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平成26年度 第30回労働安全大会ご参加のお願い
本年度も全国安全週間が実施されることになり、この機会に労働災
害の防止と安全意識の啓発の一環として労働安全大会を企画いたしま
した。
今回も大阪労働局のご指導により、
『みんなでつなぎ

高まる意識

達成しようゼロ災害』の平成26年

度スローガンのもと、大阪府下全域に運動が展開されます。
この運動を強力に推進するためには各事業場の実態に即した継続的
で、かつ有効な安全活動がなされるよう経営者、安全担当者、職場責
任者の方々の深いご理解とご協力が不可欠です。

昨年度労働安全大会

何卒多数お誘い合わせの上、ご参加の程お願いいたします。なお、
今回から会員外の協力企業様のご参加は無料となります。
※抽選で120名様に「素敵な品物」を、又 参加者全員に記念品を用
意いたしております。
公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 健康運動指導士 岩瀬麻衣氏
による職場におけるビルメン体操についての実演をして頂きます。

労働安全大会要綱
１．日

時

平成26年6月20日（金）13：30～16：50
（受付は12時40分よりいたします）

２．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）７階ホール
大阪市中央区大手前１丁目3-49
TEL 06-6910-8500

      

(別添案内図をご参照ください)
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第
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ご

講

演

13：50

山 田 𠮷 孝
大阪労働局 労働基準部 安全課 安全課長 窪 田 浩 和 氏
大阪労働局 労働基準部 安全課 産業安全専門官 山 田 敬 一 氏
会

長

テーマ「ビルメンテナンス業の労働災害防止対策について｣
表

彰

式

体操ご指導

特別講演

14：30

安全衛生標語・川柳入選作品表彰式

公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 健康運動指導士
14：45
「ビルメン体操」

演

瀬

麻

衣氏

15：00

休

憩（10分間）

15：10

元 阪神甲子園球場長 竹 田 邦 夫 氏

テーマ「元阪神甲子園球場長が語る～ 感動プレー・勝利の舞台裏 ～」

閉 会 挨 拶 16：30
抽 選 会 16：35 労務委員会
閉

岩

副会長

佐 々 木 洋 信

16：50

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/
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ズームアップ
賛助会活動紹介
私ども賛助会は加藤副会長、
小林理事、
笹岡理事、岡田理事のご指導をいただき
活動をしております。本年度の世話人会
メンバーは、増田（装栄株式会社）
、奥
山委員
（サラヤ株式会社）
、
中山委員
（ディ
バーシー株式会社）
、片山委員（大一産
業株式会社）
、
福井委員（ケルヒャージャ
パン株式会社）
、武知委員（スイショウ
油化工業株式会社）
、
中村委員（インテッ
クスソリューション株式会社）
、足立委
員（株式会社リンレイ）となっています。
また、池端さん（清風商事株式会社）に
オブザーバーとして参加していただいて
います。
昨年、大阪ビルメンテナンス協会は創

26年度

立50周年を迎えました。それを記念して
賛助会31社が出展し、マイドーム大阪に
おいて「総合資機材展」を開催いたしま
した。
出展各社が最新の製品、情報をそろえ
て会場作りを行い、ビルメンテナンスの
将来を見据えたさまざまな提案をさせて
いただきました。総合資機材展会場では
来場者の皆様の、私ども出展各社に対す
る熱い期待が伝わってまいりました。
５月29･30日の二日間で来場者3000名
となり、大盛況のうちに終えることがで
きました。開催にご協力いただきました
皆様に御礼を申し上げます。
今年度の賛助会の主な活動は、講習会
およびミニ展示会です。
大阪ビルメンテナンス協会のある新清
風ビルにおいて、６月、11月、２月の３
回を予定しております。毎回、２社が講
習会を行い、別のフロアーで４～５社が

第２回

理事会

４月30日（水） 協会会議室
１．審議事項
①平成25年度決算について／承認
②総会について／承認
２．報告事項
①全協報告
②委員会部会報告
③事務局
・理事業務分掌表
・
職業能力評価基準を活用した人材育
成ツール作成セミナー
・石綿飛散防止対策にかかる説明会の
お知らせ

委員会・部会
経営委員会

４月22日（火）出席者10名

協会会議室
１．ＢＣＰ策定プロジェクトについて
主旨説明とともに役割分担を決定した。
２．26年度事業計画及び予算について
事業計画および予算を確認した。

広報委員会
協会展示室
４月23日（水）出席者９名
１．
「入会の栞」に挿み込むリーフレットにつ
いて内容を検討した。
２．
「ＯＢＭマンスリー」Ｈ26年４月号の編集
作業を行った。
３．
「こみゅにけ～しょんず盛夏号」の内容を
検討した。

総務友好委員会

４月８日（火）出席者15名

協会会議室
本年度事業についての確認
１．ソフトボール大会について（佐藤委員説明
７/12・７/13・８/９・８/10 開催）
・参加数：32チーム限定、各日８：30スター
ト、１日５試合予定。９月28日は予備日。
・
１、２回戦（７/12、７/13）が雨天順延
にならなければ、９/28はキャンセルに。
※
試 合時間の変更 70分に（最終日は80
分）、本部は№３に（７/13は№５）。申
込「先着順」を追記。
・
各 チームからＭＶＰを選出してもらい、

・平成26年度ビル設備管理（１・２級）
技能検定受検案内
・平成26年度ビル設備管理技能検定を
目指す方へ
・平成26年度ビル設備管理初級技術者
講習受講案内
・平成26年度１級・２級ビル設備管理
技能検定受検準備講習案内
・平成26年度１級・２級ビル設備管理
実技模擬試験講習案内
・平成26年度ビル設備管理科訓練・技
能士コース（１・２級）受講案内

記念品を贈呈する。
（スポーツタオル等）
２．通常総会について
（５/29 新阪急ホテル
13：00～）
・懇親会を総務委員で応援。
３．優良社員表彰について
（７/７ サンルート梅田 15：00～）
４．会員増強について
・入会におけるメリット等魅力ある協会を
目指し、増強とともに退会流出を防ぐ。
５．行事担当 役割分担について
・本年度の各行事の担当委員を決定した。

賛助会世話人会

４月８日（火）出席者12名

協会会議室
１．ミニ展示会・講習会について
・スケジュールの確認
2014年６月27日、11月21日、2015年２月
10日開催予定。
２．オービットの活用方法
・具体的内容を検討した。
３．会員増強
・１年間で10社ほどの新規会員を入会いた
だくことが目標。
・入会のしおりにメリット等を詳しく記載
したチラシをいれる。
・総務友好委員会と連携し賛助会世話人会
でも意見だしをする。

労務委員会

４月21日（火）出席者12名
１．無災害会員企業について
無災害企業安全表彰


ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

協会会議室

製品の展示をいたします。各回共、担当
各社が最新の製品やシステム、情報をご
紹介いたします。来場された方々にとっ
てその業務に必ずお役に立てる内容ばか
りです。ぜひご来場いただきますようお
願いいたします。
2014年に入り、円安の恩恵を受けた家
電業界、自動車業界をはじめ好業績を発
表する企業が相次いでおります。４月の
消費税アップによる景気減速懸念はある
ものの、経済界は活気を取り戻しつつあ
ります。
今年度も賛助会では各種活動を通じて
大阪ビルメンテナンス協会、ひいては業
界全体の更なる発展にお役に立てるよう
がんばってまいります。今後とも賛助会
の活動にご理解とご協力をよろしくお願
い申し上げます。
 （賛助会世話人会代表 増田四郎）

１年樹立２社、３年樹立２社に決定する。
２．
「転落・つまづき 撲滅キャンペーン」ち
らしの確認。安全大会で配布予定。
３．安全大会の講師について
元 阪神タイガース常務取締役 甲子園場

長、竹田邦夫氏に決定。
４．労働災害報告について
平成26年３月度の労働災害９件の報告。

環境衛生委員会

４月17日（木）出席者14名

協会会議室
第一回委員会
１．
ビルクリーニング業務で発生する廃棄物
（剥
離廃液）の適正処理に関するセミナー
出 席会社数40社中→アンケート回答30社

（平成26年４月17日現在）
①廃液処理について
ほぼ全ての現場で処理している…５

（18％）、一部の現場で処理している…18
（67％）
②お客様の廃液処理に関する意識について
理 解して環境配慮処理を望んでいる…７
（22％）、理解して環境配慮処理をされてい
ない16（50％）
理 解 さ れ て い な い、 又 は 知 ら な い … ９

（28％）
③お客様に適正な廃液処理を説明した後の反
応について
理解し金額が高くても適正処理を望まれる

…２（７％）、理解し金額が上がるのは×
…24（86％）
④
貴社の廃液処理に関する考え方
廃液処理はやる必要があり顧客に理解得な

くてもなんとか処理する…12（40％）
お客様に理解していただくようにし、お客

様に理解を得た分は処理する…13（43％）
⑤
剥離廃液に関するご意見
・
法令の重要性は認識するが、社会的な共
通意識として拡がらなければ、現在では
事業の弊害になるだけ。
２．日程
・大阪府との意見交換会 ６/２（月）
13：30～

公益事業委員会
協会会議室
４月16日（水）出席者13名
１．ＯＢＭ天神祭清掃ボランティア運営組織図
（案）について
・具体的内容を検討した。
２．社会貢献セミナーについて
・日程・基調講演講師等を検討した。
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３．アビリンピック大阪大会（７/12）
・事前練習会の開催日時について
６/23・24
14：00～17：00

契約推進委員会

４月16日（水）出席者13名

協会会議室
１．新年度事業計画・予算案について
・事業計画および予算を確認した。
２．大阪市総合評価入札の検証について
１）消費税転嫁について
・ビ ル新聞の記事では、「中小企業の４割
転嫁できず」とあるが、大阪府・大阪市
では、ほぼ対応されている状況となって
いるため、民間企業との契約で転嫁拒否
が発生していると推測される。
・
今後、消費税が転嫁されているか、会員
企業のアンケートを実施するか検討。
３．積算基準について
１）此花区庁舎清掃業務委託金額について
・積算分科会で、仕様書に基づく積算をした
結果、市の予定価格を上回る結果となり、
尚且つ、障がい者雇用も含まれており、積
算方法に疑念が抱かれた為、大阪市への陳
情を予定。
４．入札情報の実績の収集について
１）箕面市の希望業務選択方式による総合評
価入札の実施について
・入札結果及び運営状況等調査検討予定。

警備防災部会

４月９日（水）出席者15名

協会会議室
委員会
（１）
平 成25年度部会活動報告（平成25年４月
～平成26年３月）について
大川部会長より報告があった。
（２）
平 成26年度年間行事担当委員の分担につ
いて
各部会の担当委員を決定した。

設備保全部会

４月24日（木）出席者15名

協会会議室
第１回委員会
○勉強会 クラウド電力について 講師：㈱日
本電気保安協会 取締役 佐伯様
・契約電力の見直し、キュービクルメンテ
ナンス（更新）、クラウド電力活用につ
いての課題が提言された。
設備保全部会
○各小委員会活動報告
（管理技術調査研究）
・ビル管理システム（中央監視装置）に関
するアンケートの調査報告のまとめを引

き続き行っている状況。アズビルとの協
議も引き続き継続中である。レポートの
発行が決まり次第報告。
（研修・見学会）
・８月度電気事故対策の勉強会日程の調整
中
・見学会はあべのハルカス、中之島フェス
ティバルホールで検討中。
・
「育成担当者向け研修」について中間内
容の報告
現場側に立った研修が必要。次回案内状
の粗案を作成し部会で検討を行う。
（設備保全業務研究）
・
「緊急対応」のテーマが広義のため絞込
み検討を次回部会の持込み資料にて検討
を行う。
26年度フローチャート作成及びアンケー
ト調査 27年３月報告書提出
（環境衛生部会）
・剥離廃液の処理のセミナー開催74名（40
社）出席しアンケートを実施。

近畿地区本部だより
●
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。この活動を通
じて、一般社会（こどもと、そのご家族）に、
ビルメンテンスが生活に欠かせない仕事である
ことを理解していただき、イメージの向上を図
り、また、こどもたちが将来「ビルメンテンス」
の仕事に就きたいと思ってもらえることを願っ
ているところです。
このキャンペーン事業を会員企業の皆さまに
もより広く、深く知っていただきたく、キッザ
ニアの割引チケットサービスをご案内させてい
ただく次第です。
ご案内チラシは、月刊『ビルメンテンス』７
月号に同梱して配布する予定です。

事務局からのお知らせ
●
平成26年度 建築物ねずみ、こん虫等防除業
の従事者研修会のお知らせ
・日 時 ６月26日（木）９時20分～17時00分
（受付８時50分～）
・会 場 （一社）大阪ビルメンテナンス協会

６Ｆ研修室
・受講料 6,685円
（本体価格6,190円＋消費税495円）
・締切り ６月６日（金）
※
ご案内はＦＡＸにてお送りしております。詳

細は事務局までお問合せください。
●優良社員表彰推薦のお願い
平成９年から実施しております優良社員の
方々の平成26年度表彰式を予定しておりますの
で、ご推薦よろしくお願いいたします。４月21
日付けでＦＡＸにてご案内しておりますが、詳
細は事務局までお問合せください。
・推進基準 ①
勤務成績が優秀であり、会社の
発展に貢献し、他の模範となる
優良な社員
②
平成26年３月31日現在、勤続10
年以上の社員（管理職にある者
を除く）
・表彰日時 ７月７日（月）15時～
・会
場 ホテルサンルート梅田
●第40回 ＯＢＭソフトボール記念大会のご案内
５月７日付けＦＡＸにてご案内しております
が、ＯＢＭ会員企業の親善試合を行います。ご
参加お待ちしております。
・場 所 万博公園スポーツ広場
（ソフトボールグラウンド）
・日 時 ７月12日（土）13日（日）８月９日
（土）10日（日）
午前８時30分～午後５時
（試合時間指定）
・抽選日 ６月19日（木）午後２時【協会会議室】
・参加費 １チーム25,000円
（６月19日抽選日持参）
・締 切 ５月30日（金）必着
◎32チーム（先着順です）
※詳細は事務局までお問合せください。

会員だより
●代表者変更
〔正会員〕
・スカイビルサービス株式会社 関西支店
(新)関西支店長
戸谷正信様
(旧)取締役関西支店長 内 海 潤 一 様

（平成26年４月より）
・株式会社中建ビルシステム 大阪支店
(新)支店長 福 井 尚 継 様
(旧)支店長 金 野 憲 司 様

（平成26年４月より）
●住所変更
〔賛助会員〕
山崎産業株式会社 大阪営業所
〒556-0006
大阪市浪速区日本橋東３丁目10-２
（電話・ＦＡＸ番号は変更ありません）

（平成26年３月17日より）

講習会お知らせ

●平成26年度１・２級ビル設備管理技能検
定受検準備講習のご案内
・実施時期 ７月上旬～中旬
・受付期間 ５月30日（金）必着
★締切延長しました！
・受講資格 平成26年度１級又は２級ビル
設備管理技能検定の受検申請
手続きを済ませた方。

・受付期間
【第１回】★お問合せ下さい！
【第２回】４月21日（月）
～
６月13日（金）必着
※
詳細は事務局までお問合せください。
 受講案内をご希望の方は、事務局まで
ご連絡いただくか、
（一財）建築物管理
訓練センターのホームページ(http://
www.bmtc.or.jp/kunren/birusetuk.
html)からダウンロードして下さい。

●平成26年度ビル設備管理技能検定実技模
擬試験講習のご案内》
平成26年度より実技試験技能検定対策と
して、受検準備講習に加え、新たに「実技
模擬試験講習」を行うことになりました。
・実施時期
【第１回】６月下旬
【第２回】７月中旬

●
平 成26年度ビル設備管理科訓練技能士
コース（１級・２級）のご案内
平成26年度より１級・２級とも訓練内容
を変更し、通信添削、学科集合訓練、学科
終了時試験及びエレベーター基礎研修を実
施することとなりました。
・受付期間 ４月21日
（月）
～６月20日
（金）
まで

訓練センターだより

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

・訓練期間

平成26年７月１日～
平成27年３月31日
・通信添削 ７月～12月（６回）
・学科集合訓練 11月下旬～平成27年２月
下旬の３日間（21時間）
・学科終了時試験 平成27年２月27日（金）
・エレベーター基礎研修
平成27年２月27日（金）
※
詳細及び受講案内をご希望の方は、事
務局までご連絡ください。

教育センターだより
(公財)
日本建築衛生管理教育センター講習
会予定
●貯水槽清掃作業監督者（新）
平成26年７月14日(月）～17日（木）
受付 平成26年５月27日(火）～６月２日(月)
●空調給排水管理監督者（新）
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平成26年８月５日(火）～６日(水）
受付 平成26年６月17日(火）～23日(月)
●統括管理者（再）
平成26年８月21日(木）～22日（金）
受付 平成26年６月30日(月）～７月４日(金)
●建築物環境衛生管理技術者
平成26年９月２日(火）～20日（土）

受付 平成26年７月２日(水）
～８日(火)
●貯水槽清掃作業監督者（再）
平成26年８月25日(月）
～26日（火）
平成26年８月27日(水）
～28日（木）
受付 平成26年７月７日(月）
～11日(金)
☆いずれも阪急千里中央ビルにて

新幹線苦戦の訳


理事

澤村剛士

先日テレビ番組で、普段私たちが知らない新幹線の裏側
を紹介していた。どれも驚くべきことばかりであったので、
そのいくつかを紹介してみたい。まず、定刻通りに走る運
転士のスゴ技だ。通過駅ごとに時間が決められ、その誤差
を秒単位で確認し修正を行っているのである。しかもその
計算は暗算で行われ、瞬時にスピードを調整するのだ。てっ
きり全てがコンピューター制御だと思っていただけに、人
の能力の高さに感心させられた。
さらに、新幹線は開業以来死亡事故が発生していない。
安全へのこだわりは尋常ではないものがある。車両点検で
は、二人ひと組で二度チェック。終わるとさらに別の二人
が同じ箇所を二度確認する。都合四回のチェックを行うの
である。まさに、これでもかという感じだ。新幹線が日本
人ならではの技術によって支えられていることを知り、ど
こか誇らしく思った。
同時に、ここで考えさせられたことがある。今や、新幹
線は海を越え海外に輸出される日本の主要なインフラ商品
だ。圧倒的なクオリティーを持ちながら、国外メーカーと

※
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）

の競争で苦戦することがあるという。それはなぜだろうか。
海外ではコストを抑える為の生産性が重要視される。つ
まり、海外で求められる水準は、日本が100％とすれば、
70％で良いのである。時間や人を投入して成果を得る時、
一番効率的な値は63％である。これを１単位とした場合、
さらに良い成果をあげようと86％を求めると2単位が必要
になる。これを95％以上にしようとすると３単位が必要に
なるとされる。一切の妥協を許さない日本の姿勢は、もち
ろん美徳だ。しかし、競合他社と比べて生産性が悪いと言
われてしまうのも事実なのだ。
これは、私たちが直面しているサービス品質とコストの
関係と同じである。顧客の満足する品質に近づけようと、
人を投入すると生産性と利益率が悪くなる。一方、利益ば
かり求めると品質の劣化を招く。
新幹線が、ガラパゴスでなく世界で受け入れられるには、
現実的な問題として品質とコストの適切なバランスが必要
だろう。世界を走り回る新幹線を夢見る私も、自らの生業
に照らして、いかにサービス品質を向上させつつ、コスト
を下げて競争力を獲得するかという課題について悩みは尽
きない。

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にてお申し込みください。

●ビルクリーニング初級研修

NEW

資機材の扱い方、専用部・共用部の作業方法、マナー、安全など
基本を身に付け、即戦力となっていただくための、初任者を対象と
した基礎研修です。
＜日 時＞
①資機材の使い方研修 ６月25日（水）13時～17時
②専用部研修
７月２日（水）13時～17時
③共用部研修
７月９日（水）13時～17時
※学びたいコースを選択してください
＜会 場＞新清風ビル（中津）講習会場
＜対 象＞クリーンクルー新規採用者

＜日
＜会
＜対

時＞６月19日（木）９時～18時
場＞新清風ビル（中津）講習会場
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15日（火）、８月20日（水）、９
月18日（木）
（各日とも９時～18時、新清風ビル）
【平成26年度 警備員現任教育[後期]日程が決まりました】
○日 程 11月11日（火）
、12月10日（水）、２月５日（木）、２月
24日（火）
、３月11日（水）
（各日とも９時～18時、新清風ビル）
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/

●高圧電気設備コース（大阪府認定職業訓練）
特別高圧・高圧電気管理業務の知識と技能を身に付けます。労働
安全衛生規則第36条による特別教育で、修了者には「高圧電気特別
教育修了証」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」を交付します。
【計３日間】各
＜日 時＞６ 月13日（金）・17日（火）・18日（水）
日とも10時～18時
＜会 場＞にちほビル研修センター（㈱日本電気保安協会）
＜対 象＞ビル設備管理に携わる作業従事者

●警備員現任教育［前期］
「警備業法等の解釈運用基準」に規定された部外実施教育として
警備業者に代わり実施する、警備業法に定められた現任教育です。
修了者には「教育実施証明書」を交付します。

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

大阪労働局からのお知らせ
事業主の皆様へ

平成２６年度

労働保険年度更新

（労災保険・雇用保険）手続は

６月１日（日）～
７月１０日（木）までに
お済ませください。
・年度更新申告書は５月末までに送付する予定です。
・電子申請を是非ご利用ください。
・労働保険は、口座振替納付が便利です。

≪ 厚生労働省 年度更新お知らせページ

年度更新

検索 ≫

大阪労働局ホームページ
（ http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ ）
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ＯＢＭ行事予定
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月
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水
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金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

17

火

18

水

19

木

20
21
22
23

金 労働安全大会（ドーンセンター）
土
日
調整系広報事業委員会 アビリンピック練習
月

24

火

労務委員会

労働災害事故事例（Ｈ26年４月度発生分より）

４月度の報告企業数66社、業務災害は７件、通勤災害は
２件、31日以上の休業見込は４件、15日以上30日未満の休
業見込みは２件、４日以上15日未満の休業は１件、休業な
しは２件でした。

通常総会（新阪急ホテル）

ＫＫＣマンション管理業務主任者受験対策セミナー

今回は病院での事故例を紹介します。
４月16日午前７時45分頃、
62歳の清掃担当の女性が、
ナー
スステーションで作業中、インシュリンの針をチューブの
キャップと勘違いして、手で拾った時に、右手中指を針で
刺しました。
今回のケースは、思い込みや勘違いによる事故であり、
作業する時は特に、注意しないと、大怪我につながります。

大阪府意見交換会・環境衛生委員会

ＫＫＣマンション管理業務主任者受験対策セミナー
理事会

ビルクリーニング科通信訓練水準調整会議
ビルクリーニング科通信訓練（実技、～１１日）
労務委員会

ビルメン情報プラザ Obit（オービット）通信

ＫＫＣマンション管理業務主任者受験対策セミナー
実地調査員研修 ビル設備管理科訓練水準調整会議

新刊のご案内
青年部分科会 警備防災部会
調整系公益事業委員会 ビルクリーニングA班小委員会

KKCテクノ経営技能講習
契約推進委員会・積算分科会 公益事業委員会

KKCテクノ経営技能講習
広報委員会 ソフトボール大会抽選会 KKC警備員現任教育
ＫＫＣマンション管理業務主任者受験対策セミナー

ビル設備管理１級実技模擬試験講習

・建築物ねずみ昆虫等防除業 防除作業従事
者研修用テキスト 平成25年版
平成25年７月24日発行
会員価格 2,570円
一般価格 3,600円（税込）
TEL:03-3805-7560
http://www.j-bma.or.jp

経営委員会 アビリンピック練習

ビル設備管理2級実技模擬試験講習①（～２5日②）

総務省・経済産業省からのお願い
あなたの回答が、日本経済の力になる！
平成２６年経済センサス‐基礎調査
平成２６年商業統計調査を実施します
●調査票は平成 26 年６月末日までにお届けします。
７月１日以降に提出をお願いします。
◆調査の意義・重要性をご理解いただき、
ご回答をよろしくお願いいたします。

h t t p : / / e - c e n s u s - s y o u g y o . s t a t . g o. j p /

総務省・経済産業省・都道府県・市区町村

キラキラ
先日、子供達を連れて枚方にあるＣＭ
でも有名なあの遊園地へ行って来まし
た。
きっかけは５歳の長男が恐竜のことが
大好きで、恐竜展があるということで私
も人生初の「ひ○かたパーク」へ行くこ
とにしました。
恐竜展ではただ単に模型を展示してい
るのでは無く、動く恐竜がいたり、恐竜
の化石を発掘体験できるコーナーやクイ
ズラリーがあり、子供達は夢中になって
楽しんでいました。

・平成26年度版 ビルメンテナンスの積算＆
見積
㈱日本ビル新聞社
平成26年４月16日発行
Ａ４判226頁 16,200円（消費税･送料含む）
TEL:03-3361-0111
http://www.jb-news.co.jp
・平成25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26年３月３日開催）
一般社団法人 大阪建築防災センター
平成26年５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。

出口にはお約束のお土産コーナーがあ
り、おもちゃをねだる子供達をそこから
離すのに相当苦労させられましたが、子
供達も大喜びで楽しい時間を過ごせまし
た。
恐竜展を出ると目の前に大自然を模し
た人工の川が設けられ、その川で水遊び
ができるようになっており、初夏の様な
暑さも手伝って多くの子供が水遊びを楽
しんでいました。
例に漏れず我が家も参加…。長男は奇
声を発しながらズボンから下がビチョビ
チョに。３歳の長女は全部がビチョビ
チョになるほど夢中になって水遊びをし
ていました。
最初はただ水の感触を楽しんでいた子

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

供達も他の子供の様子をみたり、周りの
景色をみたり小さな楽しみを見つけては
その発見した事を「パパ見て！！」と嬉
しそうに報告してくれました。その後は
動物を見るだけではなくさわることので
きるアトラクションや観覧車に乗りまし
た。
最初から最後まで子供達が笑顔をキラ
キラ輝かせながら楽しんでいる姿を見る
と、中年の体を酷使した階段競争や荷物
運びの疲れもなんのその、本当にあった
かい幸せな気持ちになります。ありがと
う子供達、そして仕事に育児に大忙しの
奥様、いつもありがとうございます。

（Ａ．Ｍ）
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