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わが社の イ チ オ シ ！
株式会社ＪＲ西日本メンテック
高齢者主体の安全教育
弊社は、ＪＲ西日本グループの一員として、車両・駅舎や商業施設・ホテルの清掃、車両基地での入換業務など
のサービスを提供しています。弊社には約2500名の従業員がいますが、そのうち1400名が準社員（パート社員等）
です。近年高齢者雇用が進む中、弊社でも従業員の高齢化が進み準社員のうち６割弱が50歳以上です。
研修風景

【運動能力測定：開眼片足立ち】

【安全体感：滑り・躓き体感】

【安全体感：階段の踏み外し体感】

作業中の「転倒」による骨折などの高齢者層の労働災害が増加する中で、
「身体機能を学び自分自身の身体能力
を自覚した上で、維持向上を促すと共に、業務上遭遇し得る危険を模擬体感できる安全教育」が効果的であるとの
認識のもと、準社員の高齢者層における労働災害防止の取り組みを「アクティブ・エイジング研修」と名付け行っ
ています。
「アクティブ・エイジング研修」は１回当たり２時間30分とし、営業所の準社員を系統ごとに分け、受講生６名
の少数で月に４～５回程度、年間計画を立てて推進しています。研修のねらいとして「加齢による身体機能の変化
と労働への影響を知る」「高齢者の体力維持・向上が労働災害防止に大切であることを知る」の２点を掲げ、机上
教育や運動能力測定、安全体感設備等を体験し、労働安全に関する感度を高めて、危険予知（ＫＹ）能力向上及び
現場に潜む危険の掘り起こしや気付きにつながることを学習しています。
研修の主な内容としては、
① アンケート調査（運動能力や日頃の安全意識に関する内容）
② 座学（加齢による身体への影響として筋力・骨・腰・股関節・記憶力と判断力の衰えなど）
③ 運動能力測定５項目（歩行能力：歩行に必要な下肢の筋力、敏捷性：身体を素早く動かす能力、動的バラン
ス：不安定な姿勢を支える能力、静的バランス：閉眼・開眼時に安定した姿勢を支える能力）
④ 運動能力測定結果のまとめと解説
⑤ 「簡単エクササイズ（柔軟体操・筋力運動）
」の紹介
⑥ 安全体感（滑り・躓き体感、階段の踏み外し体感）で構成しています。
運動能力測定５項目の結果については、
「身体能力を自意識過剰ぎみで、特に敏捷性が衰え、突発事態へ体が追
いつかない傾向が強い事や、目（視覚系）では対応できると思っている体の動きに対して、実際の動きが追いつい
ていない」などを分析し、この点を受講生が自覚できるようにしています。
平成27年７月の研修開始から現在までに約800名が当研修を受講し、受講者からは「自分ではできると思ってい
たが身体の動きがついてこないことに驚いた」
「自分の身体能力が思っていたよりも低いことに驚いた」「転倒の怖
さを体感できた」
「健康のための運動と言われてもなかなかできないが研修で教わったことなら頑張れそう」といっ
た声が多く、労働災害の発生においても高齢従業員の受傷率の低下がみられ効果を実感しています。
今後も、この研修を適宜見直すなどさらなる充実を図り、知識、技術、技能、経験豊富な高齢者従業員が長く活
躍し、健康で快適に働き続けられるように従業員と一体となって取り組める研修にしていきたいと考えています。
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ズームアップ
より良い環境を目指して
大阪ビルメンテナンス協会賛助会員
は、ビルメンテナンス業を主な業種とさ
れている正会員に対しまして、ビル運営
における様々な資材や設備備品の製造・
販売を行うなど、正会員をサポートする
企業で、
現在約40社が入会しております。
賛助会世話人会の主な活動と致しま
しては、新清風ビル１階にある情報プラ
ザ「オービット｣内の賛助会コーナーの
運営と、同じく新清風ビルで年３回の講
習会・ミニ展示会を開催しており、会を
通じて会員企業の皆様に、より良いサー
ビスや有益な情報がご提供できるように
メンバーで協議しています。
前回は７月20日に開催しまして、展
示会に㈱金星、シーバイエス㈱、大一産
業㈱、丸十服装㈱、山崎産業㈱が出展致

30年度

しました。講習会は内３社が担当し、㈱
金星がウルトラファインバブル発生器
「ピュアレット」を紹介し、その活用を
説明致しました。ケルヒャージャパン㈱
は新しいマシンを元に機械化を推進した
働き方の改善と効率化を講習し、シーバ
イエス㈱はロボットクリーニングのテク
ノロジーを講習致しました。
第二回は11月７日に蔵王産業㈱、装
栄㈱、㈱リンレイの各企業の講習・出展
とケルヒャージャパン㈱の出展が決定し
ており、2019年２月13日の第三回にはア
マノ㈱、ペンギンワックス㈱、ユシロ化
学工業㈱の３社で講習・出展とインテッ
クスソリューション㈱の出展を予定して
おります。各社とも、それぞれに研究を
重ねたノウハウを広く皆様に活用して頂
くために準備を進めておりますので、た
くさんの方々にご参加頂きたいと願って
おります。
また、講習会にご参加を頂いた皆様に

第４回

理事会

(業務災害３件、通勤災害１件)

環境衛生委員会

10月５日（金） 協会会議室
①前回理事会議事録確認

（一社）大阪府消防防災協会
／下村康信副会長の推薦決定

２．審議事項
①移転に係る書面決裁結果／新たな物件

３．報告事項
①全協報告

を探す
②１階返却について／オーナー側と原状
回復について打ち合わせ
③平成30年度

協会会議室
９月12日（水）出席者６名
○第三回環境衛生委員会
議案① 新メンバー紹介
議案② 理事会報告
議案③ 前回議事録確認
議案④ 12月技術研修会準備の経過報告

について

１．一般報告事項

理事表彰被表彰者の推薦

委員会・部会
経営委員会
協会会議室
９月25日（火）出席者８名
議案① 理事会報告
議案② マナー研修指導者育成講座について
議案③ ＢＣＰ策定講座について
議案④ 近畿地区ビルメン協会ＢＣＰ講座開催
について
議案⑤ 災害協定について議案

広報委員会
協会展示室
９月18日（火）出席者８名
議案① 「ＯＢＭマンスリー平成30年９月号」

の編集作業
議案② 「ＯＢＭこみゅにけ～しょんずVOL.93

（新春号）」の編集について

総務友好委員会
協会展示室
９月21日（金）出席者13名
議題① 議事録について
議題② 第44回ＯＢＭソフトボール大会について
議題③ Ｈ30．10．10（水）ＯＢＭ会長杯ゴル
フコンペについて
議題④ Ｈ30．11．13（火）ＯＢＭ日帰り懇親
旅行について
議題⑤ 2020年新年会開催日程について

はアンケートにご協力頂きまして、各講
習の感想・これからの業務への取り組み
や、今後講習会・展示会に期待する点・
取り上げて欲しい内容等をご教示頂いて
おります。皆様の声を参考にしまして、
より発展した活動を目指しており、講習
会・ミニ展示会以外のイベントも展開で
きるよう、活動の幅を広げていきたいと
考えております。会場にご来場かなわな
い皆様からも、ご要望がございましたら
積極的に取り組んで参りますので、是非
お声をいただければ幸いです。
近年人手不足が深刻化し、多くの会員
企業からも人材確保が大変厳しい状況で
あるとお伺いする事がございますが、ビ
ルメンテナンス業はやはり人によって成
り立つ業界であります。今後も色んな方
面の情報を発信して、働く皆様がより良
い環境で従事できますよう、活動を続け
て参りたいと思います。

（賛助会世話人会 澤戸優一）

②委員会部会報告

公益・契約委員会

４．その他
・今後の予定

協会会議室
９月26日（水）出席者14名
議案① ビルメン社会貢献セミナーについて
議案② 
障がい者雇用支援スタッフ養成講座に
ついて

賛助会世話人会
協会会議室
９月12日（水）出席者10名
議題① ご報告 賛助会から正会員へ移動
議題② 
Ｈ30．11．７（水）ミニ展示会・講習
会について

労務委員会
協会会議室
９月10日（月）出席者10名
議題① 
平成30年９月14日（金）開催
労働衛生大会について
② 
他協会行事、全国安全衛生大会
他の参加について
③ 労務管理セミナーについて
報告① 2019年労働衛生大会日程について
② 
Ｈ30．９．28（金）ＫＹＴ・リスクア
セスメントセミナーについて
（締切：９/14）
③ 
Ｈ30．７．９（月）ＫＹＴ・リスクア
セスメントセミナーについて
④ 平成30年７月度労災発生報告
（業務災害５件、通勤災害１件）
⑤ 
平成30年８月度労災発生報告
（業務災害３件、通勤災害２件）

10月９日（火）出席者11名
議案①
報告①
報告②
報告③

協会会議室
９月３日（月）出席者６名
報告① 
Ｈ30．８．９
西日本サミットｉｎ熊本について
議案① 西日本サミットアンケートについて
議案② Ｈ30．10．４―５
福岡全国大会参加について
議案③ 外国人雇用について

ビルクリ－ニング部会

９月18日（火）出席者25名
議案① ＤＶＤ作成進捗状況確認

協会会議室

警備防災部会

９月６日（木）出席者13名
議案① 理事会報告について
議案② 議事録確認について
議案③ 消防体験教室について
議案④ 全体集会について
議案⑤ 第２回見学会について
議案⑥ 外部講師講演会について

協会会議室

協会会議室

労務管理セミナーについて
Ｈ30．９．14 労働衛生大会について
Ｈ30．９．28 ＫＹＴ・リスクアセス

メントセミナーについて
平成30年９月度労災発生報告
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青年委員会

設備保全部会

９月10日（月）出席者17名
第３回設備保全部会
議案① 各小委員会活動報告
2 ／ OBMマンスリー
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議案②
議案③

東西交流会について
その他
外部組織との共同研究についての確認
その他報告事項確認

特別委員会
協会展示室
９月25日（火）出席者８名
第７回特別委員会
議案⑴ 移転計画（継続案件）について
議案⑵ 今後の予定

10月12日（金）出席者７名

協会展示室

議案１．
大阪協会・移転計画について
（継続案件）
⑴ オーナーとの面談（10／12）
⑵ 移転決済について
⑶ 新たな移転先の検討
⑷ 今後の予定
⑸ 臨時総会開催について

近畿地区本部だより
●ビルメンヒューマンフェア＆クリーンＥＸＰＯ
2018のご案内
全国協会よりご案内しておりますが、11月
20日（火）～22日（木）10～17時、東京ビッグ
サイトにて「ビルメンヒューマンフェア＆ク
リーンＥＸＰＯ 2018が開催されます。当日ご
招待状をお持ちいただくか、公式ホームページ
(http://www.humanfair-cleanexpo.org/） で
「事前登録」をしていただければ、入場は無料
です（通常3,000円）。
招待状をご希望の方は、事務局までご連絡く
ださい。
●
キャラバン企画「明日のビルメンを考える対
話の会」一般聴講参加者募集について
全国ビルメンテナンス協会では、ビルメンテ
ナンス業界の慢性的な人手不足など、経営環境
が厳しい状況の中で会員が生き残り、成長して
いくための「打ち手」を、業界を挙げて作る試
みを行っています。
その一つとしてキャラバン企画「明日のビル
メンを考える対話の会」を下記日程要領にて開
催いたします。
参加者の皆様とテーブルを囲み、全国ビルメ
ンテナンス協会から〈提言〉（第一部 60分）
させていただき、ともに業界の将来について対
話（第二部 60分）に於いて意見を交わしたい
と考えております。会員経営者の皆様との意見
交換会（第三部 有料）を通じて、課題の共有
と「打ち手」、解決について考える機会とした
いと考えております。
この「明日のビルメンを考える対話の会」に
一般聴講者としてご参加を希望される会員を募
集いたします。
対 象：会員経営者、経営幹部（特に、業界の
将来に危機意識をお持ちの方）
①対
話 ５～６名
②一般聴講者 50名
③意見交換会（第三部 有料3,000円）

日
会

時：11月５日（月）14：00～17：00
場：新清風ビル
(一社)大阪ビルメンテナンス協会
参加費：無料（①、②）
※
ＦＡＸでご案内しておりますが、詳細は事
務局までご連絡ください。

事務局からのお知らせ
●
ＯＢＭ日帰り懇親旅行のご案内
総務友好委員会
・
催 行 日：11月13日（火）９時15分集合
【梅田 大阪モード学園前】
・募集人数：40名先着順（１社４名様まで）
・行
先：
キリンビール神戸工場、しい茸園
「有馬富士」
、神戸三田プレミアム
アウトレット
・昼
食：
しい茸園「有馬富士」原木しい茸
狩り＆黒毛和牛炭火焼
・費
用：１名に付き10,000円
・締め切り：10月31日（水）
※
ＦＡＸにてご案内しております。詳細は事務
局までご連絡ください。
●第10回ビルメン社会貢献セミナーのご案内
公益・契約委員会
～公共調達における社会的価値の意義やコス

トの必要性について～
・日
時：11月30日（金）13時15分～16時45分
（受付12時30分～）
・会
場：大阪科学技術センター
８階 大ホール
・基調講演：立命館大学政策科学部教授
岸道雄氏
・報
告：大阪府福祉部福祉総務課長
奥村健志氏
・締
切：11月26日（月）
※
10月の送達文書にてお送りいたします。詳細
は事務局までご連絡ください。
●
清掃資機材ご提案（ミニ展示会）／講習会開
催のお知らせ
総務友好委員会・賛助会世話人会
・日 時：11月７日（水）12時30分～
・受 付：新清風ビル１Ｆ ＯＢＩＴ
・会 場：ミニ展示会 ４階 13時～16時20分
講習会 ６階 13時～16時
（詳細はご案内に記載）
※
16時20分頃、豪華景品が当たる抽選会を行い
ますので是非ご参加ください！
ＦＡＸにてご案内しておりますので、事前申

し込みをお願いいたします。
出展内容・講習内容はＯＢＭホームーページ

に掲載しておりますのでご確認ください。

訓練センターだより
●第１回ビルクリーニング・ジャパンカップ開催！
ヒューマンフェア史上初の試みとなる９チー
ムによる団体戦が11月21日（水）に開催されま
す。２年に一度の「全国ビルクリーニング競技

大会」とは異なる創意工夫、チームワークを加
えた熱い戦いが期待されます。
タイムスケジュール
①10：05～
開会式
②10：30～
団体戦スタート
③16：30～17：00 表彰式
出場９チーム
地区

リーダー会社名
株式会社ベリー
ジャパン
陽光ビルサービス
2 東北
株式会社
東京海上日動ファ
東京海上日動
シリティーズ株式
3 東京
ファシリティーズ
会社
4 関東甲信越 エリヤ３％
株式会社港都
タイガー総業株式
5 中部
TEAM虎
会社
関電ファシリ
6 近畿
チームGood Job
ティーズ株式会社
7 中国
チーム三栄
株式会社三栄産業
8 四国
おやじ～ず
四国管財株式会社
株式会社南日本総
9 九州
九州うまか隊
合サービス

1 北海道

チーム名
北海道ひぐま
ファイターズ
陽光ビルワゲス
ターズ

ルール（予定）
・３名１組のチーム戦
・
課題「事務室のテーブル表面拭き作業及び
弾性床材洗浄作業」
・
演技時間１チーム20分程度（他にチーム紹
介等あります。）

会員だより
●会社合併及び社名変更
〔正会員〕
・
ＩＵＣコミュニティライフ株式会社と伊藤忠
アーバンコミュニティが合併
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社西日本支社
支社長 梅澤 均 様
代表ＴＥＬ 06-6228-3515
ＦＡＸ 06-6228-3516

（平成30年10月１日より）
●会員等登録名及び代表者・住所変更
〔正会員〕
・
（新）白洋社ビルシステム株式会社
代表取締役 原田久仁彦 様
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町４-３
（旧）白洋社ビルサービス株式会社
代表取締役 辻 本
忍様
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町４-４

（平成30年10月より）
●代表者変更
〔賛助会員〕
・株式会社白洋舍 レンテックス 西部事業所
（新）事業所長 森 田 一 成 様
（旧）事業所長 三 好 正 人 様

（平成30年９月より）

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
●排水管清掃作業監督者（再)

・
受付期間 平成30年10月30日(火)～11月12日(月)
・
実施期間
12月18日(火)～19日(水)
●統括管理者（再)

・
受付期間 平成30年10月31日(水)～11月13日(火)
・
実施期間
12月20日(木)～21日(金)

●空調給排水管理監督者(再)

●清掃作業監督者（新規)

・受付期間 平成30年11月13日(火)～27日(火)
・実施期間 平成31年１月９日(水)

・受付期間 平成30年11月21日(水)～12月５日(水)
・実施期間 平成31年１月21日(月)～22日(火)

●清掃作業監督者（再)

☆いずれも阪急千里中央ビルにて

・受付期間 平成30年11月15日(木)～29日(木)
・実施期間 平成31年１月11日(金)
●貯水槽清掃作業監督者（再)

・受付期間
・実施期間

平成30年11月15日(木)～29日(木)
平成31年１月15日(火)～16日(水)

ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

※
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)
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心配しています。本当に身体にこたえた夏でした。

雨にも負けず、猛暑にも


監事

そんな様々な災害にもめげず、我が家の屋上で育てた

上

原

文

男

今年は「災害の年」として記憶されるのではないでしょ

野菜や果物たちは、今年の夏もけなげに育ってくれました。
６階の屋上にカラス除けのネットを張り、キュウリ、ナ
ス、トマト、オクラを少しずつではありますが、苗で買い、

うか。
６月に大阪北部地震が起き、その後も西日本豪雨や、台

プランターに植えました。肥料をやり、毎日散水しており

風20号、21号、24号の来襲によって、各地で浸水や土砂災

ますと、雨にも負けず、猛暑にも負けず野菜たちは日々、

害が相次ぎました。北海道では震度７の地震が起き、震源

成長してくれました。

地周辺では大規模な地滑りが発生。全域で停電が起きるな

今年は初めてメロンに挑戦しましたが、これも10個が

ど大きな被害が出ました。犠牲者も多く出ました。痛まし

実り、おいしくいただきました。小さいメロンでしたが、

いことです。被災された方に心からお見舞い申し上げます。

果汁も甘く、来年も植えようと思います。

また、この夏はたいへんな猛暑にも襲われました。ま

野菜は健康に良く、体の元気が続くかぎり育てていき

さしく災害級の危険な暑さでした。世界各地でも気候の異

たいとの思いを強くしています。今年は台風で屋上ネット

変が起きているということで、温暖化による地球の変調が

が破損してしまい大変でしたが、来年４月ごろまでには、

原因ではないかと思っております。このままでは、夏は日

苗を植えられるようにと考えているところです。おいしい

中温度が40℃を超える日が普通になってしまうのでは、と

無農薬野菜づくりに今後も頑張っていくつもりです。

ＫＫＣお薦め講習会（11・12月）
11・12月実施予定のＫＫＣ主催の講習会は下記のとおりで
す。詳細は、随時会員企業様に郵送している開講案内、または、

●外国人技能実習制度における養成講習

ＫＫＣホームページ（http://www.bmkkc.or.jp/）にてご確

外国人技能実習制度における養成講習です。
「外国人技能実

認ください。お申し込みは開講案内裏面のお申込書に必要事項

習生を受け入れる予定はないが、勉強してみたい」という方も

をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。

ご参加いただけます。

●防除作業従事者研修

（１） 技能実習責任者講習
11月１日（木）10時～18時40分（京都・京都テルサ）

「建築物衛生法」に基づき事業登録を行っている事業者のた

12月３日（月）10時～18時40分（和歌山・和歌山JAビル）

めの集合教育です。厚生労働大臣より登録を受けたＫＫＣが実

１月23日（水）10時～18時40分（神戸・神戸国際会館セ

施し、修了者には「修了証書」を交付します。

ミナーハウス）

＜日

時＞11月26日（月）９時20分～17時

＜会

場＞新清風ビル（中津）講習会場

11月２日（金）10時～18時40分（京都・京都テルサ）

＜対

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建
象＞

11月16日（金）10時～18時40分（大阪・新清風ビル）

（２） 技能実習指導員講習

築物衛生法）
」第12条の２第１項第７号の登録を受

12月５日（水）10時～18時40分（和歌山・和歌山JAビル）

けている事業所及び受けようとする事業所の従事者

１月22日（火）10時～18時40分（神戸・神戸国際会館セ

●ビルクリーニング基本実技研修（予定）

ミナーハウス）
（３） 生活指導員講習

これまで実施してきた「ポリッシャー基本実技講座」から更

11月５日（月）10時30分～17時（京都・京都テルサ）

に一歩進み、ポリッシャーだけでなく表面洗浄作業で使用する

11月15日（木）10時30分～17時（大阪・新清風ビル）

吸水バキューム、モップなどの正しい扱い方を反復訓練で身に

12月４日（火）10時30分～17時（和歌山・和歌山JAビル）

付ける研修です。正しい扱い方を身に付けて、身体に負担をか

１月21日（月）10時30分～17時（神戸・神戸国際会館セ

けず、効率よく、仕上がり状態よく作業ができるようになるこ

ミナーハウス）

とを目指します。
＜日

時＞12月10日（月）９時～17時

＜会

場＞新清風ビル（中津）講習会場

＜対

象＞清掃作業従事者や現場リーダー、ビルクリーニング

申込・問合先：一般社団法人関西環境開発センター（ＫＫＣ）

技能検定受検予定者

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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ＯＢＭ行事予定
10月 25
26
27
28
29
30
31
11月 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

労務委員会

ビルクリーニング技能検定水準調整会議 全協事務運用ＴＶ会議
ビルクリーニング受検準備講習水準調整会議

中間監査

ビルクリーニング受検準備講習１級実技①班
〃
保全マネジメントセミナー（CIVI北梅田研修センター）
〃
②班
特別委員会
〃
理事会
マナー研修指導者育成講座②
文化の日

キャラバン企画「明日のビルメンを考える対話の会」
ビル設備管理科訓練（２級実技）
環境衛生委員会
賛助会ミニ展示会／講習会
総務友好委員会

ビルクリーニング受検準備講習３級実技

青年委員会

警備防災部会 ＢＣＰ（事業継続計画）作成講座④A
ＯＢＭ日帰り懇親旅行 公益・契約委員会 ビル設備管理科訓練２級学科
ビルクリーニング部会 設備保全部会
経営委員会 障害者雇用支援スタッフ養成講座① KKC生活指導員講習

労働災害事故事例（Ｈ30年９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 36件
②業務災害数 ３件
[内 訳] 15日以上休業見込み
14日未満休業見込み
休業なし
③通 勤 災 害 １件

１件
０件
２件

２．事故事例
①発 生 日 時
②発 生 場 所
③年 齢 ・ 性 別
④発 生 状 況

KKC技能実習指導員講習

ビルクリーニング受検準備講習１級学科（～２０日）
ビルメンヒューマンフェア＆クリーンＥＸＰＯ 2018（東京ビッグサイト、～２２日）
設備保全部会東西交流会（～22日東京） ビルクリーニング受検準備講習３級学科

広報委員会 労務委員会

障害者雇用支援スタッフ養成講座②
勤労感謝の日

Ｈ30年９月22日（土）午前11時頃
西宮市
69歳 女性
居室清掃が終わった後、次の居室に移動
する時に、床に水がこぼれており、気づ
かずにその上を歩行し転倒。両手に道具
を持っていたため、左手側に倒れ肋骨を
骨折した。
⑤怪 我 の 状 況 左肋骨骨折、休業15日以上
⑥原因及び対策 床の状態をいつも意識し、濡れた状態で
あればすぐに対処する事。また、両手が
ふさがれる状態をつくらないことが大切
です。

ビルメン情報プラザ Obit（オービット）通信
新刊のご案内
○
警備・ビルメンテナンス業の労務管理ハンド
ブック
日本法令
定価 2,500円（税別）
（通販）TEL 03-6858-6966
http://www.horei.co.jp/
平成30年８月１日発行
※
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。

ところ、自分がハマった。
物語にあふれる当時の人々の暮らし。

古典作品はいかが
11月１日は「古典の日」である。源氏
物語千年紀を記念して2008年11月１日京
都で宣言されたことに由来する。

これが実に面白い。音楽、服装、食物、

その後は、瀬戸内寂聴訳、与謝野晶子訳、
また田辺聖子の「新源氏物語」と訳者に
よる違いを味わった。

和歌…。学生時代、機械的に現代語訳し

「古典の日」宣言に、
「古典とは、いま

ていた時と違って、人々の様子が生き生

も私たちの魂を揺さぶり、
人間とは何か、

きと自分の心に響いてくる。

生きるとは何か、との永遠の問いに立ち

また、５年前からは「源氏物語」に凝っ

返らせてくれるもの」とある。

私は10年前から、古典作品に関心を持

ている。非常に長い物語だが、原文に触

読書の秋に、古典作品はいかがでしょ

つようになった。きっかけは、子供の高

れることに挑戦した。図書館から朗読Ｃ

うか。学生時代にはまだ身につけていな

校入試だ。少しでも役に立てばと思い、

Ｄを借りてきて聞く方法だ。それでも丸

かった感性で、新しい発見があるかもし

「平家物語」
「枕草子」
「徒然草」などの

２年かかった。全編解説のカセットテー

れませんよ。

初心者向けのもの（解説付き）を買った

プも見つけたので、さらに２年費やした。



ＯＢＭの情報はコチラ ☞ http://www.obm.or.jp/

（Ｋ．Ｆ）
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