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下村委員長ってどんな人？Ｑ＆Ａこ が 知 り た いそ

今月は、労務委員会　下村委員長の素顔をちょっとのぞいてみました。

Ｑ１．ビルメンテナンス業界に入られたきっかけを教えてください。

下村）�弊社は私の祖父が起業し、父が継承して来年創業80年を迎えます。
幼い頃から祖父や父を見ていく中、会社を継ぐというより、この業
に携わることが必然であると、私の意志は固まっておりました。故
にきっかけ？転機？と言うものを感じることなく、言わば天職だと
思います。

Ｑ２．協会の仕事で力を入れて取り組んでいる重点課題をお教えください。

下村）�理事就任以来、労務委員会に携わっており、労働災害撲滅が重点課題と考えてます。企業の成長は、
売上利益であったりしますが、企業成長の足を引っ張るクレーム・事故災害を減少撲滅出来ない会社
は質を問われることになります。このことから労務委員会活動を通じて取り組んでいきたいと考えて
おります。

Ｑ３．学生時代はどのような学生生活を送られていましたか。

下村）�大学生活は30数年前、家賃1.5万円４畳半一間、風呂・トイレ共同、ビールケースを並べた簡易ベッ
トと麻雀用炬燵で、勉強とバッテングセンターでのバイトと麻雀の日々を過ごしました。卒論が提出
日の前夜遅くに仕上がり、寝坊防止（提出期限時間午前９時）の為に友達と徹マンし提出したのが良
い思い出です。

Ｑ４．ご趣味やライフワークは？

下村）�毎週のようにゴルフに打ち込んでおります。ですが、ここ８カ月ほどはシャンク（ボールがクラブの
ネックに当たる）とお友達になっており、早く友達解消したく日夜決別手段を模索しております。ま
た息子が持っております自転車（ロードバイク）にも興味が湧いてきており、いずれはツーリングに
行きたいと夢を膨らませております。

Ｑ５．協会の仕事と本業の仕事の調整はどのようにされていますか。

下村）�まず協会主行事はスケジュールに落とし込み、他は社業スケジュールと常に調整しております。社内
コミュニケーションも常に取りつつ判断決断を素早くするように心掛けています。
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委員会・部会

経営委員会

４月26日（火）出席者12名� 協会会議室

１．理事会報告

２．ＢＣＰ編纂分科会について

　　�来期取組としてＢＣＰの刊行物を作成する

事業を実施する事を確認した。

　　�また、その名称はＢＣＰ編纂分科会と決定

した。

３．マナー教育分科会について

　　�来期取組としてマナー教育を実施する事と

なり、その名称はマナー教育分科会と決定

した。

広報委員会

４月21日（木）出席者７名� 協会展示室

１．�「ＯＢＭマンスリー平成28年４月号」の編

集作業を行った。

総務友好委員会

４月11日（月）出席者12名� 協会会議室

１．総会について

　　・�５月24日14:00より　新阪急ホテルで執

り行う。

　　・�講演を丸山様に依頼、演目は「経営に役

立つ講義」

２．優良社員表彰について

　　・各資料配布、確認

３．ソフトボール大会について

賛助会世話人会

４月11日（月）出席者13名� 協会会議室

１．今後のスケジュールについて

　○�2016/４～2016/３末迄のミニ展示会・講習

会の日程について

　　７/５（火）　11/21（月）　２/９（木）

参加企業 展示会 講習会

サラヤ株式会社 ○

スリーエムジャパン株式会社 ○ ○

装栄株式会社 ○ ○

大一産業株式会社 ○

ペンギンワックス株式会社 ○ ○

労務委員会

４月18日（月）出席者11名� 協会会議室

１．無災害企業表彰について

　　信栄ビルサービス株式会社

　　株式会社加藤均総合事務所

　　株式会社下村工務店

　　の３社に決定。

２．安全衛生標語・川柳について

　　・�各会社に募集し５月の二週目に締め切り、

５月の労務委員会で標語・川柳と景品を

決定した。

３．労働安全大会について

　　・�内容及び役割分担の確認を行った。

４．報告

　①キャンペーンポスター・リーフレット完成

　②�重篤災害発生報告（業務災害１件、通勤災

害１件）

　③�３月度災害発生報告（業務災害11件、通勤

災害２件

５．その他

　　・�日本ビル新聞の「１人での作業禁止」ロー

プ高所作業　安衛則で改正案の説明

　　・Ｈ26年度収支率・収納率についての説明

　　・�労働安全衛生法施行令の一部改正につい

ての説明

環境衛生委員会

４月12日（火）出席者10名

� ユニバーサルスタジオジャパン

第十回環境衛生委員会

○環境衛生委員会　第10回委員会

１．28年度の活動について

　〇�28年度も27年度の取り組みを継続していく。

　〇�現場の役に立つセミナーや勉強会を企画・

開催する。

　〇�施設見学会　５月12日　ユニバーサルスタ

ジオジャパンの予定

２．理事会報告

　〇�環境衛生委員会で１号～８号の中で環境に

ついて進めていきたいと打診を行った。

３．�施設見学会・ユニバーサルスタジオ様との

打ち合わせ報告

契約推進委員会

４月13日（水）出席者11名� 協会会議室

１．理事会の報告事項

２．事業計画・予算案

　　・予算案を提出

　　・�分科会の活動について３つの分科会を５

つにして再編

　　・各分科会の基本方針決定

３．各分科会委員の確認

　　・�各分科会の内容確認及び意見交換を行っ

た。

４．その他

　　・エル・チャレンジセミナー

　　　�アネックスパル法円坂７Ｆ　４月９日

（土）10：30～16：50

　　・�インスペクションツールソフトの活用（平

成28年１月より契約）

　　・インスペクション資格の統一

　　　�１級登録者：移行手続きのみ(無料)　特

典：インスペクターフォローアップ講習

４回分無料

　　　�１級期限切れ：移行手続きのみ(無料)　

特典：インスペクターフォローアップ講

習２回分無料

　　　�２級Ｐ・Ｍ両方取得者：移行手続きのみ

(無料)　特典：なし

　　　�２級Ｐ取得者：Ｍ移行講習受講（一回目

のみ無料)　※試験あり　特典：なし

　　　�２級Ｍ取得者：Ｐ移行講習受講(一回目

のみ無料)　※試験あり　特典：なし

ビルクリ－ニング部会

４月28日（木）出席者19名� 協会会議室

１．�Ｂ班　シナリオ読み合わせ　Ａ班　シナリ

オ補足説明

環境衛生委員会・�

この一年の活動を振り返って

　私が環境衛生委員会に出席させて頂

き、ちょうど一年が経過しました。ビル

メン業界における経験は素人同然であり

まだまだ十分お役にはたてておりません

が、この一年を振り返り、平成27年度の

活動内容を報告させて頂きたいと思いま

す。

　行事としまして、先ず９月に昨年度か

ら大阪府から大阪協会へ主催が代わりま

した建築物飲料水水質検査業外部精度管

理の説明会を実施しました。参加社は大

阪府知事登録を受けている36社のうち17

社にとどまりましたが、今後は府とも協

力をしながら参加社増を目指して対策を

検討していきます。

　11月には大阪大学名誉教授の生田和良

先生を講師に招き『感染症の脅威』をテー

マとして講演会を開催しました。①ＷＨＯ

の感染症撲滅計画、②インフルエンザ、

ＳＡＲＳ、ＭＡＲＳ等のウイルスに関す

る話題と知識、③日本での感染症対策、

を講演して頂きました。当日は78名もの

出席者があり皆様から非常に好評を頂き

ました。当委員会内でも感染症の専門知

識のレベルアップを図るとともに、今後

は対処方法も含め継続的に勉強会開催を

計画しております。

　そして今年２月には、自治体との建築

物衛生に関する意見交換会を開催し、こ

れまでの府だけではなく、大阪市、堺市、

茨木市、藤井寺市、豊中市、枚方市、泉

佐野市、東大阪市の関係部署からもご出

席を頂きました。各自治体からは、①府

建築物飲料水水質検業における外部精度

管理の構築、②特定建築物における空気

環境測定結果に基づく不適施設状況の調

査結果�に関する報告をいただき、大阪

協会からは前述した『感染症の脅威』セ

ミナーにおけるアンケート調査の結果に

ついて報告をしました。冷却水の管理、

空気環境の測定場所等についての質疑応

答も行いました。平成25年の意見交換会

開始時に比べ参加自治体数も増え、また

率直な意見を交換できる関係が築けてお

り、今後も大阪協会と関係自治体との有

益かつ友好的な情報交換の場として発展

させたいと考えております。

� 環境衛生委員　京�藤�富�彦　

ズームアップ

27年度　第11回　理事会
４月25日（月）　協会会議室

１．一般報告事項　

　①�新入会について　日本郵便オフィスサ

ポート株式会社

　②�平成28年度事業計画・予算案について

２．審議事項

　①新入会について　株式会社シンセイ

　　／承認

　②退会について

　　・株式会社大阪ビルサービス／承認

　　・デイリーサービス株式会社／承認

　③�平成27年度事業報告案・決算案につい

て／承認

３．報告事項

　①委員会・部会報告は６月に

　②全協報告

　③（一社）大阪府消防防災協会

　④フロン排出規制について
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２．研修会旅行案内

　　�28年９月８日（木）～９日（金）でユシロ

化学工業㈱の茅ヶ崎にあるユシロ研究所へ

の研修旅行を計画

　　�費用負担については１名あたり18,000円を

予定

警備防災部会

４月18日（月）出席者11名� 協会会議室

警備防災部会委員会

１．クレーム事案集について

　　・�費用・配布方法の説明を行った。

２．指導教育責任者実務研修会について

　　・�研修会当日の手順について再確認を行っ

た。

３．見学会について

４．�平成28年度における年間行事担当委員の選

出について

近畿地区本部だより

●�ビルメンテナンス業におけるロボット等を活

用した生産性向上に係るニーズ調査について

　（第21回世界大会事前企画）ご報告

　４月４日～６日、東京国際フォーラムにて開

催いたしました「第21回世界ビルメンテナンス

大会」のビジネスセッションにおいて、「日本

の強みを活かしたビルメンテナンスの可能性～

日本古来の“からくり”から最先端の“ロボット”

まで～」と題した座談会を開催いたしました。

　事前企画としてアンケートを行い、各会員に

ご回答のご協力をいただきました結果を「調査

報告書」としてまとめ、座談会資料として活用

させていただき、当日聴講者に配布いたしまし

た。

　つきましては、ご回答賜りました各会員会社

に厚く御礼申し上げるとともに、「調査報告書」

を全国協会サイトにて公開いたしますので、今

後の事業活動にご活用下さい。

　なお、「第21回世界ビルメンテナンス大会」

の報告書については現在作成中で、Ｗｅｂ上で

の公開を予定しております。

●�（公社）全国ハウスクリーニング協会より

　�平成28年度〈第３回〉ハウスクリーニング技

術研修会（大阪会場）

　日　時：６月22日（水）10：00～16：40

　　　　　（受付は９：40から）

　会　場：（財）大阪科学技術センター

　　　　　大阪市西区靱本町１-８-４

　受講料：�（公社）全国ハウスクリーニング協

会会員　15,000円（税込）

　　　　　一　般　20,000円（税込）

　締　切：�６月15日午前中（申し込み多数の場

合、期日前に締め切る場合あり）

※�申し込み方法等詳細はホームページ【http://

www.housecleaning-kyokai.org/】をご覧く

ださい。

事務局からのお知らせ

●�平成28年度「建築物環境衛生管理技術者試験」

・試験期日　10月２日（日）

・提出期間　�５月９日（月）～６月15日（水）

　　　　　　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、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://jahmec.or.jp/

index.html）をご覧ください。

●第42回ＯＢＭソフトボール大会のご案内

　・日　時　�７月16日(土)、８月７日(日)、27日(土)、

28日(日)、予備日９月10日（土）

　　　　　　午前９時～午後５時（試合時間指定）

　・会　場　�万博公園スポーツ広場（ソフトボー

ルグラウンド）

　・締　切　５月31日（火）必着

　・チーム編成　①�原則として会員企業の社員

にて編成してください。

　　　　　　　　②�会員企業の連合チームとし

ても可能です。

　・試合方式　　�トーナメント方式（勝ち抜き・

ＯＢＭルール採用

　・抽選日　　　�６月15日（水）午後２時　協

会会議室（６階）

　・参加費　　　１チーム　25,000円
　　　　　　　　（６月15日抽選日持参）

　※�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。

●�「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」のご案内

　石綿（アスベスト）を使用した建築物等の解

体、改修工事においては、石綿除去作業の届出

をする発注者及び実際に作業をする施工者それ

ぞれが、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の

保全等に関する条例に定められた義務を果た

し、石綿飛散防止対策の徹底を図る必要があり

ます。石綿は様々な箇所に使用されており、見

落とした場合、石綿を飛散させてしまうおそれ

があるため、事前の調査が非常に重要となりま

す。

　そこで、発注者及び施工者向けに、府内自治

体の施工事例を基に事前調査の注意点を中心に

説明をするセミナーを下記のとおり開催しま

す。是非ご参加ください。

・開催日時　６月17日（金）14時から16時

・場　　所　大阪府庁新別館南館８階大研修室

　　　　　　大阪市中央区大手前３丁目１-43

・内　　容　（１）�大気汚染防止法の解説【発注

者の義務について】（仮題）

　　　　　　（２）�石綿排出等作業の作業実例と

留意事項【事例紹介】

・申し込み　�６月16日（木）まで　インターネッ

ト又はＦＡＸでお申し込みください。

※応募方法など詳しくは次のＨＰをご覧ください。

↓↓

http://�www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/

asbestos/28seminar.html

【問い合わせ先】�大阪府環境農林水産部環境管理室

事業所指導課大気指導グループ

　　　　　　　 ＴＥＬ：06-6210-9581

会員だより

●入会

〔正会員〕

・株式会社シンセイ

〒550-0025

大阪市西区九条南３-13-21

ＴＥＬ�06-6582-3911　ＦＡＸ�06-6582-3430

代表取締役　浅�田�健�司�様

� （平成28年５月１日より）

●代表者追加

〔正会員〕

・ＯＳ共栄ビル管理株式会社

　会長　髙橋秀一郎�様

� （平成28年４月20日より）

講習会お知らせ

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

●清掃作業監督者（新）

・�受付　平成28年５月31日(火)～６月６日(月)

・�実施　平成28年７月11日(月)～12日(火)

●統括管理者（新）

・�受付　平成28年６月14日(火)～20日(月)

・�実施　平成28年７月25日（月)～27日(水)

●空調給排水管理監督者（新）

・�受付　平成28年６月14日(火)～20日(月)

・�実施　平成28年７月28日（木)～29日(金)

●空調給排水管理監督者（再）

・�受付　平成28年６月20日(月)～24日(金)

・�実施　平成28年８月１日(月)

●空気環境測定実施者（再）

・�受付　平成28年６月20日(月)～24日(金)

・�実施　平成28年８月２日（火)～３日(水)

●清掃作業監督者（再）

・�受付　平成28年６月20日(月)～24日(金)

・�実施　平成28年８月４日(木)

　　　　平成28年８月８日(月)

●建築物環境衛生管理技術者

・�受付　平成28年６月23日(木)～29日(水)

・�実施　平成28年８月23日(火)～９月９日(金)

●貯水槽清掃作業監督者（再）

・�受付　平成28年７月４日(月)～８日(金)

・�実施　平成28年８月16日（火)～17日(水)

　　　　�平成28年８月18日（木)～19日(金)

☆いずれも阪急千里中央ビルにて

※�申込期間中、早めにお申し込み下さい。

用紙のダウンロード・お申し込みは公益財

団法人日本建築衛生管理教育センターへ。

　�（ ホ ー ム ペ ー ジ�http://www.jahmec.

or.jp/、ＴＥＬ�06-6836-6605）

平成28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30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）

　　　　　【テキスト別】

・締切り　６月15日（水）

　※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。
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娘の誕生日� 理事　岡�田�寿�代

　私には４人の子供がいます。そのうち３人が女の子です。

４月は次女の12回目の誕生日月で数カ月前から家の冷蔵庫

に彼女のホワイトボードが張り出されます。(普段は部屋

で使用しているのですが…)そこには、お誕生日に欲しい

ものリストが書き込まれてあり、１カ月程悩んだ末に欲し

い物を、どれを誰におねだりするのか毎日ながめて悩んで、

炊事をする私に相談してきます。

　小学生なりに品物を依頼する人を、その人の価値観を考

えて、ゲーム好きの人にはゲームソフトを、映画好きの人

には映画に連れて行ってもらうのはどう？その人も興味有

る事は頼み易いし、それなら買ってあげよう。連れて行っ

てあげよう。って思ってもらえそうと言われ、感心してし

まいました。そして他の人には頼みにくい（頼むと自分

の好みの物が届かない恐れの有る）物をママに頼むって。

「はぁ…」と私は口を開けたままになってしまいます。こ

こで負けてはダメだ！と「あっママ、ケーキ買うから」と

言うと「ケーキはプレゼントと別やから。」とすかさず返

されました。なかなかやるな…とまた感心している場合

じゃないのですが、会話で成長を感じ、娘とのこんなやり

とりが楽しいなとニコニコしてしまうのです。

　「誕生日が日曜日だから友達とひらかたパークに行って

来ていい？」と聞かれ「えーっ！！子供たちだけで？それ

は無理」他の親御さんはいいよと言ってると言うのですが

…。きっと私が心配性過ぎなのか、結局私が子供達と一緒

に行くことにしました。朝からお弁当を作り子供６人を連

れひらかたパークです。

　京阪電車の乗車券とひらかたパークの入場料がセットに

なった乗車券があり「駅で販売しているからお得やねん！」

と一人の子供に言われ駅で聞いてみよう！と出発。駅でそ

の乗車入場券を買うと、園で買う１日乗り放題（フリーパス）

も値引になり、かなりお得でした。当然子供達は全員フリー

パスを購入。私は乗り物が苦手なので買わずに入園だけ。

乗り物には乗らないつもりでいたのですが…ジェットコー

スターが結構並んでいて、一緒に並ぶ事になり、そして乗

る事に…!?

　10年振り位に乗りましたが、やっぱりお金を払って恐い

思いをする気持ちを理解する事は出来ず、どっと疲れが…。

けど子供達はまだまだ帰る気配すらなく、ベンチで休憩し

ながら子供たちに手を振るのがやっと。

　結局、開園時間から門限に間に合うギリギリの時間まで

遊び、御察しの通り私はヘロヘロに疲れて帰宅しましたが、

６人の子供達との１日デートはすごく楽しく、娘達も大喜

びだったので、笑顔いっぱいに癒された私の休日でした。

　後日、子供達の間で丸１日一緒に遊んでいた私を「ママ

元気やな!!」と言われていたそうです。（笑）

　今月は末っ子の誕生日です。あはははは…(^^;)

　２月９日、大阪府立芦原高等職業技術専門校において、
大阪ビルメンテナンス協会との共催により合同企業面接会
が開催されました。

　参加企業総勢20社で、３月に修了を控えた訓練生は、真
剣に面接に臨んでいて非常に活気のある面接会でした。

科目名 内定者数 応募者数

ビル・ハウスクリーニング科 ４名 ９名

ビル設備管理科 ９名 32名

　本校では、ビル・ハウスクリーニング科の生徒がビルや住
宅の清掃管理会社へ、また、ビル設備管理科の生徒が設備管理会社への就職に向けて訓練をしています。平成28年４月入校生の修
了予定日は平成28年９月16日です。

※求人、見学の希望などは下記までお問い合わせ下さい。
大阪府立芦原高等職業技術専門校　求人情報室　職業紹介担当

　メールアドレス：ashihara-syusyoku@gbox.pref.osaka.lg.jp　

　住　所：〒556-0027　大阪市浪速区木津川２-３-15

　電　話：06-6561-5383　

ビル・ハウスクリーニング科・ビル設備管理科　平成28年２月合同企業面接会報告

これまでの経験や習得した技術などを
交えて、自己ピーアールをしています。

参加企業の紹介を熱心に聞いています。

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。受講希
望の方は、申込書をＫＫＣホームページ（http://www.bmkkc.
or.jp/）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。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。

●�整理収納アドバイザー２級認定講座�
（ハウスキーピング協会認定講座）

　１日の集中講座で資格が取得できる、ハウスキーピング協会の

認定講座です。整理収納のノウハウを活かしてご自宅や職場の環

境を整えることにより、仕事の効率アップにもつながります。人

の動線や物の使用頻度を考えた整理収納の方法、限られた空間を

広く利用するコツなどを、ケーススタディを交えながら体系的に

学びます。

＜日　時＞６月11日（土）９時45分～17時

＜会　場＞新清風ビル（中津）講習会場

●�電気設備コース（大阪府認定職業訓練＋低圧電気
取扱業務特別教育）

　低圧電気取扱業務に係る特別教育で、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」を交付します。

講師は電気設備管理に長年携わるエキスパートで、実務体験に基

づく説明で業務に役立つとご好評をいただいています。

＜日　時＞６月20日（月）・21日（火）【計２日間】　10時～17時

＜会　場＞にちほビル研修センター（㈱日本電気保安協会）

＜対　象＞電気設備管理に携わる作業従事者・担当者・監督者層

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/

芦原校 検索検索詳しくはＷＥＢで
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おたより紹介コーナー 
 
『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。 

ＯＢＭ行事予定

七味唐辛子

　まだ肌寒さが残っていた３月、堺に住

む友人と久しぶりに居酒屋で飲んでい

た。友人が「今は減ったが、子供の頃は

近くに唐辛子畑がたくさんあって、夏に

なると緑の枝に赤い実をたくさん付けて

いた」と懐かしげに言いながら、注文し

たおでんの大根に七味唐辛子をふりかけ

て食べた。

　わたしはそれを見ながら「それはない

んじゃないの？　おでんには辛子でしょ

う」と、心の中でつぶやいていた。

　日本人にとって馴染み深い唐辛子はど

こから伝わって来たのだろうと疑問に

思って調べてみた。

　中南米原産の唐辛子は、コロンブスが

新大陸を発見してイスパニア(スペイン)

に帰国し、イザベラ女王に献上した。そ

れがヨーロッパ～中国～朝鮮を経由して

日本に伝来したといわれ、一説では文久

12年にポルトガル人が種子島に漂着した

時、鉄砲とともに伝わったという。コロ

ンブスの偉業からわずか50年後のこと

だ。日本に伝えたのは、南蛮人とよばれ

た人々で、エキゾチックでハイカラな物

をたくさんもたらしたが、唐辛子も同じ

イメージで受け取られ、地方では「南蛮」

という名で定着したところもある。

　当時の海外貿易の中心地は環濠都市を

形成し、自治都市として栄えた泉州・堺。

異国情緒と進取の気風にあふれ、最新兵

器である鉄砲の産地でもあり、海外貿易

と鉄砲の利益により納屋衆とよばれる富

裕な商人が誕生した。

　富裕な納屋衆の中に新しい文化であっ

た茶道が広まり、武野紹鴎、津田宗及、

今井宗久、千利休などの代表的な茶人が

生れた。そんな環境だったから、堺でい

ち早く唐辛子の栽培が始まり食卓に広

まったのだろう。

　唐辛子の強烈な辛みは、そのままでは

日本人には馴染みにくかったらしく、江

戸時代にはいると他の香辛料とブレンド

された。漢方薬をヒントに、縁起よく七

種類の材料を組み合わせて売りだされ

た。唐辛子や山椒は健胃剤、けしの実は

精神安定剤、陳皮（みかんの皮）は風邪

の予防、紫蘇や胡麻は整腸剤、生姜は血

流促進の効能があるという。

　そのおかげもあって、七味唐辛子は一

気に日本中に普及したらしい。お客の好

みに合わせて、目の前で七種類の材料を

調合する売り方も人気をよんだ一因だろ

う。

　おでんの大根を七味唐辛子で食べるの

を見て最初はびっくりしたが、同じよう

に食べてみると、これが結構いける。ほ

かのおでんに七味唐辛子や柚子胡椒を試

してみたが、これもうまかった。

　それからは、いままでと違った薬味で

食べてみようと思い立ち、いろいろ試し

てみている。

　中には「やめたほうがよかった！」と

後悔するものもあったが、ふだんと違う

薬味でいろいろな食材を試しているのが

楽しい。

　夏の暑い時期に、今も友人宅の近くに

ある唐辛子畑を見に行く約束をした。緑

に彩られた畑の中に、唐辛子の赤い実が

ついている光景を想像すると夏が待ち遠

しい。� 　（Ｔ．Ｎ）　

5月 25 水

26 木 ビルクリーニング科複数等級化に伴う水準調整会議

27 金 ＫＫＣ総会（ホテル阪急エキスポパーク）

28 土

29 日

30 月 ＫＫＣビルクリーニング初級実技講座

31 火 青年委員会　　ＫＫＣポリッシャー基本実技講座

6月 1 水 ビルクリーニング技能検定複数等級化／外国人技能実習制度地区本部説明会

2 木 ＫＫＣポリッシャー基本実技講座

3 金 理事会

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水 ＫＹＴ・危険予知訓練とリスクアセスメントセミナー　　環境衛生委員会

9 木

10 金

11 土 ＫＫＣ整理収納アドバイザー２級認定講座

12 日

13 月 設備保全部会

14 火 契約推進委員会

15 水 公益事業委員会   賛助会世話人会

16 木 広報委員会　　警備防災部会

17 金

18 土

19 日

20 月 労務委員会　　　ビルクリーニング技能検定受検準備講習（～２３日）予定

21 火

22 水

23 木

24 金 労働安全大会（ドーンセンター）　　ＫＫＣ第２種電気工事士受検対策（筆記）講座

労務委員会�労働災害事故事例（Ｈ28年４月度発生分より）

１．�業務災害及び通勤災害数

　①報告企業数　57社

　②業務災害数　６件

　　　　　　　[内　訳]　１ヶ月以上休業見込み　３件

　　　　　　　　　　　　15日以上休業見込み　　１件

　　　　　　　　　　　　14日未満休業見込み　　２件

　③通 勤 災 害　２件

２．事故事例

　①発 生 日 時　Ｈ28年４月19日�(火曜日)�午前10時10分ごろ

　②発 生 場 所　門真市　ゴミ集積所

　③発 生 状 況　ゴミ集積所でゴミ袋を回収した時に、道路と

路肩帯の段差に気付かず、段差につまづき転

倒した。

　④怪我の状況　右足関節、靭帯損傷　休業31日以上

　⑤原因及び対策　両手でゴミ袋を回収する際に、足元の確認が

不十分なために段差に気付かず、転倒事故が

発生した。常に足もとの状況を確認し、安全

確認を行うことの重要性を認識した事故事例

です。

平成28年度　第32回労働安全大会開催のご案内

　・日　時　６月24日（金）　13：30～16：50（受付12：40～）

　・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

〇主なプログラム

　・ご�挨�拶　大阪労働局労働基準部安全課　安全課長

� 　安�冨�　�彰�様

　・講　　演　大阪労働局労働基準部安全課　�産業安全専門官

� 山�田�敬�一�様

　・特別講演　フリーライター／コメンテーター

　� 山�本�健�治�様

　　（テーマ）「事故ゼロは５Sから」

※�ご案内はＦＡＸにてお送りしております。なお入場無料です

ので、お誘い合せの上ご参加下さい。参加者全員に記念品を、

さらに抽選で「素敵な品物」も当たるかも！


