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第29回労働安全大会開催される
平成25年６月28日、天満橋のドーンセンターにおいて当協会の第
29回労働安全大会が開催されました。当日は会員企業等から338名
の参加があり、それぞれの職場での安全推進に活かそうと熱心に聞
き入っていました。今号では、当日の様子を一部紹介させていただ
きます。
なお、来る９月25日には労働衛生大会（於：ドーンセンター）が
予定されていますので、こちらも多くの方に参加いただきますよう
お願いします（参加申込み等は後日ご案内させていただきます）
。

第29回労働安全大会
開催日

平成25年６月28日(金)

会

場

ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

次

第

１．開会挨拶
２．来賓挨拶

大阪労働局労働基準部安全課

３．安全講演

４．表 彰 式

安全課長 窪 田 浩 和 様

大阪労働局労働基準部安全課

産業安全専門官 池 田 賢 治 様

大阪労働局労働基準部健康課

労働衛生専門官 寺 村 晃 久 様

安全衛生標語・川柳入選作品の表彰を実施
（34社4923作の応募の中から選ばれた優秀３作、佳作６作が表彰された)

５．ビルメン体操の指導
６．特別講演

（公財)日本スポーツ連盟 健康運動指導士 岩 瀬 麻 衣 様

演題「心が豊かになるヒント」 僧侶・アナウンサー 川 村 妙 慶 様

７．閉会挨拶

僧侶・アナウンサー
川村妙慶様

来賓挨拶(要旨)
第86回全国安全週間が７月１日から７月７日まで「ルールを守る安全職場、みんなで目指すゼロ災害」をスロー
ガンに展開されます。私たち大阪労働局としては、｢誰もがいきいきと安心して働ける元気な大阪｣を全体のスロー
ガンとして、健康が確保される安心で安全な職場の実現や、労働災害のさらなる減少をはかるために、ゼロ災大阪・
｢安全見える化運動｣の展開等、自主的な安全衛生活動の推進を図っています。この｢安全見える化運動｣は、スロー
ガンを、
「みること｢気づき」から「考動」へ」とし、各種活動、リスクアセスメントの見える化を実施しつつ、平
成25年度を初年度とする大阪労働局労働災害防止推進計画の達成を目指す活動を関係団体と連携して取組んで参り
ます。
安全講演(要旨)  
｢安全見える化運動｣は、工場、現場、事務所、店舗等の職場に潜む危険、また安全衛生活動等を積極的に目に見
える形にすることで、労使の自主的な労働災害防止活動を促進し、健康が確保され安全・安心な職場の実現を図ろ
うとするものです。スローガンの「みること｢気づき｣から｢考動｣へ｣には、
職場において見ることがきっかけとなっ
て、心の中に「気づき」が生まれ、見える前と異なった、より安全を優先する「思考」や「行動」につながるとの
考えがあります。大阪労働局、管内労働基準監督署、各労働災害防止団体、及び関係者が連携し、積極的に本運動
を展開して参ります。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ズームアップ
公益事業委員会の活動
毎年、４月を迎えると、公益事業委員
会は行事続きの忙しい時期を迎えます。
そのなかでも、もっとも大きな行事と言
えば、大阪ビルメンテナンス協会挙げて
の行事である天神祭のお神輿巡行と清掃
ボランティアです。毎年、７月23日・24
日・25日の三日間と26日の午前中は、委
員のメンバーは本業の業務よりも優先的
に活動していただいています。
天神祭の準備は、４月の委員会での資
機材の確認と発注からはじまります。５
月には実行委員会を立ち上げ、大阪天満
宮やお神輿をお借りする神社庁をはじ
め、お神輿巡行の本拠地としてお世話に
なる滝川公園の町会長さん、大先輩の
ギャル神輿実行委員会への挨拶に伺いま

25年度

す。また、天神祭は大阪天満宮の氏子に
よる祭事であるため、本来であれば講に
所属していなければお神輿を担ぐことも
できませんが、大阪協会が長年、清掃ボ
ランティアで貢献していたことが考慮さ
れ、特別に参加できているのです。よっ
て、巡行の際に立ち寄る講にも挨拶に伺
います。清掃ボランティアでは、天神祭
美化委員会（ダストバスターズ）、本拠
地となる滝川小学校など、挨拶回りだけ
でも７箇所はあります。６月に入ると、
お神輿巡行・清掃ボランティアの募集が
はじまり、レンタル品の発注や資機材の
準備、天満警察署や国土交通省近畿地方
整備局への届け出の手配など、委員の皆
さんが手分けして準備を行います。そし
て７月。梅雨も明け、いよいよ夏真っ盛
り。参加者の応募が集まると、順調に進
行していくために、参加人数の調整を行
います。せっかくご応募いただきながら、

第３回

理事会

７月５日（金） 協会会議室
１．報告事項
①新入会 株式会社ツバキサポートセ
ンター大阪営業所（正会員）
②退会 武田化工株式会社（賛助会員）
③総会における議長団の人数について
（３名から２名へ）
２．審議事項
①大阪ビルメンテナンス政治連盟新役
員について／承認
②平成26年度協会理事長表彰について
【（一財）大阪消防防災協会】／承認
③
普及啓発事業に係る業務委託契約に

ついて【
（一財）大阪消防防災協会】
／承認
３．報告事項
①近畿地区全協派遣役員について
②
委員会・部会報告について（７月に
４～６月分報告）
③全協総会（７月26日(金)）について
４．その他
①
第72回全国産業安全衛生大会参加に
ついて
②第44回実態調査の実施について

人数調整のためにご無理をお願いした企
業様には、いつも大変申し訳なく思って
おります。毎年24日は参加者が集中する
のですが、どうしても人手不足になるの
が、清掃ボランティアで最も忙しい25日
の花火大会のあとから深夜にかけての作
業です。けれども、なかなか思うように
は集まりません。調整を重ねながら、公
益事業委員会の委員と、各委員会や企業
様からのご支援で世話役の体制を整え
て、万全を期して当日を迎えます。
いつも協賛いただいている会員企業・
賛助会員企業の皆さま、行事への積極
的な参加応募いただいている企業の皆さ
ま、この場をお借りして厚くお礼申し上
げます。今年も参加者全員が元気に、安
全に、滞りなく終えることを願い、がん
ばりたいと思います。

（福田久美子）

２．
50周年記念誌の入稿状況の確認等を行った。
３．
「ＯＢＭ人語」第Ⅲ集の表紙を決定した。
４．
50周年記念式典につき当日の運営、役割等
を確認した。

６月６日（木）出席者10名

協会展示室

１．
50周年記念誌の一次校正を行った。
２．
50周年記念誌の表紙等のデザインを検討し
た。

６月18日（火）出席者11名

協会展示室

１．
50周年記念誌の第二稿の校正を行った。
２．
50周年記念誌のケース、表紙の装丁、色等
を検討した。
３．
ＯＢＭマンスリーＨ25年６月号の編集作業
を行った。

総務友好委員会

委員会・部会
経営委員会

５月８日（水）出席者13名

協会会議室

１．青年部分科会活動報告
・現在分科会に参加可能なメンバーが少数
であるため今後増員を図りたい。
２．
ビルディング協会との合同委員会のテーマ
につき検討した。
３．その他
・エコアクション21のセミナーを本年も企
画する。打合せは次回経営委員会までに
事務局が実施する。

６月12日（水）出席者12名

４月25日（木）出席者20名

青年部分科会
協会会議室
５月８日（水）出席者３名
１．
青年部分科会の本年度事業活動内容につい
て
・
ビルメンテナンス青年部全国大会につい
て
・次回開催は香川県（神奈川県が辞退）
・再来年は北海道
・西日本サミットについて
・兵 庫県にて開催予定 （主催 兵庫ビ
ルメンテナンス協会青年部）
６月13日、14日 チサンホテル神戸に
て
・勉強会、見学会、研修会の開催

協会会議室

１．青年部分科会活動報告
・６月13日～14日に開催される青年部西日
本サミット参加について
・青年部新規募集に伴い２名増員。
２．ビルディング協会との合同委員会のテーマ
につき検討した。
３．エコアクション21構築セミナー開催につい
て日程等を検討した。

６月24日（月）出席者３名

５月22日（金）出席者25名

協会会議室

50周年事業、ソフトボール大会についての確
認を行った。

６月19日（水）出席者12名

協会会議室

今後の行事について役割分担等を確認した。

賛助会世話人会

５月８日（水）出席者12名

協会会議室
協会創立50周年記念展示会につき準備状況を
確認した。

協会会議室

１．
青年部分科会の本年度事業活動内容につい
て勉強会、見学会、研修会の内容等を検討
した。

広報委員会
協会展示室
５月15日（水）出席者９名
１．
「ＯＢＭマンスリー」５月号の編集作業を
行った。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

協会会議室
50周年記念行事
１．
記念式典及び祝賀会の準備状況を確認した。

６月19日（水）出席者12名

協会会議室

１．
協会設立50周年記念展示会の総括を行った。
２．
世話人会の今後のスケジュールを確認した。
・ミニ展示会、講習会の実施…11月22日・
２月13日に実施予定（出展企業未定）
※８月中に出展社企業募集し９月中に決
定する。
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公益事業委員会

６月19日（水）出席者11名

協会会議室
１．年間予定について
①11月７・14・21に予定していたスタッフ
養成講座は部屋の関係により
11月14・21・28へ変更
２．アビリンピックへの対応について担当等を
決定した。
３．天神祭・清掃ボランティアについて当日ま
での準備等を確認した。
４．ビルメン社会貢献セミナーの日程変更につ
いて
会場の都合により、下記の通り変更となり
ました。
変更前：10月16日（水）→変更後：10月18
日（金）

９日が予備日）
３．全国産業安全衛生大会ｉｎ大阪について
・10月30日～11月１日
４．熱中症予防対策について
５．メンタルヘルス、職場復帰支援について
６．
労働衛生大会（９月25日開催）特別講師に
ついて
７．ＫＹＴ危険予知訓練について
・７月30日 13時～17時 協会４階にて
８．労災・通災報告書の回収率改善について
９．
５月分労働災害報告
・業務災害９件、
通勤災害２件、
マンスリー
に掲載する。

６月28日（金）出席者338名 ドーンセンター
第29回労働安全大会を開催
（内容を１ページに記載）

契約事業委員会

ビルクリーニング部会

６月19日（水）出席者12名

４月25日（木）出席者18名

協会会議室
１．新年度委員会活動について
⑴ 事業内容確認
⑵ 分科会担当委員選任
２．ビルメンテナンス情報年鑑の件
⑴ 全国ビルメン協会から、大阪府内の会員
企業のアンケート結果集計を個別に受け取
る予定。
３．大阪市・大阪府への訪問について
⑴ 新委員会発足にあたり大阪府、大阪市契
約局に挨拶訪問。
４．提案・懸案事項
⑴ 各官公庁及び自治体へ、契約制度改革を
陳情するに当たり現在の法律、条令、各自
治体の方針等、勉強会を実施する必要があ
るのではないか。

６月26日（水）

訪問先

１．大阪市・大阪府への訪問について
⑴ 新委員会発足にあたり下記の日程で大阪
府、大阪市契約局に挨拶訪問を実施。
①大阪市へ訪問
日時：６月25日（火）13：30
先方：大阪市契約局
②大阪府へ訪問
日時：６月26日（水）15：00
先方：
大阪府総務部契約局 総務委託物
品課
⑵ 訪問時の相談事項
①インスペクション及び積算対象物件相談。
②新体制による契約推進委員会の活動計画
の説明と協力の依頼
⑶ 大阪市では平成26年度より年間500万円
以上（３年で1,500万円以上）の案件は総
合評価案件に移行するとの話があった。

労務委員会

５月22日（水）出席者12名

協会展示室
１．安全衛生標語・川柳の選定を実施した。
２．労働安全大会について準備状況を確認した。
３．４月分労働災害報告
・業務災害９件、通勤災害１件、マンスリー
に掲載する。

６月20日（木）出席者12名

協会会議室

１．労働安全大会について
・全体のスケジュール、役割最終確認
２．関西ガラス外装クリーニング協会 安全パ
トロールについて
・８月８日（木）大阪市内コース（大阪合
同庁舎第２号館前に午前９時集合）（※

協会会議室
ビルクリーニング部会 ４月度
１．
「ビルクリーニング現場責任者のためのレ
ベルアップセミナー」について検討した。

６月25日（火）出席者21名

協会会議室

ビルクリーニング部会 ６月度
１．
本年度部会事業を確認した。
（1）調査研究に関する事業：
①ビルメンフューマンフェアの視察・研修、
②
「資源可能な紙類の講習会」の開催。
（2）教育・訓練に関する事業：仮称 免許皆
伝 クリーンクルーのマナー・安全ポイ
ント ＤＶＤ２巻（初級・中級）の作成。

７月４日（木）出席者23名

協会会議室

ビルクリーニング部会 ７月度
一般社団法人 大阪ビルメンテナンス協会 ビ
ルクリーニング部会 調査研究に関する事業
１．
「資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁
止」に関する講習会 参加80名
大阪市でＨ25．10．１から実施される、資

源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止に
ついて大阪市環境局等からお話いただいた。
２．
７ 月度ビルクリーニング部会（16：20～
17：20）
分科会＊各班の班長、副班長、書記を選任

した。

警備防災部会

５月９日（木）出席者16名

協会会議室
警備防災部会委員会
１．
新法人への移行に伴う名称等の変更につい
てのお知らせ
変更日 平成25年４月１日

新名称 一般財団法人大阪府消防防災協会
旧名称 財団法人大阪府消防設備協会
２．
防災講演会の準備状況を確認した。
３．平成25年度の防災実践講座の予定を発表
第１回目 10月３日（木）
第２回目 11月５日（火）
いずれも定員40名


５月21日（火）出席者38名

協会会議室

防災講演会
出席者 部会委員会社 29社 38名
防災講演
講 師
大阪市消防局
警防部長 消防正監 打明茂樹氏
演 題

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

「新たな被害想定とその対策」
容
◎福島県双葉町の放射能汚染の現状と消防
支援体制の状況等
◎大阪市の防災対策について（パワーポイ
ント使用）
１大阪市の地勢（地盤の高さ）
２大阪市の地震環境
３現在の地震被害想定
４津波想定
５大阪市の主な地震対策
・地域特性に応じた自主防災力の向上
・津波対策
・災害対策施設等の耐震化
・民間建築物の耐震化の促進
・密集住宅市街地の対策
・防災力強化マンションの認定
・広域避難場所・避難路の整備
・阿倍野防災拠点の整備
・水・食料等の備蓄
・震災訓練の実施
・帰宅困難者対策
６大阪市における今後の対策

内

６月11日（火）出席者13名

協会会議室

警備防災部会委員会
１．
防火管理者の教育担当者の受講者について
２．警備業者立入の内容について報告があった。

設備保全部会

５月16日（木）出席者15名

協会会議室
第２回委員会部会
１．各小委員会活動報告
（研修・見学会）
中部近畿産業保安監督部近畿支部「電力安

全課」へ要請していた電気事故（研修）報
告会を８月21日に行う予定。
（環境衛生業務研究）
今年のテーマである「ビルにおける感染症

に対する研究」に対する取組方向の説明。

５月31日（金）出席者５名

協会会議室

管理技術調査研究小委員会
１．目的
管理技術調査研究小委員会の具体的な活動

及び成果物としての出版物について意見交
換・調整を行った。
２．結論
⑴ 設備管理業務※のＩＴ化について調査研
究を行うことにした。
※
制御・監視・管理を行う中央監視システ
ムを想定

６月17日（月）出席者19名

協会会議室

第３回委員会
１．各小委員会活動報告
（管理技術調査研究）
設備管理業務のＩＴ化についての調査研究

を行うため、メーカーの選定と調査項目の
立案を行い、小委員会で検討する。
（研修・見学会）
電気事故報告会を８月21日に実施。グラン

フロント大阪、ヤンマー等、幾つかの見学
先を東西交流会での実施を含め検討し次回
発表を行う。
（設備保全業務研究）
「ＳＬＡ」に関する講演会は予算の面で不

可のため、「ＳＬＡ」をテーマに再度取組
内容を検討する。

 ／ OBMマンスリー

2013.７月号

環境衛生分科会

６月17日（月）出席者19名

協会会議室
第１回委員会
１．環境衛生分科会活動報告
今年度はビル管理における感染症をテーマ
に取組を行う。
空調設備からのインフルエンザ、レジオネ
ラ、結核、大腸菌、マラリア等のたくさん
の感染症やノロ等の伝染病等もあり非常に
奥の深い研究テーマである。
２．東西情報交換会での大阪のテーマを検討し
た。

会員だより
●代表者変更
〔正会員〕
・空港施設管理株式会社
（新）代表取締役社長 田 村 俊 雄 様

（旧）代表取締役社長 田 中 明 道 様

（平成25年６月27日より）
・星光ビル管理株式会社
・星光ビルサービス株式会社
あい ば
（新）代表取締役社長 饗 庭 浩 二 様
（旧）代表取締役社長 岡 田 信 吾 様

（平成25年６月24日より）
・株式会社セイコーサービス
（新）代表取締役 川島こずえ 様
（旧）代表取締役 高岡ヒサ子 様

（平成25年５月31日より）
・株式会社レイビ
（新）代表取締役社長 佐 藤 雅 之 様
（旧）代表取締役社長 石丸純一郎 様
（石丸純一郎氏は顧問に就任）

（平成25年６月25日より）

〒542-0076
大阪市中央区難波２-２-３
御堂筋グランドビル
ＴＥＬ 06-6211-2090（代表）
ＦＡＸ 06-6211-2099（総務部）

（平成25年７月16日より）
・株式会社クー
〒555-0032
大阪市西淀川区大和田１-６-14
幸成ビル２階
（電話・ＦＡＸ番号は変更ありません）

（平成25年７月１日より）

●住所・電話番号・ＦＡＸ番号等変更
〔正会員〕
・近鉄ビルサービス株式会社

講習会お知らせ
近畿地区本部だより
●全国協会キャンペーン事業に関する
キッザニア東京・甲子園 割引チケット
サービスのご案内
全国ビルメンテナンス協会ではキャン
ペーン事業の一環として、こども向け職業
体験テーマパーク「キッザニア東京」に出
展しております。この活動を、会員企業の
皆さまにより多くご理解賜りたく、「キッ
ザニア特別優待チケットサービス」をご案
内申し上げます。このサービスは、キッザ
ニア東京及びキッザニア甲子園の割引料金
で入場できるサービスとなっております。
※詳細は送達文書で近日中にご案内いたし
ます。
●平成25年度建築物排水管清掃作業従事者
研修（大阪会場）のご案内
・講習日程 ８月６日（火）
９時30分～17時00分
・会
場 （一社）大阪ビルメンテナン

ス協会研修室
大阪市北区中津１-２-19
・定
員 90名
・受 講 料 13,000円
（テキスト代・消費税込）
・締
切 ７月31日（水）

●
平成25年度空気調和用ダクト清掃作業従
事者研修（大阪会場）のご案内
・講習日程 ９月６日（金）
９時15分～17時00分
・会
場 エル・おおさか（大阪府立労
働センター）大阪市中央区北
浜東３-14
・定
員 50名
・受 講 料 
10,000円（テキスト代・消費
税込）
・締
切 ８月30日（金）
※
受講案内は全協本部よりお送りしており
ます。受講申込書に必要事項をご記入の
上、受講料をお振込いただき、振込金受
領書を添付して（公社）全国ビルメンテ
ナンス協会へＦＡＸ（03-3805-7561）に
てお申込み下さい。
（手数料はご負担下
さい。
）詳細は事務局までお問合せ下さ
い。

教育センターだより
厚生労働大臣登録講習会予定
●
貯水槽清掃作業監督者（再）
平成25年９月17日（火）
～18日（水）
平成25年９月19日（木）
～20日（金）
受付 平成25年７月29日（月）～８月２日（金）
●排水管清掃作業監督者（新）
平成25年９月24日（火）
～27日（金）
受付 平成25年８月６日（火）～８月12日（月）

労務委員会

●空気環境測定実施者（再）
平成25年10月１日（火）～２日（水）
受付 平成25年８月12日（月）～16日（金）
●排水管清掃作業監督者（再）
平成25年10月３日（木）～４日（金）
受付 平成25年８月12日（月）～16日（金）
●空気環境測定実施者（新）
平成25年10月７日（月）～11日（金）
受付 平成25年８月22日（木）～28日（水）
●貯水槽清掃作業監督者（新）
平成25年10月15日（火）～18日（金）
受付 平成25年８月27日（火）～９月２日（月）
●建築物環境衛生管理技術者
平成25年10月28日（月）～11月15日（金）
受付 平成25年８月28日（水）～９月３日（火）
●防除作業監督者（再）
平成25年10月22日（火）～23日（水）
受付 平成25年９月２日（月）～６日（金）
●空調給排水管理監督者（再）
平成25年10月25日（金）
受付 平成25年９月２日（月）～６日（金）
☆いずれも阪急千里中央ビルにて
※
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・お問い合わせは

公益財団法人日本建築衛生管理教育セン
ター関西支部へ。
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

労働災害事故事例（Ｈ25年５月度発生分より）

５月度の報告企業数67社、業務災害は９件、１ヶ月以上
の休業見込は１件で、８日未満が８件という結果です。通
勤災害は、２件、１か月以上の休業見込みは１件でした。
今回は外周駐車場で発生した休業見込60日という重篤な
被災に至ったケースをご紹介します。
５月９日、午前８時20分頃、清掃作業員（70歳女性）が
建物外周駐車場付近での植栽注水作業後に、ホースを持ち
散水栓へ戻ろうとした際に、駐車場車止めに足を取られ転
倒、右肩複雑骨折により、休業見込60日（内入院日数14日）

となりました。
高齢者の場合は、単なる転倒が大きな業務災害につなが
りますので、足元には常に細心の注意を払うよう、改めて
従業員にご徹底下さい。
なお、災害報告をいただいている企業が漸減し、現在で
は67社と非常に少なく危機感を持っております。
会員企業におかれましては毎月の報告にご協力賜ります
ようお願いします（無事故の月でもその旨を報告いただき
ますようお願いします）。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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た。
当日は車で出かけ、車中では昔の珍道中の話で盛り上が
り、あっという間に目的地に着いた。宇奈月温泉は富山県
理事 大 谷 嘉 和

隨一の温泉郷で豊富な湯量と無色透明な単純泉は体に良い
新緑の５月に40数年来の友と旅に出かけた。
といわれている。温泉で疲れを癒し、いよいよ宴会である。
昔は毎年行っていた４人での旅は何年ぶりかを考えると、 趣味のこと、子供（孫）のこと等を話しながら杯を重ねた
最後に行ったのは私が結婚する１年前の昭和55年だったと
が、皆昔ほど飲めなくなっていた。誰かが「健康のために
思うので、実に33年ぶりの旅である。その間３人とは会っ
控えているだけ」といういい訳に「年やろう！」という突っ
ていなかったかというとそうではない。毎年12月29日に開
込みもなく皆が納得してしまったことに、年齢を感じてし
催している忘年会のメンバーなので少なくても１年に一度
まった瞬間でもあった。
は会っていた。この忘年会も、もう30年以上続いていて10
翌日は黒部峡谷トロッコ電車に乗り黒部峡谷の見どころ
数名のメンバーは皆私にはかけがえのない友である。
である「新山彦橋」
「後曳橋」
「ねずみ返しの岩壁」
「鐘釣橋」
この旅に行こうという話がでたのも昨年の忘年会であ 「黒部万年雪」などを見ながら欅平までの大自然を満喫し
る。以前から旅に行こうという話は出てはいたがなかなか
た。欅平では、景勝地をめぐる遊歩道に沿い「奥鐘橋から
実現できなかった。皆還暦を過ぎ余裕が出てきたのか、昨
の絶景」「人喰岩」「猿飛峡」などを散策した。以前訪れた
年の忘年会では今年の夏までには必ず行こうという約束を
のは秋で紅葉が素晴らしかったのを覚えているが、新緑や
した。今年に入り何処へ行こうかワクワクしながら連絡を
残雪と黒部川との美しいコントラストが素晴らしい春も見
取り、昔４人で行った場所に行ってみようということにな
どころいっぱいであった。楽しい時間はあっという間に過
り一泊二日で行ける宇奈月温泉に行くことになった。昔は
ぎ、今度は夫婦で行こうという約束をして帰路に着いた。
三泊～四泊して知らない街を散策しながら土地の名物、地
「青春に再上映はない」と思っていたが、行く先々で昔
酒などを楽しむのが目的であったが、今回の旅は温泉が目
の場面が蘇り「青春の再上映」を感じた旅でもあった。40
的の旅となり少し行動力が落ちたかなと感じながらも、前
年という長きにわたり付き合える友に出会えたことに感謝
夜は小学校の修学旅行の時のように当日が待ちどおしかっ
です。

青春の再上映

ＫＫＣお薦め講習会（８月）
８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
申し込みください。

●清掃作業従事者研修（レディースコース）
建築物清掃業等の知事登録業者に義務付けされた清掃
作業従事者研修を、厚生労働大臣の登録を受けたＫＫＣ
が実施するものです。特に女性のクリーンクルーが１日
通しの研修会に参加しにくいことに配慮し、半日ずつ計
２日間のコースとして実施いたします。女性のクリーン
クルーのリーダークラス、またその候補者の方が対象で
す。
＜日 時＞８月６日（火）・７日（水）13時～17時
＜会 場＞新清風ビル（中津）講習会場
＜定 員＞40名
＜締 切＞７月29日（月）

●マンション管理業務主任者受験対策セミナー
「管理業務主任者」・「マンション管理士」試験の、過去
に出題された問題を集約した教材を作成し、その解説と
模擬問題を項目毎に実施し、それを繰り返すことで実力
をつけていただきます。
＜日 時＞８月20日（火）～11月22日（金）までの火曜日・
金曜日（計28回）
13時～17時

＜会
＜定
＜締

場＞新清風ビル（中津）講習会場
員＞30名
切＞８月９日（金）

●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＞８月21日（水）９時～18時
＜会 場＞新清風ビル（中津）講習会場
＜定 員＞40名
＜締 切＞８月14日（水）
※今後の開催日程（前期）は、９月19日（木）です。
【平成25年度警備員現任教育[後期]日程が決まりました】
平成25年度後期（９月～３月）の開催日程が以下のと
おり決定いたしました。毎月１回（１月を除く）の予定
です。『防災面にも対応できる警備員の育成』に主眼を置
いたＫＫＣの警備員現任教育をぜひご利用ください。
○日 程 10月22日（火）、11月20日（水）、12月19日（木）、
２月18日（火）、３月19日（水）
※会場は全日程とも新清風ビル（中津）
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
○６月28日(金)に開催された労働安全大会にて、特別講演
をしていただいた僧侶・アナウンサー 川村妙慶氏 の著
書３冊を展示しておりますので、ご興味のある方はお越し
下さい。
（但し、貸し出しはしておりませんのでご了承下
さい。
）

※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

・妙慶さんの 怒りがおさまる35のお話
こう書房 平成25年5月13日発行
一般価格1,400円(＋税)
TEL：03-3269-0581
http://www.kou-shobo.co.jp/

7月

8月

・がんばりが空回りしているあなたへ
自分を『ちょっと』休めるコツ
㈱大和出版 平成25年３月27日発行
一般価格1,300円(＋税)
http://www.daiwashuppan.com/
・あなたは、かけがえのない存在なのだから。
悩みの数だけ 仏は寄り添う
㈱東京堂出版 平成24年11月３日発行
一般価格1,200円(＋税)
http://www.tokyodoshuppan.com/
○独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、毎
月高齢者雇用の総合誌「エルダー」を発行しています。７
月号特集として「高齢者のための労災防止入門」が掲載さ
れ、その内容は次の通りです。
総 論 第12次労働災害防止計画と高齢者の労働災害防
止対策 編集部
解説１ 高齢者に配慮した労災事故防止対策～だれもが
働きやすい職場づくりを～
下村労働衛生コンサルタント事務所兼
ＳＡ安全防災研究所 所長
下村 宏
解説２ 転倒災害防止対策を中心とした職場の安全管理
公益財団法人 労働科学研究所 客員研究員

永田久雄
解説３ 職場でできる転倒予防体操のポイント
首都大学東京 健康福祉部 教授  山田巧美
ビルメンの現場で一番多い労働災害は転倒で労災全体の
40パーセントを占めます。転倒予防対策の上記の記事を参
考にしてはいかがですか。

大きなクジラ

先週末、もうすぐ５歳になる愛息子の
たっての希望で、父と私の３人で和歌山
県の加太港へ釣りに出かけました。釣り
といっても船に乗るような立派なもので
は無く、防波堤から釣り糸を垂らしてサ
ビキや投げ釣りでの雑魚狙い、たまに大
物でも釣れればいいかなと言う程度のも
のでした。
当日は早朝５時に出発予定でした。普
段、保育園へ行く際はなかなか起きない
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天神祭清掃ボランティア KKCビル清掃業務入門コース

全協定時総会（ホテルラングウッド）

設備保全部会 環境衛生分科会
KYT(危険予知訓練）実務研修会 ビル省エネ診断技術者認定無料説明会

病院清掃受託責任者講習（大阪国際会議場）
〃

建築物排水管清掃作業従事者研修（大阪会場）
KKC清掃作業従事者研修（レディースコース） KKC理事会
KKCインスペクション委員会
水
〃
木 病院清掃受託責任者講習（大阪国際会議場）
賛助会世話人会
〃
金

ビルクリーニング科通信訓練（学科 ～２２日）
KKCマンション管理業務主任者受験対策セミナー
契約事業委員会 公益事業委員会 ＫＫＣ警備員現任教育
21 水
近畿地区・設備保全部会「電気事故と安全対策講習会」
20

火

22

木 広報委員会

23

金

24

土

ビルクリーニング科通信訓練修了時試験
KKCマンション管理業務主任者受験対策セミナー

������
『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。

息子でしたので寝たまま車に乗せること
を覚悟していましたが、耳元で「あっく
ん釣り行くよ。」と囁くと、あら不思議、
パチッと目が開き、スクッと起き上が
り、「お着替えするからちょっと待って
てやぁ。」と言ったかと思うと、前日か
ら用意していた服装へ颯爽と着替え、お
気に入りの帽子とサングラスで決めポー
ズ、余りのお利口さんぶりに息子の期待
度がよく判りました。
防波堤に着くと、既にかなりの家族連
れの釣り客が竿を出していました。晴天
で波も穏やかな海に息子もライフジャ
ケットを装着し、いざ釣り開始。釣果は

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

15㎝から25㎝くらいのイワシやサバが入
れ食い状態で大量に釣れ、自分の二の腕
ほどの魚に大興奮。パパはエサを入れた
り魚を外したりで大忙し。でも息子の笑
顔に平日の疲れやストレスもぶっ飛びま
す。
面白かったのは、釣り上げる直前に魚
を逃がしてしまった際、
「今クジラに逃
げられた。
」と残念がり、子供でも逃が
した魚は大きいんだなと思いました。
その日の食卓には焼いたり煮たりの魚
が並び、クジラの話で一同大盛り上がり。
本当に素敵な週末を過ごすことができま
した。
（Ａ・Ｍ）

 ／ OBMマンスリー
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