団法人 日本

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

警備防災部会

３月８日（金）出席者46名

協会研修室
警備員指導教育責任者実務研修会
＜１部＞
講師 警備防災部会 専門委員 釘宮睦氏
①認定証更新申請の手続きについて
（13:30～14:00）
②
営業所等に係る変更届出書の記載要領
（14:10～14:30）
＜２部＞
講師 警備防災部会 専門委員 須川清廣

氏
○震災危機管理について（14:40～16:20）
アンケート及び質疑事項の記入
【アンケート結果】
（回答者：34人）（複数回答あり）
１

 備業務に関する認定証の更新申請や各種
警
変更届出に関する質問
⑴ 
認定証の更新申請や各種変更届出は会社
が資格者等に委託している
…０
⑵ 会社の総務担当がしている
…12
⑶ 警備員指導教育責任者がおこなっている

…25
⑷ その他
…１

（専門部署あり）
２

研修会での配布資料について
指導取締状況は非常に参考になる …16
指導取締りの違反の多い業務態様につい
て研修会に採り入れて欲しい
…８
⑶ 違反態様、違反件数の多い項目について

⑴
⑵

 ／ OBMマンスリー

2013.５月号

もっと内容を具体的に

…11

・ファイルする書類の内容（種類）につ
いて
・実際に他会社等の名簿記入例が見たい
です。
③ 教育計画及び指導計画書の作成につい
ての研修会
・現任教育の方法と教材の紹介をしてほ
しいです。よろしくお願いします。

３

その他警備防災部会に対する問題について
施設警備などの視察見学
…５
警備員名簿等の整備についての研修会

…５
⑶ 教育計画及び指導計画書の作成について
の研修会
…11
⑴
⑵

４月９日（火）出席者14名

４

 見・希望（アンケートに記載されたとお
意
り）
⑴ 警備業務に関する認定証の更新申請や各
種変更届出に関する質問について
① 会
 社内で上層部、一般社員が警備業に
関して殆んど関心がなく、特にビルメ
ンテナンス業を兼務している会社では
その傾向にあると思われるので、会社
でも営業関係者に警備業法について指
導が必要と思われる。（事前文書、事
後文書の関係）
② 更
 新申請や変更届けに関し、分かりや
すくご説明いただき、ありがとうござ
いました。

協会会議室

１．
３月８日（金）の警備員指導教育責任者実
務研修会の議事録とアンケート集計結果が
報告された
２．
５ 月21日（火）開催の防災講演会について

実施内容を確認した
３．防火・防災管理業務の受託を業とする法人
などにかかる教育担当者講習会の受講希望
者の調査について検討した

設備保全部会
協会会議室
３月26日（火）出席者18名
設備保全部会第11回委員会
１．各小委員会活動報告
（管理技術調査研究）
平成25年度事業計画「調査研究に関する事

業内容」案の説明
（研修・見学会）
平成25年度事業計画「研修見学会の実施内

容」案の説明
（設備保全業務研究）
平成25年度事業計画「調査研究に関する事

業内容」案の説明
（環境衛生業務研究）
平成25年度事業計画「調査研究に関する事

業内容」案の説明
各作成担当委員より技術レポート35「ビル

の緑化」
の目次に沿った説明及び質疑応答。

⑵

研修会での配布資料について
① 実
 際に現任教育に活用できる研修資料
を整備して欲しい。（各教育項目ごと
に）
② 全
 般的にしゃべり口調が聞きとりにく
い。
資料が見にくい。
誤字等が多い。
  ③ 少し見にくいと感じます。
  ④ 教育・指導に関する資料を多くとり入
れて欲しい。
⑶ そ
 の他警備防災部会に対する問題につい
て
① 施設警備などの視察見学
・グランフロントの見学
② 警
 備員名簿等の整備についての研修会
・
機会を設けて、１つずつ具体的に指導
して欲しい。

４月16日（火）出席者15名

 月に電気事故報告会を予定しており、中
８
部近畿産業保安監督部近畿支部「電力安全
課」の窓口担当者へ依頼予定。
（設備保全業務研究）
「ＳＬＡ」に関する勉強会の開催を検討し

ている旨報告があった。
（環境衛生業務研究）
今年度のテーマを「ビルにおける感染症に

対する研究」とする旨、また、２月８日に
開催した「これからの都市緑化－より効果
を高める発想の転換」講演会の反響等につ
き報告があった。

協会会議室

設備保全部会第１回委員会
１．各小委員会活動報告
（研修・見学会）

会員だより
●代表者変更
〔正会員〕
・イオンディライト株式会社
(新)代表取締役社長兼社長執行役員
中山一平様
(旧)代表取締役社長兼社長執行役員
梅本和典様
（梅本和典氏は取締役会長に就任）

（平成25年３月１日より）
・日本建装株式会社
(新)代表取締役 岩 切
泉様
(旧)代表取締役 山 本 政 弘 様
（山本政弘氏は代表取締役会長に就任）

（平成25年５月１日より）
・ミディ総合管理株式会社
(新)代表取締役社長 藤 木 剛 一 様
(旧)代表取締役社長 西 澤 千 秋 様

（平成25年５月より）
●住所・電話番号・ＦＡＸ番号変更
〔正会員〕
・大林ファシリティーズ株式会社
〒541-0051
大阪市中央区備後町１-７-10
ニッセイ備後町ビル３階
ＴＥＬ 06-4964-1651
ＦＡＸ 06-4964-1653

（平成25年４月30日より）

講習会お知らせ
◆教育センターだより
厚生労働大臣登録講習会予定
●清掃作業監督者（新）
平成25年７月９日(火)～10日(水)
受付 平成25年５月21日(火)～27日(月)
●貯水槽清掃作業監督者（新）
平成25年７月23日(火)～26日(金)
受付 平成25年６月４日(火)～10日(月)
●統括管理者（新）
平成25年８月６日(火)～８日(木)
受付 平成25年６月18日(火)～24日(月)
●建築物環境衛生管理技術者
平成25年８月26日(月)～９月12日(木)
受付 平成25年６月26日(水)～７月２日(火)
☆いずれも阪急千里中央ビルにて

※お問い合わせ先
関西支部
豊中市新千里東町１丁目４番１号
阪急千里中央ビル９階

ＴＥＬ 06-6836-6605
※
申込期間に提出できるよう、早めに申込
用紙を請求してください。
用紙の請求・申し込みは公益財団法人日

本建築衛生管理教育センターへ。
（ＴＥＬ 06-6836-6605）
※
財団法人ビル管理教育センターは、平成
25年４月１日より「公益財団法人日本建
築衛生管理教育センター」に名称変更に
なりました。

労務委員会

●
平成25年度「第43回建築物環境衛生管理
技術者試験」のお知らせ
・試験期日 10月６日（日）
・提出期間 ５月７日（火）～６月17日（月）
当日消印有効
・提 出 先
公益財団法人日本建築衛生管理教育

センター業務部国家試験課
〒100-0004
東京都千代田区大手町１-６-１
大手町ビル７階743区
(電話 03-3214-4620）
※
受験願書の入手方法その他詳細は添付の
文書、または公益財団法人日本建築衛
生管理教育センターのホームページ（
http://www.jahmec.or.jp/ ）をご覧下
さい。

労働災害事故事例（Ｈ25年３月度発生分より）

３月度の報告企業数68社、業務災害は７件、うち１ヶ月
以上の休業見込みは３件、通勤災害は２件で、１ヶ月以上
の休業見込みは１件でした。
平成25年３月13日、午前８時50分頃にショッピングモー
ル１階フロアにおいて、経験年数14年の67歳女性が剥離洗
浄作業中、洗浄液を塗布した床面を歩いていて、足が滑っ

た際に右手をつき転倒した。
診断の結果、右手首骨折で休業見込み日数42日となる怪
我となった。
今回の事故は決められた作業方法を守らず起きた事象で
あり、剥離洗浄作業中は滑り止めを着用する等注意をして
作業を実施するように安全作業を徹底することが重要で
す。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ノンミートイーター（Nonmeat-Eater）に


理事

荒木

周

今年の２月28日で53歳になったのを機にノンミートイー
ターをすることにした。ノンミートイーター（NonmeatEater）とは「牛・豚・鶏などを食べない非肉食者。卵・乳
製品・魚介類は食べる」食生活をいうらしい。マドンナ、
マイケル・ジャクソン、カール・ルイスは有名なベジタリ
アンだそうです。意外だったのはトライアスロンのプロ選
手にもベジタリアンが多いとのこと。肉を食べなくても持
久力は蓄えらるんだな。
そんなこんなで自分はまず「動物で切ったら血が出るモ
ノ」は食べない！ということにした。海老、カニ、タコ、
イカ、貝類は食べるが、魚は切ったら血が出るのでダメに
なってしまう、田舎が高知の島ということもあって、親戚
や近所の方からよく魚をいただくので、その時はありがた
くいただくことにしている。買ってまでは食べない。切っ
ても血が出ない魚ってあるんだろうか。
肉を食べなくなってから、野菜はもちろん豆腐や厚揚
げ、高野豆腐、納豆、海苔、ゴマ、芋類などをよく食べる
ようになった。体重は２～３キロ落ちた程度でそんなに痩
せるもんでもない。まあケーキや饅頭やアイスクリームを
よく食べる割には太らないから多少は効果があるのかとも
思う。

きっかけは今年の旧正月に台湾の高雄にある「佛光山寺」
に行った際に食べた精進料理がものすごく美味しかったこ
と。「佛光山（臨濟宗）」は台湾仏教の総本山でいまでは台
湾南部の観光名所にもなっている。台湾南部へ行かれるこ
とがあれば是非立ち寄って見られるといい。スケールの大
きさにきっと驚くはずです。
精進料理の話に戻るが、仏教では僧は戒律五戒（１．生
き物を殺すな ２．人のものを盗むな ３．不倫をするな
４．嘘をつくな ５．酒を飲むな）で殺生が禁じられてお
り、大乗仏教で肉食も禁止されたため、僧への布施として
野菜や豆類、穀類を工夫して調理した料理ということらし
い。戒律五戒の１番と４番は難易度が極めて高い！！
自分は無宗教派であるが寺にも行くし、神社にも行くし、
某宗教団体の会員でもある。先祖のお墓参りもするし、法
事には和尚に来ていただいてお経も上げていただく。毎朝
仏壇に線香をあげて般若心経を唱え、会社の神棚にも灯を
ともし朝礼をしている。これまでに精進しようなどと思っ
たことは一度もないが、食生活は変えたいなと、なんとな
く思っていた。奥さまも「ノンミートイーター」には賛成で、
二人で楽しく精進料理を（ほとんど自分が）作っている。
まあ肉を食べなくても死ぬことはないだろうし、病気にな
ることもないだろうから、このまま今の食生活を続けて行
こうと思う。
完全ベジタリアンを目指すのも悪くないかと思ってい
る。

ＫＫＣお薦め講習会（６月）
６月実施予定のＫＫＣ主催の講習会は次のとおりです。
定員になり次第締め切らせていただきますので、お早
めにお申込みくださいますようお願い申し上げます。内
容等詳細はＫＫＣホームページ（http://www.bmkkc.
or.jp/）にも掲載しております。
受講をご希望の方は、受講申込書をホームページより
ダウンロードし、必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお
申込みください。
NEW

●高圧受電設備等の管理技術者レベルアップセミナー
自家用電気工作物の保守管理業務に従事する電気技術
者等関係者を対象に、電気事業法をはじめ、電気関連法
規の一層の理解と習得を図り、自主保安体制の確立につ
なげること、並びに電気設備の保守点検・保全管理の不備・
不全による事故の防止、メンテナンス技術の向上に寄与
することを目的としたセミナーです。
＜日 時＞
≪６月コース≫
①Ａコース（６日間）
６ 月 ５ 日(水)・10日(月)・14日(金)・17日(月)・
19日(水)・24日(月)
②Ｂコース（10日間）
※Ａコースに下記の４日間が加わります。
８月２日(金)・９日(金)・19日(月)・27日(火)
①②とも全日10時～17時
＜会 場＞にちほビル研修センター
（(株)日本電気保安協会）
＜対 象＞設備管理業務技術者

●電気設備コース（大阪府認定職業訓練）
電気設備の管理に必要な知識と技能のレベルアップと
あわせ、労働安全衛生法に基づく「低圧電気取扱者特別
教育講習」として実施するもので、受講修了者には、「低
圧電気特別教育修了証（開閉器の操作業務に係る者）」と、
職業能力開発促進法に基づく大阪府知事の認定訓練修了
証を交付いたします。

＜日
＜会
＜対

時＞平成25年６月５日（水）・６日（木）
２日間とも10時～17時
場＞新清風ビル
象＞電気設備管理に携わる作業担当者

●クリーンクルーリーダー養成コース
ビルクリーニング現場のリーダー（日常清掃の日勤者
や、パートタイマーのリーダークラスの方）や、これか
らリーダーとして活躍していただく候補者の方に、仕事
の進め方の基本や洗剤の基礎知識、人間関係の問題解決
の仕方などを学んでいただき、リーダーとして職場をま
とめ、毎日の仕事を円滑に進めていただくことを目的に
実施するものです。
＜日 時＞平成25年６月18日（火）・19日（水）
２日間とも13時～17時
＜会 場＞新清風ビル
＜対 象＞ビ ルクリーニング現場のリーダーまたはその
候補者

●警備員現任教育［前期］
昨年度より大阪府警察本部のご指導を得て実施してい
る講習会で、警備業法に基づいた、ビルの安全・安心を
護る警備員のための、防災面を重視した現任教育です。
受講修了者には「教育実施証明書」を交付いたします。
＜日 時＞平成25年６月20日（木）９時～18時
＜会 場＞新清風ビル
＜対 象＞施設警備を担当する現任警備員
※今後の開催日程（前期）は、７月23日（火）、８月21日
（水）、９月19日（木）の予定です。
申込・問合先：一般社団法人関西環境開発センター（ＫＫＣ）
教育訓練部
電 話：０６－６３７２－９１２３
ＦＡＸ：０６－６４５０－８０３８
E-MAIL：bmkkc@swan.ocn.ne.jp
URL：http://www.bmkkc.or.jp/

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ビルメン情報プラザ Obit（オービット）通信

新刊のご案内
・ビル設備管理テキスト（初級編）
公益社団法人東京ビルメンテナンス協会
平成25年３月28日発行
一般価格3,200円(税込)
TEL：03-3805-7560
http://www.j-bma.or.jp/
・第９回環境衛生シンポジウム
《ごみゼロ社会の実現へ》
平成24年11月21日(水)開催
(一社)沖縄県ビルメンテナンス協会
平成25年３月２日発行
・ビルメンテナンス業の人材育成のために
〔キャリアマップ、職業能力評価シート

導入・活用マニュアル〕
厚生労働省 平成25年３月発行
※
職業能力評価シート・職業能力評価基
準は、ホームページにて閲覧・ダウ
ンロードできます。http://www.mhlw.
go.jp/bunya/nouryoku/syoknou/
・平成24年度下期建築物防災週間関連行事
建築物防災講演会 講演記録
（平成25年３月７日開催）
一般社団法人 大阪建築防災センター
平成25年４月発行

・平成24年度版 建築物エネルギー消費量調
査報告書 調査対象期間：Ｈ23.４～Ｈ24.３
社団法人 日本ビルエネルギー総合管理
技術協会
平成25年３月発行
・ビル省エネルギー診断事例の集計・分析報
告書
社団法人 日本ビルエネルギー総合管理
技術協会
平成25年３月発行
※ビ ルメン情報プラザ Obit（オービット）
では、閲覧のみになります。
購入ご希望の方は、発行元にお問合せ下さい。
開館時間 10:00～16:00（土・日・祝休）
会議等でご利用になれない時もありますので、ご利用
の際は事前にお問合せ下さい。

ＯＢＭ行事予定
5月

6月

������
『おたより紹介』のコーナーへの
投稿を募集しています
●題材・・・自由。
協会への提言、季節雑感、詩、短歌、
俳句、川柳等々、何でも結構です。
●字数・・・15 字×16～19 行の間に、本
文、会社名、筆者名を全て記入して下
さい。

いきなり私事ですが、６月の株主総会
で退職し、
そのあとは「女のペンション」
で暮らすつもりです。ＯＢＭ広報委員会
には４年間お世話になりました。
大学では学生新聞の編集に携わり、卒
業後は朝日新聞社の記者として走り回り
ました。サラリーマン生活の最終章を広
報委員会に籍を置かせていただき文章を
書けたことに感謝いたします。
もともと文章を書くのは大の苦手でし
た。小学校の作文の時間は地獄でした。
１行も書けずに授業終了のチャイムを聞
いたこともありました。それが新聞記者
になるのですから人生は分かりません。
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創立50周年記念ビルメンテナンス総合資機材展(マイドーム大阪)
創立50周年記念式典 帝国ホテル大阪
〃
設備保全部会小委員会

ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ科通信訓練水準調整会議
医療関連サービスマーク実地調査員研修会
〃

広報委員会
理事会

ビルクリーニング科通信訓練水準調整会議
警備防災部会 ビルクリーニング科通信訓練（実技）
経営委員会
〃
アビリンピック練習
〃

設備保全部会
広報委員会
ＫＫＣクリーンクルーリーダー養成コース
公益・契約事業委員会 賛助会世話人会
〃

ＫＫＣ警備員現任教育〔前期〕

青年部分科会

記憶に残っている文章は、中学３年生
の修学旅行で訪れた京都の西芳寺の苔庭
を書いたものです。金閣寺や清水寺でな
く、中学生にしては渋く苔寺だけを書き
ました。苔の美しさに感動したままを書
いたらスムーズに筆が進み、賞までいた
だきました。
新聞記者時代は競争と比較の毎日でし
た。小さな交通事故の記事でも他紙の記
事と比べられます。「Ｍ紙を読んだか？」
「Ｙ紙の方が分かりやすいぞ」と先輩に
叱られる。自分の書いた記事のまずさは
自分が一番よくわかります。「記事を書
くことは恥をかくことだ」とはよく先輩
に言われた言葉です。恥をかきながら
40 年余。このコラムが人様に読んでい
ただける最後の文章になりそうです。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

ＫＫＣ電気設備コーズ
〃

ビル設備２級管理科訓練水準調整会議

さて、冒頭の「女のペンション」に戻
ります。田舎の高校時代、英語の授業で
老教師が「もうすぐ定年だが、定年後は
女のペンションで暮らします」と告白し
た。蝶ネクタイを結んだ英国かぶれの教
師でしたが、まさか、老後に女性のペン
ションで暮らす甲斐性があるとは思いま
せんでした。
いぶかる教室の中で、英語の得意な生
徒がクスクス笑い出したので、みな一斉
に英和辞書に飛びつきました。あった。
これだ。
「I live on a pension（年金で暮
らす）
」
。pension は西洋風の小ホテルだけ
でなく「年金」という意味もありました。
「オン・ナ・ペンション」が味噌でした。
私は横浜に戻って長年連れ添った妻と
庭いじりをしながら老後を送るつもりで
す。お世話になりました。（Ｓ・Ｎ）
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